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本書について

本書は、改良のため予告なしに変更することがあります。本書の内容に関し
ては、誤りや記述漏れのないよう万全を期して作成しておりますが、本書中
の不備についてお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店にご連
絡ください。

コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は、本書による特定の商用
などの目的に対する利用についての保証はいたしておりません。

本書の記載事項からはずれて本機を操作・運用したことによる偶然の損害、
特別・重大な損害などの影響について、コニカミノルタビジネステクノロ
ジーズ株式会社は保証・責任を負いかねますのでご了承ください。

ソフトウェア使用許諾契約書

本パッケージにはコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社（以下、
「KMBT」）より提供される、プリンターシステムの一部を構成するソフト
ウェア、特殊な暗号化フォーマットにデジタルコード化された機械可読アウ
トラインデータ（以下、「フォントプログラム」）、その他プリンティングソ
フトウェアと連動しコンピューターシステム上で動作するソフトウェア（以
下、「ホストソフトウェア」）、そして関連する説明資料（以下、「ドキュメン
テーション」）が含まれています。

本契約において「本ソフトウェア」とはプリンティングソフトウェア、フォ
ントプログラム、ホストソフトウェアの総称で、それら全てのアップグレー
ド版、修正版、追加版、複製物を含みます。

本ソフトウェアは以下の条件の下でお客様にご使用いただいております。

以下ご同意くださった場合に限り、本ソフトウェア及びドキュメンテーショ
ンを使用することのできる非独占的、譲渡不可のライセンスを KMBT によ
り付与いたします。

1. お客様は、お客様の日常業務での使用目的に限り、本ソフトウェアおよ
び、それに伴うフォントプログラムを使用することができます。

2. 上記 1．に定義されているフォントプログラムのライセンスに加え、お

客様は、フォントの重み、スタイル、文字・数字・シンボルのバージョ
ンをプリンティングソフトウェアを使用するコンピューターにおいて再
生表示することができます。

3. お客様はバックアップ用にホストソフトウェアをひとつ複製することが
できます。ただし、その複製物はいかなるコンピューターにおいてもイ
ンストールあるいは使用されないことを条件とします。ただし、プリン
ティングソフトウェアが実行されているプリンティングシステムと使用
するときに限り、ホストソフトウェアを複数のコンピューターにインス
トールすることができます。



4. 本契約の元、お客様はライセンシーとしてのソフトウェア及びドキュメ
ンテーションに対する権利及び所有権を第三者（以下、譲受人）に譲渡
することができます。ただし、お客様が当該譲受人にソフトウェアやド
キュメンテーションおよびそれらの複製物の全てを譲渡し、当該譲受人
が本契約の諸条件について同意している場合に限ります。

5. お客様はソフトウェアやドキュメンテーションを変更、改作、翻訳した
りすることはできません。

6. お客様は本ソフトウェアを改造、逆アセンブル、暗号解読、リバースエ
ンジニアリング、逆コンパイルすることはできません。 

7. 本ソフトウェア、ドキュメンテーション、及びそれらの複製物に対する
権利および所有権その他の権利は全て KMBT 及びそのライセンサーに

帰属します。
8. 商標は、商標の所有者名を明示し、容認された商標慣行に従って使用さ

れるものとします。商標の使用は、本ソフトウェアによって生成された
印刷出力の識別を目的とする場合に限られます。いかなる商標であって
も、こうした使用によって当該の商標の所有権がお客様に付与されるこ
とはありません。

9. お客様は、ご自身が使用されない本ソフトウェアあるいはその複製物、
または未使用の記憶媒体に収められた本ソフトウェアを貸与、リース、
使用許諾、譲渡することはできません。ただし、上述の、全てのソフト
ウェア及びドキュメンテーションを永久的に譲渡する場合を除きます。

10. KMBT 及びそのライセンサーは、損害が生じる可能性について報告を

受けていたとしても、本ソフトウェアの使用に付随または関連して生ず
る間接的、懲罰的あるいは実害、利益損失、財産損失についていかなる
場合においても、また第三者からのいかなるクレームに対しても一切の
責任を負いません。KMBT 及びそのライセンサーは、本ソフトウェア

の使用に関して、明示であるか黙示であるかを問わず、商品性または特
定の用途への適合性、所有権、第３者の権利を侵害しないことへの保証
を含むがこれに限定されず、すべての保証を否認します。ある国や司法
機関、行政によっては付随的、間接的、あるいは実害の例外あるいは限
定が認められず、お客様に上記の制限はあてはまらない場合もありま
す。

11. Notice to Government End Users（本規定に関して：本規定は米国政府

機関のエンドユーザー以外の方には適用されません。）The Software is 
a “commercial item,” as that term is defined at 48 C.F.R.2.101, consisting 
of “commercial computer software” and “commercial computer software 
documentation,” as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212. Consistent 
with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4, all 
U.S. Government End Users acquire the Software with only those rights 
set forth herein.

12. 本ソフトウェアをいかなる国においても輸出管理に関連した法規制に違
反した形で輸出することはできません。



本製品には、第三者より作成された以下のソフトウェアコンポーネントが搭載されておりま

す（以下、当該ソフトウェアコンポーネントを作成した第三者を、作成者といいます）。これ

らのソフトウェアコンポーネントには、一部コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会

社またはその業務委託先による改変部分が含まれております。

ソフトウェアコンポーネント
(1) OpenLDAP
(2) Cyrus SASL
(3) Kerberos
(4) Open SSL
(5) Open SLP
(6) Bonjour
(7) SMB

これらのソフトウェアコンポーネントについて、作成者は、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。また、作成者は、これらのソフトウェア

コンポーネントの使用に関連して発生する直接損害、間接損害、特別損害、付随的損害、逸

失利益などの派生的損害を含め、一切の損害について責任を負担いたしません。これらのソ

フトウェアコンポーネントの使用許諾条件は、それぞれ以下のとおりです。

(1) Open LDAP 
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 mate-
rials 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 distin-
guished 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 CONTRIBU-
TORS “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 FOUN-
DATION, ITS CONTRIBUTORS, OR THE AUTHOR(S) OR OWNER(S) OF THE SOFTWARE 
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CON-
SEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUB-
STITUTE 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 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. 

(2) Cyrus SASL 
CMU libsasl 
Tim Martin 
Rob Earhart 
Rob Siemborski

Copyright (c) 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 condi-
tions 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 Uni-
versity (http://www.cmu.edu/computing/)."

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 WHATSO-
EVER 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.



(3) Kerberos 
Copyright and Other Legal Notices 

Copyright (C) 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 contemplat-
ing 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 advertis-
ing or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permis-
sion.  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. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WAR-
RANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MER-
CHANTIBILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Individual source code files are copyright MIT, Cygnus Support, Novell, OpenVision Technolo-
gies, 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 (C) 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 contemplat-
ing 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. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WAR-
RANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MER-
CHANTIBILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

(4) Open SSL 
LICENSE ISSUES

The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL 
License and the original SSLeay license apply to the toolkit. See below for the actual license 
texts. Actually both licenses are BSD-style Open Source licenses. In case of any license issues 
related to OpenSSL please contact openssl-core@openssl.org.

OpenSSL License

Copyright (c) 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 copyright notice, this list of condi-

tions 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 fol-
lowing 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 pro-
mote products derived from this software without prior written permission. For written per-
mission, 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.

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 PUR-
POSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CON-
TRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, 
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PRO-
CUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROF-
ITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF 



LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLI-
GENCE 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 (C) 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 Hud-
son (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 attribution as the author of the 
parts of the library used.
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 condi-

tions 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 follow-
ing 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 SER-
VICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER 



CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABIL-
ITY, 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.]

(5) OpenSLP License
Copyright (C) 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 dis-
tribution. 
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. 
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 PARTICU-
LAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE CALDERA SYSTEMS OR 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEM-
PLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCURE-
MENT 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.

(6) Bonjour
Apache License

Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

“License” shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined 
by Sections 1 through 9 of this document.



“Licensor” shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is 
granting the License.

“Legal Entity” shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are 
controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, 
"control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such 
entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the 
outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity. 

“You” (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this 
License.

“Source” form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited 
to software source code, documentation source, and configuration files. 

“Object” form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a 
Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and 
conversions to other media types. 

“Work” shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available 
under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work 
(an example is provided in the Appendix below). 

“Derivative Works” shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or 
derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other 
modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this 
License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or 
bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof. 

“Contribution” shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and 
any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally sub-
mitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal 
Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, 
"submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor 
or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, 
source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, 
the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communica-
tion that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as 
“Not a Contribution.” 

“Contributor” shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Con-
tribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Con-
tributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, 
irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, pub-
licly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or 
Object form. 

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contrib-
utor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevo-



cable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, 
sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent 
claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) 
alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) 
was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or 
counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work 
constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You 
under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed. 

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works 
thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided 
that You meet the following conditions:

a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; 
and 

b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the 
files; and 

c. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copy-
right, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, exclud-
ing those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and 

d. If the Work includes a “NOTICE” text file as part of its distribution, then any Derivative 
Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained 
within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the 
Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distrib-
uted as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided 
along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if 
and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file 
are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own 
attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an adden-
dum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices 
cannot be construed as modifying the License. 

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or 
different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifica-
tions, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distri-
bution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution inten-
tionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and 
conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the 
above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement 
you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, 
service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and cus-
tomary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.



7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor 
provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an “AS IS” BASIS, 
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, includ-
ing, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MER-
CHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for 
determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks 
associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including neg-
ligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and 
grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for dam-
ages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any char-
acter arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including 
but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, 
or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised 
of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative 
Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, 
indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in 
accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibil-
ity, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold 
each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contrib-
utor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

) APPENDIX: How to apply the Apache License to your work

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields 
enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don’t include the 
brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. 
We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the 
same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives.

(7) SMB
Copyright 1994-2008 The FreeBSD 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 copyright notice, this list of condi-
tions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with 
the distribution.



THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE FREEBSD PROJECT “AS IS” AND ANY EXPRESS 
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRAN-
TIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DIS-
CLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FREEBSD PROJECT OR CONTRIBUTORS BE 
LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSE-
QUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTI-
TUTE 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 views and conclusions contained in the software and documentation are those of the 
authors and should not be interpreted as representing official policies, either expressed or 
implied, of the FreeBSD Project.

NetSNMP License
Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like)
Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University Derivative Work - 1996, 1998-2000
Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California All Rights Reserved
Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any pur-
pose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all 
copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting doc-
umentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be 
used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written 
permission.

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WAR-
RANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES 
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS.  IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF 
THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSE-
QUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE 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.

Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD)
Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, 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 condi-
tions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with 
the distribution.
Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contrib-
utors may be used to endorse or promote products derived from this software without spe-
cific prior written permission.



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 PARTICU-
LAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEM-
PLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCURE-
MENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABIL-
ITY, 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.

Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD)
Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
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 condi-
tions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with 
the distribution.
The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products 
derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER “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 COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY 
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAM-
AGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR 
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOW-
EVER 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.

Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD)
Copyright (c)  2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 
95054, U.S.A. All rights reserved.
Use is subject to license terms below.
This distribution may include materials developed by third parties.
Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of 
Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.
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 condi-
tions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with 
the distribution.
Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be 
used to endorse or promote products derived from this software without specific prior writ-
ten permission.

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 PARTICU-
LAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEM-
PLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCURE-
MENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABIL-
ITY, 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.

Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD)
Copyright (c) 2003-2004, Sparta, 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 condi-
tions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with 
the distribution.
Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse 
or promote products derived from this software without specific prior written permission.

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 PARTICU-
LAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEM-
PLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCURE-
MENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABIL-
ITY, 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.

Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD)
Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts 
and Telecommunications. 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 condi-
tions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with 
the distribution.
Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor 
the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from 
this software without specific prior written permission.

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 PARTICU-
LAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEM-
PLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCURE-
MENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABIL-
ITY, 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.

WPA Supplicant

Copyright © 2003-2005, Jouni Malinen <jkmaline@cc.hut.fi> and contributors
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 condi-
tions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with 
the distribution.
3. Neither the name(s) of the above-listed copyright holder(s) nor the names of its contributors 
may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior 
written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBU-
TORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FIT-
NESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE 
COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, 
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUD-
ING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SER-
VICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) 
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CON-
TRACT, 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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1Mac OS X での
使い方



プリンタードライバーの動作環境
プリンタードライバーのインストールをする前に、以下の動作環境を確認し
てください。

コンピューター 以下の CPU を搭載した Apple Macintosh：
・ PowerPC G3 以上（PowerPC G4 以上を推奨）

・ Intel プロセッサー

コンピューターと
本機の接続方法

USB 接続 (USB.2.0 (High Speed））、ネットワーク

接続（10Base-T/100Base-TX/1000Base-T）

OS Mac OS X (10.3.9/10.4/10.5/10.6)
（ 新のパッチの適用を推奨）

メモリー 128 MB 以上

ハードディスク
空き容量

256 MB 以上（イメージ展開用）

対応言語 日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語
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プリンター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をするには、コンピューター
の管理者権限が必要です。

プリンタードライバーのインストールをする前に、すべてのアプリ
ケーションを終了させてください。

プリンタードライバーのインストール

下記は、Mac OS X 10.5 を使用した場合の手順です。お使いの OS の
バージョンによっては下記の手順と操作が異なる場合があります。
実際の画面の指示にしたがって操作してください。

1 Drivers CD-ROM を CD/DVD-ROM ドライブに入れます。

2 デスクトップに表示される CD アイコンをダブルクリックし、［Mac］
フォルダー -［Printer］フォルダー内の［bizhub C25_105.pkg］をダブ
ルクリックします。

プリンタードライバーのインストーラーが起動します。

Mac OS X 10.6 をお使いの場合、［bizhub C25_106.pkg］をダブルク
リックします。

Mac OS X 10.3/10.4 をお使いの場合［bizhub C25_103104.pkg］を
ダブルクリックします。

3［続ける］をクリックします。
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4［続ける］をクリックします。

5［大切な情報］画面で、内容を確認し、［続ける］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28



6［使用許諾契約］画面で、内容を確認し、［続ける］をクリックします。

7 同意する場合は確認画面で、［同意する］をクリックします。
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8［標準インストール］画面で、［インストール］をクリックします。

9 認証情報を入力する画面で、管理者の名前とパスワードをダイアログ
ボックスに入力し、［OK］をクリックします。

インストールを開始します。
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10 インストールが完了したら［閉じる］をクリックします。

これで、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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プリンタードライバーのアンインストール
プリンタードライバーを再インストールするときなど、プリンタードライ
バーを削除する必要がある場合は、以下の手順でプリンタードライバーを削
除してください。

Mac OS X 10.3/10.4 の場合

1 削除するプリンターを選択します。
– Mac OS X 10.3 の場合：ハードディスクの［アプリケーション］ - ［ユー

ティリティ］から［プリンタ設定ユーティリティ］画面を開きます。

– Mac OS X 10.4 の場合：アップルメニューの［システム環境設定］ - 
［プリントとファクス］画面を開きます。

2 選択したプリンターを削除します。
– Mac OS X 10.3 の場合：［削除］をクリックします。

– Mac OS X 10.4 の場合：［-］をクリックします。

選択したプリンターが削除されます。

3［プリンタ設定ユーティリティ］画面、または［プリントとファクス］
画面を閉じます。

4 インストールしたハードディスクの［ライブラリ］-［Printers］-［PPDs］
-［Contents］-［Resources］内の、以下のフォルダにある、［KONICA 
MINOLTAbizhubC25PS.gz］ファイルを［ゴミ箱］へドラッグします。
– ［ja.lproj］

– ［en.lproj］
– ［zh_CN.lproj］

– ［zh_TW.lproj］

5［ライブラリ］-［Printers］内の不要なファイルを削除します。
– ［ライブラリ］-［Printers］-［KONICAMINOLTA］-［PDEs］内の

［KONICA MINOLTA bizhubC25 Color.plugin］ファイルを［ゴミ箱］
へドラッグします。

– ［ライブラリ］-［Printers］-［KONICAMINOLTA］-［filter］内の
［pstobizhubC25］ファイルを［ゴミ箱］へドラッグします。

– ［ライブラリ］-［Printers］-［KONICAMINOLTA］-［Icons］内の
［bc25ps.icns］と［KONICA MINOLTA bc25.icns］ファイルを［ゴミ
箱］へドラッグします。

– ［ライブラリ］-［Printers］-［KONICAMINOLTA］-［Profiles］内の
［bizhubC25ps.icc］ファイルを［ゴミ箱］へドラッグします。

6［ライブラリ］-［Receipts］内の［bizhub C25_103104.pkg］ファイル
をゴミ箱へドラッグします。

7 コンピューターを再起動します。

これでプリンタードライバーの削除は完了です。
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Mac OS X 10.5/10.6 の場合

1 アップルメニューから［システム環境設定］を開きます。

2［プリントとファクス］をクリックします。

3 削除するプリンター名を選択し、［－］をクリックします。

4 確認メッセージが表示されたら、以下のボタンをクリックします。

Mac OS X 10.5 の場合：［OK］

Mac OS X 10.6 の場合：［プリンタを削除］

選択したプリンターが削除されます。

5［プリントとファクス］画面を閉じます。

6 インストールしたハードディスクの［ライブラリ］-［Printers］-
［PPDs］-［Contents］-［Resources］内の［KONICA 
MINOLTAbizhubC25PS.gz］ファイルを［ゴミ箱］へドラッグします。

7［ライブラリ］-［Printers］-［KONICAMINOLTA］内の［C25］フォル
ダーを［ゴミ箱］へドラッグします。

8［ライブラリ］-［Receipts］内の以下のファイルをゴミ箱へドラッグし
ます。

Mac OS X 10.5 の場合：［bizhub C25_105.pkg］

Mac OS X 10.6 の場合：［bizhub C25_106.pkg］

9 コンピューターを再起動します。

これでプリンタードライバーの削除は完了です。
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プリンターの選択と接続（Mac OS X 10.3）

USB 接続の場合

プリントセンターで設定を行う前に、必ず操作パネルから［設定
ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［USB 設定］の設定値を［Mac］に設定して
ください。詳細については、［プリンター／コピー／スキャナー ユー
ザーズガイド］（Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル）を
ごらんください。

1 USB ケーブルで、本機とコンピューターを接続します。

2 本機の電源がオンであることを確認し、コンピューターを再起動しま
す。

3 ハードディスクから［アプリケーション］-［ユーティリティ］にある
［プリンタ設定ユーティリティ］を開きます。

4［プリンタリスト］画面で、［追加］をクリックします。
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5 ポップアップリストから［USB］を選択します。

6［製品］リストから［bizhub C25］を選択します。

［bizhub C25］が表示されないときは、本機の電源がオンになっ
ていることと、USB ケーブルの接続を確認し、コンピューター
を再起動してください。

7［プリンタの機種］ポップアップリストで、［KONICA MINOLTA］が選択
されていることを確認します。

8［機種名］リストで［KONICA MINOLTA bizhub C25 PPD］が選択されて
いることを確認します。
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9［追加］をクリックします
［プリンタリスト］画面に新しいプリンターが表示されます。

オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要
があります。詳しくは「オプションの設定」（p.74）をごらんく
ださい。
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ネットワーク接続の場合

ネットワーク接続の設定方法には、AppleTalk 設定と IP プリント設定（LPD
設定、IPP 設定、ポート 9100 設定）、Rendezvous 設定があります。

AppleTalk 設定

1 本機を Ethernet ネットワークに接続します。

2 ハードディスクから［アプリケーション］-［ユーティリティ］にある
［プリンタ設定ユーティリティ］を開きます。

3［プリンタリスト］画面で、［追加］をクリックします。

4 ポップアップリストから、［AppleTalk］を選択します。
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5［名前］リストから、［BHC25-xxxxxx］を選択します。

xxxxxx は MAC アドレスの後半 6 桁です。

6［プリンタの機種］ポップアップリストで、［KONICA MINOLTA］が選択
されていることを確認します。

7［機種名］リストで［KONICA MINOLTA bizhub C25 PPD］が選択されて
いることを確認します。
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8［追加］をクリックします。

［プリンタリスト］画面に、新しいプリンターが表示されます。

オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要
があります。詳しくは、「オプションの設定」（p.74）をごらんく
ださい。

IP プリント設定（LPD 設定／ IPP 設定／ポート 9100 設定）

1 本機を Ethernet ネットワークに接続します。

2 ハードディスクから［アプリケーション］-［ユーティリティ］にある
［プリンタ設定ユーティリティ］を開きます。

3［プリンタリスト］画面で［追加］をクリックします。
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4 ポップアップリストから［IP プリント］を選択します。

5［プリンタのタイプ］ポップアップメニューから、プロトコルを選択し
ます。

LPD 設定の場合は、［LPD/LPR］を選択します。

IPP 設定の場合は、［IPP（Internet Printing Protocol）］を選択しま
す。

ポート 9100 設定の場合は、［Socket/HP JetDirect］を選択します。
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6［プリンタのアドレス］ボックスに本機の IP アドレスを入力します。

IPP 設定の場合、［キュー名］テキストボックスに「ipp」と入力しま
す。

7［プリンタの機種］ポップアップリストで、［KONICA MINOLTA］が選択
されていることを確認します。

8［機種名］リストで［KONICA MINOLTA bizhub C25 PPD］が選択されて
いることを確認します。
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9［追加］をクリックします。
［プリンタリスト］画面に新しいプリンターが表示されます。

オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要が
あります。詳しくは「オプションの設定」（p.74）をごらんくださ
い。

Rendezvous 設定

1 本機を Ethernet ネットワークに接続します。

2 ハードディスクから［アプリケーション］-［ユーティリティ］にある
［プリンタ設定ユーティリティ］を開きます。

3［プリンタリスト］画面で、［追加］をクリックします。

4 ポップアップリストから、［Rendezvous］を選択します。
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5［名前］リストから、［KONICA MINOLTA bizhub C25(xx:xx:xx)］を選択
します。

xx:xx:xx は MAC アドレスの後半 6 桁です。

6［プリンタの機種］ポップアップリストで、［KONICA MINOLTA］が選択
されていることを確認します。

7［機種名］リストで［KONICA MINOLTA bizhub C25 PPD］が選択されて
いることを確認します。
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8［追加］をクリックします。

［プリンタリスト］画面に、新しいプリンターが表示されます。

オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要が
あります。詳しくは「オプションの設定」（p.74）をごらんくださ
い。
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プリンターの選択と接続（Mac OS X 10.4）
プリンター設定ユーティリティーで設定を行う前に、必ず操作パネ
ルから［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［USB 設定］の設定値を［Mac］
に設定してください。詳細については、［プリンター／コピー／ス
キャナー ユーザーズガイド］（Documentation CD-ROM 内の PDF マ
ニュアル）をごらんください。

USB 接続の場合

1 USB ケーブルで、本機とコンピューターを接続します。

2 アップルメニューより［システム環境設定］を選択します。

3［プリントとファクス］をクリックします。

4［プリントとファクス］画面で、［+］をクリックします。
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［プリンタブラウザ］画面に、自動検出されたプリンターが表示されま
す。
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5［プリンタブラウザ］画面の［プリンタ名］リストから［bizhub C25］
を選択します。

［bizhub C25］が表示されないときは、本機の電源がオンになっ
ていることと、USB ケーブルの接続を確認し、コンピューター
を再起動してください。

6［使用するドライバ］ポップアップリストで［KONICA MINOLTA bizhub 
C25 PPD］が選択されていることを確認します。
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7［追加］をクリックします。

［プリントとファクス］画面に新しいプリンターが表示されます。

オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要
があります。詳しくは「オプションの設定」（p.74）をごらんく
ださい。
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ネットワーク接続の場合

ネットワーク接続の設定方法には、AppleTalk 設定と Bonjour 設定、IP プリ
ント設定（IPP 設定、LPD 設定、ポート 9100 設定）があります。

AppleTalk 設定

1 本機を Ethernet ネットワークに接続します。

2 アップルメニューより［システム環境設定］を選択します。

3［プリントとファクス］をクリックします。

4［プリントとファクス］画面で、［+］をクリックします。
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［プリンタブラウザ］画面に、自動検出されたプリンターが表示されま
す。
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5［プリンタブラウザ］画面の［プリンタ名］リストから、
［BHC25-xxxxxx］を選択します。

xxxxxx は MAC アドレスの後半 6 桁です。

6［使用するドライバ］ポップアップリストで［KONICA MINOLTA bizhub 
C25 PPD］が選択されていることを確認します。
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7［追加］をクリックします。

［プリントとファクス］画面に、新しいプリンターが表示されます。

オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要が
あります。詳しくは「オプションの設定」（p.74）をごらんくださ
い。
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Bonjour 設定

1 本機を Ethernet ネットワークに接続します。

2 アップルメニューより［システム環境設定］を選択します。

3［プリントとファクス］をクリックします。

4［プリントとファクス］画面で、［+］をクリックします。
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［プリンタブラウザ］画面に、自動検出されたプリンターが表示されま
す。

5［プリンタブラウザ］画面の［プリンタ名］リストから、［KONICA 
MINOLTA bizhub C25 (xx:xx:xx)］を選択します。

xx:xx:xx は MAC アドレスの後半 6 桁です。
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6［使用するドライバ］ポップアップリストで［KONICA MINOLTA bizhub 
C25 PPD］が選択されていることを確認します。

7［追加］をクリックします。
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8 お使いの環境に合わせて、［プリンターメモリー］、［メモリーカード /
HDD］、［給紙ユニット］、［両面ユニット］を設定します。

9［続ける］をクリックします。

［プリントとファクス］画面に、新しいプリンターが表示されます。
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IP プリント設定（IPP 設定／ LPD 設定／ポート 9100 設定）

1 本機を Ethernet ネットワークに接続します。

2 アップルメニューより［システム環境設定］を選択します。

3［プリントとファクス］をクリックします。

4［プリントとファクス］画面で、［+］をクリックします。
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5［IP プリンタ］をクリックします。

6［プロトコル］ポップアップメニューから、プロトコルを選択します。

IPP 設定の場合、［IPP （Internet Printing Protocol）］を選択しま
す。

LPD 設定の場合、［LPD（Line Printer Daemon）］を選択します。
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ポート 9100 設定の場合、［Socket/HP Jet Direct］を選択します。

7［アドレス］ボックスに本機の IP アドレスを入力します。

IPP 設定の場合、［キュー］テキストボックスに［ipp］と入力し
ます。

8［使用するドライバ］ポップアップリストで［KONICA MINOLTA
bizhub C25 PPD］が選択されていることを確認します。

9［追加］をクリックします。
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10 お使いの環境に合わせて、［プリンターメモリー］、［メモリーカード /
HDD］、［給紙ユニット］、［両面ユニット］を設定します。

11［続ける］をクリックします。

［プリントとファクス］画面に新しいプリンターが表示されます。
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プリンターの選択と接続（Mac OS X 10.5/
10.6）

プリンター設定ユーティリティーで設定を行う前に、必ず操作パネ
ルから［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［USB 設定］の設定値を

［Mac］に設定してください。詳細については、［プリンター／コ
ピー／スキャナー ユーザーズガイド］（Documentation CD-ROM 内
の PDF マニュアル）をごらんください。

USB 接続の場合

1 USB ケーブルで、本機とコンピューターを接続します。

2 アップルメニューより［システム環境設定］を選択します。

3［プリントとファクス］をクリックします。

4［プリントとファクス］画面で、［＋］をクリックします。
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プリンターブラウザー画面に、自動検出されたプリンターが表示されま
す。

5［プリンタ名］リストから［KONICA MINOLTA bizhub C25］を選択しま
す。

［KONICA MINOLTA bizhub C25］が表示されないときは、本機の電
源がオンになっていることと、USB ケーブルの接続を確認し、コン
ピューターを再起動してください。

6［ドライバ］ポップアップリストで［KONICA MINOLTA bizhub C25 
PPD］が選択されていることを確認します。
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7［追加］をクリックします。

8 お使いの環境に合わせて、［プリンターメモリー］、［メモリーカード /
HDD］、［給紙ユニット］、［両面ユニット］を設定します。

9［続ける］をクリックします。

［プリントとファクス］画面が表示されます。
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ネットワーク接続の場合

ネットワーク接続の設定方法には、AppleTalk 設定と Bonjour 設定、IP プリ
ント設定（IPP 設定、LPD 設定、ポート 9100 設定）があります。

AppleTalk 設定

Mac OS X 10.6 は AppleTalk 接続に対応していません。

1 本機を Ethernet ネットワークに接続します。

2 アップルメニューより［システム環境設定］を選択します。

3［プリントとファクス］をクリックします。

4［プリントとファクス］画面で、［＋］をクリックします。

プリンターブラウザー画面に、自動検出されたプリンターが表示されま
す。
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5［プリンタ名］リストから、［BHC25-xxxxxx］を選択します。

xxxxxx は MAC アドレスの後半 6 桁です。

6［ドライバ］ポップアップリストで［KONICA MINOLTA bizhub C25 
PPD］が選択されていることを確認します。

7［追加］をクリックします。

8 お使いの環境に合わせて、［プリンターメモリー］、［メモリーカード /
HDD］、［給紙ユニット］、［両面ユニット］を設定します。
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9［続ける］をクリックします。

［プリントとファクス］画面に、新しいプリンターが表示されます。
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Bonjour 設定

1 本機を Ethernet ネットワークに接続します。

2 アップルメニューより［システム環境設定］を選択します。

3［プリントとファクス］をクリックします。

4［プリントとファクス］画面で、［＋］をクリックします。

プリンターブラウザー画面に、自動検出されたプリンターが表示されま
す。
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5［プリンタ名］リストから［KONICA MINOLTA bizhub C25 (xx:xx:xx)］
を選択します。

“xx:xx:xx”は MAC アドレスの後半 6 桁です。

6［ドライバ］ポップアップリストで［KONICA MINOLTA bizhub C25 
PPD］が選択されていることを確認します。

7［追加］をクリックします。
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8 お使いの環境に合わせて、［プリンターメモリー］、［メモリーカード /
HDD］、［給紙ユニット］、［両面ユニット］を設定します。

9［続ける］をクリックします。

［プリントとファクス］画面が表示されます。
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IP プリント設定（IPP 設定／ LPD 設定／ポート 9100 設定）

1 本機を Ethernet ネットワークに接続します。

2 アップルメニューより［システム環境設定］を選択します。

3［プリントとファクス］をクリックします。

4［プリントとファクス］画面で、［＋］をクリックします。

5［IP］をクリックします。
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6［プロトコル］ポップアップメニューから、プロトコルを選択します。

－ IPP 設定の場合、［IPP（Internet Printing Protocol）］を選択しま
す。

－ LPD 設定の場合、［LPD（Line Printer Daemon）］を選択します。

－ ポート 9100 設定の場合、［HP Jedirect - Socket］を選択します。

7［アドレス］ボックスに本機の IP アドレスを入力します。

－ IPP 設定の場合、［キュー］テキストボックスに「ipp」と入力し
ます。
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8［ドライバ］ポップアップリストで［KONICA MINOLTA bizhub C25 
PPD］が選択されていることを確認します。

9［追加］をクリックします。

10 お使いの環境に合わせて、［プリンターメモリー］、［メモリーカード /
HDD］、［給紙ユニット］、［両面ユニット］を設定します。

11［続ける］をクリックします。
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［プリントとファクス］画面が表示されます。
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オプションの設定

Mac OS X 10.3 の場合

1 ハードディスクから［アプリケーション］-［ユーティリティ］にある
［プリンタ設定ユーティリティ］を開きます。

2［プリンタリスト］画面で本機を選択し、［情報を見る］をクリックしま
す。

3 ポップアップメニューから［インストール可能なオプション］を選択し
ます。
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4 お使いの環境に合わせて、［プリンターメモリー］、［メモリーカード /
HDD］、［給紙ユニット］、［両面ユニット］を設定し、［変更を適用］を
クリックします。

5［プリンタ情報］画面を閉じます。
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Mac OS X 10.4 の場合

1 アップルメニューより［システム環境設定］を選択します。

2［プリントとファクス］をクリックします。

3 プリンターリストから本機を選択し、［プリンタ設定］をクリックしま
す。
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4 ポップアップメニューから［インストール可能なオプション］を選択し
ます。

5 お使いの環境に合わせて、［プリンターメモリー］、［メモリーカード /
HDD］、［給紙ユニット］、［両面ユニット］を設定し、［変更を適用］を
クリックします。

6［プリンタ情報］画面を閉じます。

7［プリントとファクス］画面を閉じます。
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Mac OS X 10.5/10.6 の場合

1 アップルメニューより［システム環境設定］を選択します。

2［プリントとファクス］をクリックします。

3 プリンターリストから本機を選択し、［オプションとサプライ］をク
リックします。

4［ドライバ］を選択します。
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5 お使いの環境に合わせて、［プリンターメモリー］、［メモリーカード /
HDD］、［給紙ユニット］、［両面ユニット］を設定し、［OK］をクリック
します。

6［プリントとファクス］画面を閉じます。
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ページ設定画面の設定
アプリケーションソフトウェアで［ファイル］メニューから［ページ
設定 ...］を選択したときに表示されます。

1［ファイル］メニューから［ページ設定 ...］を選択します。

ページ設定画面が表示されます。

2［対象プリンタ］ポップアップメニューから本機を選択します。

ページ設定画面の［設定］ポップアップメニューで表示される各メニューで
は、以下のような設定を行うことができます。

設定 設定内容

［ページ属性］ 用紙サイズ、印刷方向、拡大縮小の設定を行
います。

［デフォルトとして保存］ 変更した設定を初期値として保存します。
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［ページ属性］メニュー

［ページ属性］画面では、用紙サイズ、印刷方向、拡大縮小の設定を行うこ
とができます。

［用紙サイズ］

用紙サイズをポップアップメニューから選択します。

［方向］

印刷方向を選択します。

［拡大縮小］

拡大縮小して印刷する場合は、拡大縮小の比率を入力します
（25 ～ 400%）。

どの用紙サイズの場合も、用紙の端から内 4.2 mm までの範囲は印刷
できません。
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カスタムページサイズの設定

［カスタムページサイズ］画面では、カスタム用紙サイズの設定を行うこと
ができます。

1［ページ属性］画面（前ページ）の［用紙サイズ］ポップアップメ
ニューから［カスタムサイズを管理］を選択します。
［カスタム・ページ・サイズ］画面が表示されます。

［＋］

新しくカスタム用紙サイズを作成するときにクリックします。

［－］

選択しているカスタム用紙サイズを削除するときにクリックします。

［複製］

すでにあるカスタム用紙サイズを複製して新しくカスタム用紙サイズを
作成するときにクリックします。

［ページサイズ］

幅と高さのサイズを入力して、カスタム用紙サイズを設定します。

本機で設定できる数値は、以下のとおりです。

［幅］： 9.2 cm ～ 21.6 cm

［高さ］： 14.8 cm ～ 35.6 cm

［プリンタの余白］

ページの上下左右のプリントされない領域（マージン）の値を設定しま
す。

2 設定を終えたら、［OK］をクリックします。

どの用紙サイズの場合も、用紙の端から内 4.2 mm までの範囲は印刷
できません。
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プリント画面の設定（Mac OS X 10.4）
ここでは、アプリケーションソフトウェアで［ファイル］メニューから［プ
リント ...］または［印刷 ...］を選択したときに表示されるプリント画面に
ついて説明します。

1［ファイル］メニューから［プリント ...］または［印刷 ...］を選択しま
す。

プリント画面が表示されます。

2［プリンタ］ポップアップメニューから本機を選択します。

プリント画面のポップアップメニューでは、以下のような設定を行うこ
とができます。

プリント設定のメニュー

メニュー 設定内容

［印刷部数と印刷ページ］ 印刷するページや部数を設定します。

［レイアウト］ 印刷時のページレイアウトや、両面印刷の設
定をします。

［スケジューラ］ ジョブを印刷するタイミングや優先順位を設
定します。

［用紙処理］ 印刷するページの順番や、印刷するページを
設定します。

［ColorSync］ ColorSync の設定をします。

［表紙］ 表紙の設定を行います。

［エラー処理］ エラーの出力方法を指定します。
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同時に設定できない機能などを指定しても、警告メッセージは表示
されません。

共通のボタン

［?］（ヘルプボタン）

プリント画面のヘルプを表示します。

［PDF］

PDF メニューを表示したいときに、このボタンをクリックします。ペー
ジ出力を PDF ファイルとして保存したり、PDF をファクス送信したり
できます。

［プレビュー］

印刷を行う前に印刷イメージを確認したいときに、このボタンをクリッ
クします。

［キャンセル］

変更した設定を無効（キャンセル）にして、画面を閉じます。

［プリント］

変更した設定を有効にして、印刷を行います。

［給紙］ 給紙方法を設定します。

［カラーオプション］ カラー印刷の設定を行います。

［プリンタの機能］ 用紙種類とソートの設定を行います。

［サプライのレベル］ 消耗品の状態を表示します。

［一覧］ 現在の印刷設定を確認することができます。

メニュー 設定内容
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［印刷部数と印刷ページ］メニュー

［印刷部数と印刷ページ］画面では、印刷するページや部数の設定を行いま
す。

［部数］

印刷部数を設定します。［丁合い］にチェックをつけると、丁合い機能
が働き、文書全体が 1 部ずつまとまって印刷されます。

例えば部数を「5」にして［丁合い］にチェックをつけると、文書の
初のページから 後のページまでが 5 回印刷されます。

丁合い機能を使用する場合は、プリンターにオプションのハード
ディスクキット HD-P03 またはコンパクトフラッシュカードが装
着されている必要があります。
アプリケーションが独自に丁合い機能を提供している場合は、ア
プリケーション側の機能が優先され、プリンタードライバー側の
機能は無視されます。

［ページ］

［すべて］： 全ページを印刷します。

［開始］［終了］： 印刷するページを指定します。
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［レイアウト］メニュー

［レイアウト］画面では、印刷時のページレイアウトや、両面印刷に関する
設定を行います。

［ページ数／枚］

1 枚の用紙に印刷するページ数を選択します。例えば［2］を選択する
と、1 枚の用紙に 2 ページ分が印刷されます。

［レイアウト方向］

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ます。

［境界線］

1 枚の用紙に複数ページ印刷する際、各ページの周りに境界線を印刷す
る場合は、ポップアップメニューから境界線の種類を選択します。

［両面］

両面印刷に関する設定を行います。

［切］： 両面印刷を行いません。

［長辺とじ］： 長辺とじで両面印刷を行います。

［短辺とじ］： 短辺とじで両面印刷を行います。
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［スケジューラ］メニュー

［スケジューラ］画面では、ジョブを印刷するタイミングと優先順位の設定
を行います。

［書類をプリント］

［今すぐプリント］：すぐに印刷を開始します。

［後でプリント］：印刷を開始する時刻を指定します。

［保留］： プリントジョブを保留します。

［優先順位］

保留しているジョブを印刷する時の優先順位を設定します。
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［用紙処理］メニュー

［用紙処理］画面では、印刷するページの順番や、印刷するページの設定を
行います。

［ページの順序］

［自動］：　文書のページ順序で印刷するときに選択します。

［通常］：　通常のページ順序で印刷するときに選択します。

［逆送り］：印刷するページの順番を逆にして印刷するときに選択しま
す。

［プリント］

［すべてのページ］：全てのページを印刷します。

［奇数ページ］：000 奇数ページのみ印刷します。

［偶数ページ］：000 偶数ページのみ印刷します。

［出力用紙サイズ］

［使用する出力用紙サイズ］：ソフトウェアが作成した書類のサイズを使
用するときに選択します。

［用紙サイズに合わせる］：書類の用紙サイズを、本機で使用されている
用紙サイズに合わせるときに選択します。

本機で使用されている用紙サイズを指定します。

［縮小のみ］：出力サイズを縮小するときに選択します。
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［ColorSync］メニュー

［カラー変換］

コンピューターでカラーマッチングを行うか、本機でカラーマッチング
を行うかを選択します。

［Quartz フィルタ］

Quartz フィルタを選択します。

［表紙］メニュー

［表紙をプリント］

書類の前か、書類の後に表紙を印刷できます。

［表紙のタイプ］

表紙の種類を選択します。

［課金情報］

表紙に印刷される課金情報を設定します。
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［エラー処理］メニュー

［PostScript エラー］

PostScript エラーを出力するかどうかを選択します。

［トレイの切り替え］

このプリンタードライバーでは使用しません。
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［給紙］メニュー

［給紙］画面では、給紙方法の設定を行います。

［全体］

すべてのページで使用する給紙トレイを選択します。

［先頭ページのみ］

初のページと残りのページで別の給紙トレイを使用する場合に選択
し、 初のページで使用する給紙トレイを選択します。

［残りのページ］

初のページと残りのページで別の給紙トレイを使用する場合に選択
し、 初のページ以外で使用する給紙トレイを選択します。

オプションの給紙ユニットを装着している場合は、あらかじめ「オ
プションの設定」（p.74）で［給紙ユニット］を選択しておいてくだ
さい。
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［カラーオプション］メニュー

［クイックカラー］

カラー設定を選択します。

［明度］

明るさを選択します。

［グレースケール］

この項目をチェックすると、カラー部分をグレースケールで印刷しま
す。

［色分解］

この項目をチェックすると、色分解を行って印刷します。

［エコノミー印刷］

トナーを節約する印刷を行うかどうかを選択します。

［エッジ強度］

エッジ強度を選択します。

［自動トラッピング］

絵柄の周囲に白い隙間が出ないように、隣り合う色を重ねて印刷しま
す。
プリント画面の設定（Mac OS X 10.4）92



［ブラックオーバープリント］

黒文字や図形の周囲に、白い隙間が出ないように、隣り合う色に黒を重
ねて印刷します。

［カラー詳細設定］

クリックすると、カラー詳細設定ページを表示します。

［クイックカラー］を［カスタム］に設定している場合に有効です。

［カラー詳細設定］／［イメージ］

［RGB カラー］

イメージの RGB ソースプロファイルを選択します。

［RGB 色変換］

イメージの RGB カラー特性を選択します。

［RGB グレー再現］

RGB イメージの黒色とグレーの再現方法を選択します。

［出力プロファイル］

印刷に使用する出力プロファイルを選択します。

［スクリーン］

イメージの中間色の再現性を選択します。
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［エッジ強調］

エッジ強調を行うかどうかを選択します。

［プロファイルの管理］

カラープロファイルの管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、
出力プロファイル、 シミュレーションプロファイルにカラープロファイ
ルを追加、削除することができます。

［ダウンロードマネージャー］

ダウンロードマネージャーを起動します。

ダウンロードマネージャーを起動するには、アプリケーションフォ
ルダーに［Download Manager bizhub C25］フォルダーを新規作成
し、Applications CD-ROM に収録されるダウンロードマネージャー
プログラムを［Download Manager bizhub C25］フォルダーにコ
ピーします。

［詳細設定を隠す］

［カラー詳細設定］ページを隠し、［カラーオプション］ページを表示し
ます。

［カラー詳細設定］／［テキスト］

［RGB カラー］

テキストの RGB ソースプロファイルを選択します。
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［RGB 色変換］

テキストの RGB カラー特性を選択します。

［RGB グレー再現］

RGB のテキストデータの黒色とグレーの再現方法を選択します。

［出力プロファイル］

印刷に使用する出力プロファイルを選択します。

［スクリーン］

テキストの中間色の再現性を選択します。

［エッジ強調］

エッジ強調を行うかどうかを選択します。

［プロファイルの管理］

カラープロファイルの管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、
出力プロファイル、 シミュレーションプロファイルにカラープロファイ
ルを追加、削除することができます。

［ダウンロードマネージャー］

ダウンロードマネージャーを起動します。

ダウンロードマネージャーを起動するには、アプリケーション
フォルダーに［Download Manager bizhub C25］フォルダーを新
規作成し、Applications CD-ROM に収録されるダウンロードマ
ネージャープログラムを［Download Manager bizhub C25］フォ
ルダーにコピーします。

［詳細設定を隠す］

［カラー詳細設定］ページを隠し、［カラーオプション］ページを表示し
ます。
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［カラー詳細設定］／［グラフィックス］

［RGB カラー］

グラフィックスの RGB ソースプロファイルを選択します。

［RGB 色変換］

グラフィックスの RGB カラー特性を選択します。

［RGB グレー再現］

RGB のグラフィックスの黒色とグレーの再現方法を選択します。

［出力プロファイル］

印刷に使用する出力プロファイルを選択します。

［スクリーン］

グラフィックスの中間色の再現性を選択します。

［エッジ強調］

エッジ強調を行うかどうかを選択します。

［プロファイルの管理］

カラープロファイルの管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、
出力プロファイル、 シミュレーションプロファイルにカラープロファイ
ルを追加、削除することができます。
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［ダウンロードマネージャー］

ダウンロードマネージャーを起動します。

ダウンロードマネージャーを起動するには、アプリケーション
フォルダーに［Download Manager bizhub C25］フォルダーを新
規作成し、Applications CD-ROM に収録されるダウンロードマ
ネージャープログラムを［Download Manager bizhub C25］フォ
ルダーにコピーします。

［詳細設定を隠す］

［カラー詳細設定］ページを隠し、［カラーオプション］ページを表示し
ます。

［カラー詳細設定］／［シミュレーション］

［ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ］

RGB カラープロファイルを選択します。

［用紙下地色にあわせる］

下地色を印刷するかどうかを選択します。

［CMYK グレー再現］

プリントジョブ内の中間色を印刷する方法を選択します。
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［プロファイルの管理］

カラープロファイルの管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、
出力プロファイル、 シミュレーションプロファイルにカラープロファイ
ルを追加、削除することができます。

［ダウンロードマネージャー］

ダウンロードマネージャーを起動します。

ダウンロードマネージャーを起動するには、アプリケーション
フォルダーに［Download Manager bizhub C25］フォルダーを新
規作成し、Applications CD-ROM に収録されるダウンロードマ
ネージャープログラムを［Download Manager bizhub C25］フォ
ルダーにコピーします。

［詳細設定を隠す］

［カラー詳細設定］ページを隠し、［カラーオプション］ページを表示し
ます。

［プリンタの機能］メニュー

［近似サイズに拡大縮小］

トレイにある用紙サイズがページサイズに合わない場合、自動的にペー
ジを縮小もしくは拡大して、適切な用紙を選択します。

［印刷済み用紙の裏に印刷］

用紙の裏面に印刷するときは、この項目を設定します。

［用紙種類］

用紙の種類を選択します。
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［ソート］

部単位で印刷を行うかどうかを選択します。

ソート機能を使用する場合は、プリンターにオプションのハードディス
クキット HD-P03 またはコンパクトフラッシュカードが装着されている
必要があります。

［両面］

両面印刷に関する設定を行います。

［サプライのレベル］メニュー

［サプライのレベル］画面では、現在の消耗品の状態を確認することができ
ます。

サプライのレベルメニューは、Mac OS X 10.4 で Bonjour 接続、IPP 接
続、LPD 接続された場合に表示されます。

サプライのレベルメニューは、お使いのアプリケーションによって
は表示されない場合があります。
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［一覧］メニュー

［一覧］画面では、現在のプリント設定を確認することができます。
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プリント画面の設定（Mac OS X 10.5/10.6）
ここではアプリケーションソフトウェアで［ファイル］メニューから［プリ
ント ...］または［印刷 ...］を選択したときに表示されるプリント画面につ
いて説明します。

1［ファイル］メニューから［プリント ...］または［印刷 ...］を選択しま
す。

プリント画面が表示されます。

2［プリンタ］ポップアップメニューから本機を選択します。

プリント画面のポップアップメニューでは、以下のような設定を行うこ
とができます。

プリント設定のメニュー

メニュー 設定内容

［レイアウト］ 印刷時のページレイアウトや、両面印刷の設
定をします。

［カラー・マッチング］ カラーマッチングの方法を設定します。

［用紙処理］ 印刷するページの順番や、印刷するページを
設定します。

［給紙］ 給紙方法を設定します。

［表紙］ 表紙の設定をします。
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同時に設定できない機能などを指定しても、警告メッセージは表示
されません。

共通のボタン

［?］（ヘルプボタン）

プリント画面のヘルプを表示します。

［PDF］

PDF メニューを表示したいときに、このボタンをクリックします。ペー
ジ出力を PDF ファイルとして保存したり、PDF をファクス送信したり
できます。

［キャンセル］

変更した設定を無効（キャンセル）にして、画面を閉じます。

［プリント］

変更した設定を有効にして、印刷を行います。

［部数］

印刷部数を設定します。［丁合い］にチェックをつけると、丁合い機能
が働き、文書全体が 1 部ずつまとまって印刷されます。

例えば部数を「5」にして［丁合い］にチェックをつけると、文書の
初のページから 後のページまでが 5 回印刷されます。

［両面］にチェックをつけると、文書を紙の両側に印刷します。

［ページ］

［すべて］： すべてのページを印刷します。

［開始］［終了］： 印刷するページを指定します。

［用紙サイズ］

用紙サイズをポップアップメニューから選択します。

［方向］

印刷方向を選択します。

［スケジューラ］ ジョブを印刷するタイミングや優先順位を設
定します。

［カラーオプション］ カラー印刷の設定を行います。

［プリンタの機能］ 用紙種類とソートの設定を行います。

［サプライのレベル］ 消耗品の状態を表示します。

［一覧］ 現在の印刷設定を確認することができます。

メニュー 設定内容
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［レイアウト］メニュー

［レイアウト］画面では、印刷時のページレイアウトや、両面印刷に関する
設定を行います。

［ページ数／枚］

1 枚の用紙に印刷するページ数を選択します。例えば［2］を選択する
と、1 枚の用紙に 2 ページ分が印刷されます。

［レイアウト方向］

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ます。

［境界線］

1 枚の用紙に複数ページ印刷する際、各ページの周りに境界線を印刷す
る場合は、ポップアップメニューから境界線の種類を選択します。

［両面］

両面印刷に関する設定を行います。

［切］： 両面印刷を行いません。

［長辺とじ］： 長辺とじで両面印刷を行います。

［短辺とじ］： 短辺とじで両面印刷を行います。

［ページの方向を反転］

印刷する方向を上下反転させます。

［左右反転］（OS X 10.6 のみ）

左右反転して印刷するかどうか指定します。
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［カラー・マッチング］メニュー

［カラー・マッチング］

［ColorSync］：aaaaa コンピューターでカラーマッチングを行います。

［プリンタのカラー］：本機でカラーマッチングを行います。

［プロファイル］

カラーマッチングを行うためのプロファイルを選択します。
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［用紙処理］メニュー

［用紙処理］画面では、印刷するページの順番や、印刷するページの設定を
行います。

［プリントするページ］

［すべてのページ］： すべてのページを印刷します。

［奇数ページのみ］： 奇数ページのみ印刷します。

［偶数ページのみ］： 偶数ページのみ印刷します。

［出力用紙サイズ］

ソフトウェアが作成した書類のサイズを使用するときに選択します。

［用紙サイズに合わせる］：書類の用紙サイズを、本機で使用されている
　用紙サイズに合わせるときに選択します。本
　機で使用されている用紙サイズを指定します。

［縮小のみ］： 　印刷サイズを縮小する場合に選択してくださ
　い。

［ページの順序］

［自動］： 文書のページ順序で印刷するときに選択します。

［通常］： 通常のページ順序で印刷するときに選択します。

［逆送り］：印刷するページの順番を逆にして印刷するときに選択します。
プリント画面の設定（Mac OS X 10.5/10.6） 105



［給紙］メニュー

［給紙］画面では、給紙方法の設定を行います。

［全体］

すべてのページで使用する給紙トレイを選択します。

［先頭ページのみ］

初のページと残りのページで別の給紙トレイを使用する場合に選択
し、 初のページで使用する給紙トレイを選択します。

［残りのページ］

初のページと残りのページで別の給紙トレイを使用する場合に選択
し、 初のページ以外で使用する給紙トレイを選択します。

オプションの給紙ユニットを装着している場合は、あらかじめ「オ
プションの設定」（p.74）で［給紙ユニット］を選択しておいてくだ
さい。
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［表紙］メニュー

［表紙をプリント］

書類の前か、書類の後に表紙を印刷できます。

［表紙のタイプ］

表紙の種類を選択します。

［課金情報］

表紙に印刷される課金情報を設定します。
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［スケジューラ］メニュー

［スケジューラ］画面では、ジョブを印刷するタイミングと優先順位の設定
を行います。

［書類をプリント］

［今すぐプリント］：すぐに印刷を開始します。

［後でプリント］：　印刷を開始する時刻を指定します。

［保留］： 　プリントジョブを保留します。

［優先順位］

保留しているジョブを印刷する時の優先順位を設定します。
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［カラーオプション］メニュー

［クイックカラー］

クイックカラーを選択します。

［明度］

明るさを選択します。

［グレースケール］

この項目にチェックをつけると、カラー部分をグレースケールで印刷し
ます。

［色分解］

この項目をチェックすると、色分解を行って印刷します。

［エコノミー印刷］

トナーを節約する印刷を行うかどうかを選択します。

［エッジ強度］

エッジ強度を選択します。

［自動トラッピング］

絵柄の周囲に白い隙間が出ないように、隣り合う色を重ねて印刷しま
す。

［ブラックオーバープリント］

黒文字や図形の周囲に、白い隙間が出ないように、隣り合う色に黒を重
ねて印刷します。
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［カラー詳細設定］

クリックすると、カラー詳細設定ページを表示します。

［クイックカラー］を［カスタム］に設定している場合に有効で
す。

［カラー詳細設定］／［イメージ］

［RGB カラー］

イメージの RGB ソースプロファイルを選択します。

［RGB 色変換］

イメージの RGB カラー特性を選択します。

［RGB グレー再現］

RGB イメージの黒色とグレーの再現方法を選択します。

［出力プロファイル］

印刷に使用する出力プロファイルを選択します。

［スクリーン］

イメージの中間色の再現性を選択します。

［エッジ強調］

エッジ強調を行うかどうかを選択します。
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［プロファイルの管理］

カラープロファイルの管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、
出力プロファイル、シミュレーションプロファイルにカラープロファイ
ルを追加、削除することができます。

［詳細設定を隠す］

［カラー詳細設定］ページを隠し、［カラーオプション］ページを表示し
ます。

［カラー詳細設定］／［テキスト］

［RGB カラー］

テキストの RGB ソースプロファイルを選択します。

［RGB 色変換］

テキストの RGB カラー特性を選択します。

［RGB グレー再現］

RGB テキストの黒色とグレーの再現方法を選択します。

［出力プロファイル］

印刷に使用する出力プロファイルを選択します。

［スクリーン］

テキストの中間色の再現性を選択します。

［エッジ強調］

エッジ強調を行うかどうかを選択します。
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［プロファイルの管理］

カラープロファイルの管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、
出力プロファイル、シミュレーションプロファイルにカラープロファイ
ルを追加、削除することができます。

［詳細設定を隠す］

［カラー詳細設定］ページを隠し、［カラーオプション］ページを表示し
ます。

［カラー詳細設定］／［グラフィックス］

［RGB カラー］

グラフィックスの RGB ソースプロファイルを選択します。

［RGB 色変換］

グラフィックスの RGB カラー特性を選択します。

［RGB グレー再現］

RGB グラフィックスの黒色とグレーの再現方法を選択します。

［出力プロファイル］

印刷に使用する出力プロファイルを選択します。

［スクリーン］

グラフィックスの中間色の再現性を選択します。

［エッジ強調］

エッジ強調を行うかどうかを選択します。
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［プロファイルの管理］

カラープロファイルの管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、
出力プロファイル、シミュレーションプロファイルにカラープロファイ
ルを追加、削除することができます。

［詳細設定を隠す］

［カラー詳細設定］ページを隠し、［カラーオプション］ページを表示し
ます。

［カラー詳細設定］／［シミュレーション］

［ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ］

RGB カラープロファイルを選択します。

［用紙下地色にあわせる］

下地色を印刷するかどうかを選択します。

［CMYK グレー再現］

プリントジョブ内の中間色を印刷する方法を選択します。

［プロファイルの管理］

カラープロファイルの管理を行います。カラー詳細設定の RGB カラー、
出力プロファイル、シミュレーションプロファイルにカラープロファイ
ルを追加、削除することができます。
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［詳細設定を隠す］

［カラー詳細設定］ページを隠し、［カラーオプション］ページを表示し
ます。

［プリンタの機能］メニュー

［近似サイズに拡大縮小］

トレイにある用紙サイズがページサイズに合わない場合、自動的にペー
ジを縮小もしくは拡大して、適切な用紙を選択します。

［印刷済み用紙の裏に印刷］

用紙の裏面に印刷するときは、この項目を設定します。

［用紙種類］

用紙の種類を選択します。

［ソート］

部単位で印刷を行うかどうかを選択します。

ソート機能を使用する場合は、プリンターにオプションのハード
ディスクキット HD-P03 またはコンパクトフラッシュカードが装着
されている必要があります。
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［サプライのレベル］メニュー

［サプライのレベル］の画面では、現在の消耗品の状態を確認することがで
きます。

［サプライのレベル］メニューは、Mac OS X 10.5/10.6 で Bonjour 接
続、IPP 接続、LPD 接続された場合に表示されます。

［サプライのレベル］メニューは、お使いのアプリケーションによっ
ては表示されない場合があります。

［一覧］メニュー

［一覧］画面では、現在のプリント設定を確認することができます。
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カラープロファイルの設定方法
ダウンロードマネージャーを使用し、カラープロファイルを本機のハード
ディスクまたはコンパクトフラッシュカードに保存します。

カラープロファイルをプリンタードライバーに追加することで、さまざまな
カラープロファイルを指定し、印刷することができます。

以下は、Mac OS X 10.5 のカラープロファイルの設定方法について記
載します。

事前準備

プリンタードライバーをインストールし、プリンター設定ユーティリ
ティーよりプリンターを追加します。
プリンターの追加のしかたについて詳しくは、「プリンターの選択と接
続（Mac OS X 10.5/10.6）」（p.61）をごらんください。

ダウンロードマネージャーをインストールします。

ダウンロードマネージャーを起動するには、アプリケーションフォ
ルダーに［Download Manager bizhub C25］フォルダーを新規作成
し、Applications CD-ROM に収録されるダウンロードマネージャー
プログラムを［Download Manager bizhub C25］フォルダーにコ
ピーします。

ダウンロードマネージャーの使用方法

ダウンロードマネージャーの使い方について詳しくは、ダウンロー
ドマネージャーの［ヘルプ］をごらんください。

1 ダウンロードマネージャーを起動します。
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2 ダウンロードマネージャー画面より、［カラープロファイル］を選択し
ます。

続いて事前準備で追加したプリンターを［プリンタの選択］リストより
選択します。

3［ダウンロード］をクリックし、［ダウンロード先］として［ディスク］
を選択します。
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4［参照］をクリックし、ダウンロードするカラープロファイルを指定し
ます。

カラープロファイルのファイル名称は「ファイル名 =ASCII（8 文字以
下）＋拡張子 ASCII（3 文字以下）」の形式をご使用ください。

5［プロファイルのダウンロード］をクリックします。

カラープロファイルを本機のハードディスクまたはコンパクトフラッ
シュカードにダウンロードします。

6［OK］をクリックします。

7［終了］をクリックします。

次はプリンタードライバーの設定について記載します。
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プリンタードライバーの設定

プリンタードライバーにカラープロファイルを追加します。

1 アプリケーションのプリント画面を開きます。

2［カラーオプション］メニューを選択します。

3［クイックカラー］で［カスタム］を選択し、［カラー詳細設定］をク
リックします。
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4［プロファイルの管理］をクリックします。

5 ドライバープロファイルリストから［シミュレーション］を選択しま
す。
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6 リストより使用するカラープロファイルを選択し、［追加］をクリック
します。

7［OK］をクリックします。
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8［シミュレーション］タブをクリックします。

9［ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ］よりカラープロファイルを選択し、［プリント］を
クリックします。
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スキャナードライバーの動作環境
スキャナードライバーのインストールをする前に、以下の動作環境を確認し
てください。

コンピューター 以下の CPU を搭載した Apple Macintosh：
- PowerPC G3 以上（PowerPC G4 以上を推奨）

- Intel プロセッサー

コンピューターと
本機の接続方法

ネットワーク接続（10 Base-T/100 Base-TX/1000 
Base-T）

OS Mac OS X (10.3.9/10.4/10.5/10.6)

メモリー 128 MB 以上

ハードディスク
空き容量

256 MB 以上

対応言語 日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語
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スキャナードライバーのインストール
スキャナードライバーのインストールをするには、コンピューター
の管理者権限が必要です。

スキャナードライバーのインストールをする前に、すべてのアプリ
ケーションを終了させてください。

以降の説明では、スキャナードライバーを TWAIN ドライバーと表現
することがあります。

スキャナードライバーのインストール

下記は、Mac OS X 10.5 を使用した場合の手順です。お使いの OS の
バージョンによっては下記の手順と操作が異なる場合があります。
実際の画面の指示にしたがって操作してください。

1 Drivers CD-ROM を CD/DVD-ROM ドライブに入れます。

2 デスクトップに表示される CD アイコンをダブルクリックし、［Mac］
フォルダー -［Scanner］フォルダー内の［KONICA MINOLTA bizhub 
C25 Scanner.pkg］をダブルクリックします。

スキャナードライバーのインストーラーが起動します。

3［続ける］をクリックします。
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4［続ける］をクリックします。

5［使用許諾契約］画面で、内容を確認し、［続ける］をクリックします。
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6 同意する場合は、確認画面で、［同意する］をクリックします。

7［標準インストール］画面で［インストール］をクリックします。

8 認証情報を入力する画面で、管理者の名前とパスワードをダイアログ
ボックスに入力し、［OK］をクリックします。

インストールを開始します。
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9 インストールが完了したら［閉じる］をクリックします。

これで、スキャナードライバーのインストールが完了しました。
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TWAIN ドライバ－からスキャンする
TWAIN ドライバーをご使用になる前に、本機とコンピューターを USB ケー
ブルまたはネットワークで接続し、コンピューターに TWAIN ドライバーを
インストールする必要があります。

TWAIN 対応のアプリケーションソフトウェアから、スキャナーの設定と操
作を行うことができます。

Mac OS X 10.3/10.6 でネットワーク接続の場合、OS 標準のイメージ
キャプチャより TWAIN ドライバーを使用（起動）することはできま
せん。

基本スキャン

ここでは、Adobe Photoshop からスキャンする手順について説明します。

1 原稿を ADF または原稿ガラスにセットします。

2 Adobe Photoshop を起動します。

3［ファイル］メニューから［読み込み］を選択し、スキャナードライ
バーを起動します。
– ネットワーク接続の場合、［KONICA MINOLTA bizhub C25 Network］

を選択し、画面の指示にしたがってネットワークスキャナーを選択
します。

– ネットワークスキャンについて詳しくは、「Network Utility について」
（p.128）も合わせてご覧ください。

– USB 接続の場合、［KONICA MINOLTA bizhub C25］を選択します。

4 必要に応じてスキャナードライバーの設定を行います。

5 スキャナードライバーの［スキャン］ボタンをクリックします。

Network Utility について

ネットワークに接続されているデバイスを使用する際の IP アドレスを設定
するためのユーティリティーです。

下記は、Adobe Photoshop を使用した手順について説明しています。お使
いのアプリケーションによっては操作方法が異なりますので、お使いのアプ
リケーションマニュアルをご覧ください。
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1 TWAIN 対応アプリケーションを起動後、［KONICA MINOLTA bizhub C25 
Network］を選択します。

2 下記の確認画面が表示された場合は、［OK］をクリックします。

［今後、このメッセージを表示しない］ボックスにチェックを入
れると、次回［KONICA MINOLTA bizhub C25 Network］起動時
には表示されません。
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3 デバイスとのネットワーク接続を確立できなかった場合は、下記の画面
が表示されます。
［スキャナー選択］をクリックすると、Network Utility を起動します。
［キャンセル］をクリックすると、Network Utility を起動せずに TWAIN
ドライバーを終了します。

4 Network Utility を起動すると自動的にネットワーク上のデバイスを検索
し、［接続中のデバイスから IP アドレスを選択］リストにデバイスが表
示されます。
［OK］をクリックすると、デバイスの IP アドレスを確定して Network 
Utility を終了します。
［キャンセル］をクリックすると、デバイスの IP アドレスを確定せずに
Network Utility を終了します。

［IP アドレスを指定］ボタンを選択すると、直接デバイスの IP ア
ドレスを指定することができます。IP アドレスとして入力できる
文字は、「123456789.」です。
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ハードディスクの［ライブラリ］-［Application Support］- 
［KONICA MINOLTA］ - ［bizhub C25］フォルダー内の［KONICA 
MINOLTA bizhub C25 Network Utility.app］をダブルクリックする
と、直接 Network Utility を起動することができます。

5 再度 TWAIN 対応アプリケーションより［KONICA MINOLTA bizhub C25 
Network］を選択し、画面の指示に従って操作します。
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スキャナードライバーのアンインストール
1 ハードディスクから［ライブラリ］-［Applications Support］-

［KONICA MINOLTA］-［bizhub C25］フォルダー内の［KONICA 
MINOLTA bizhub C25 Uninstaller.app］をダブルクリックします。

2［アンインストール］をクリックします。

3［OK］をクリックします。

4［認証］画面で、管理者の名前とパスワードをダイアログボックスに入
力し、［OK］をクリックします。

アンインストールを開始します。
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5［OK］をクリックします。

これでスキャナードライバーのアンインストールが完了しました。
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トラブルシューティング

症状 対応・処置

プリセットで保存した機能
が反映されない。

プリンターの機能によっては、プリセットで
は保存されません。

プリンターがハングアップ
する。

OS の不具合により、用紙サイズと用紙種類

の組合せが禁止できません。正しくない組合
せで印刷したとき、プリンターがハングアッ
プします。用紙サイズと用紙種類は、正しい
組合せで印刷してください。

Bonjour でプリンターが検

出できない。

PageScope Web Connection の管理者モード

で、［ネットワーク］タブ -［Bonjour］メ

ニュー -［Bonjour］を［有効］に設定してく

ださい。

プリンタードライバーの
バージョンを確認したい。

Mac OS X 10.4 の場合 :
アップルメニューの［システム環境設定］ - 
［プリントとファクス］より本機を選択しま
す。［プリンタ設定］をクリックし、ポップ
アップリストから［名前と場所］を選択しま
す。

Mac OS X 10.5/10.6 の場合 :
アップルメニューの［システム環境設定］-
［プリントとファクス］より本機を選択しま
す。［オプションとサプライ］をクリックし、
［一般］タブをクリックします。 

他社製のプリンターから切
り替えたとき、画面の表示
がおかしい。

一旦プリント画面を閉じ、開き直してくださ
い。

カスタム用紙サイズが、設
定した値と違う。

単位変換をする時の四捨五入誤差に関する
OS の不具合により、カスタム用紙サイズで

設定した値が、微妙に変わってしまうことが
あります。（例：14.70 cm → 14.69 cm）

2-up 印刷時に用紙の中央

に印刷されない。

OS の不具合により、以下のサイズで 2-up
印刷を行ったときは、用紙の中央に印刷され
ません。

リーガル、レタープラス、Foolscap、
Government リーガル、Statement、Folio
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N-up 印刷を複数部行った

とき、［丁合い］を指定し
ていると、連続して印刷さ
れる。

N-up 印刷を複数部行うときは、［丁合い］を

指定しないでください。

Acrobat Reader からの印

刷時、［丁合い］が正しく
機能しなかったり、印刷途
中でジョブがキャンセルさ
れたりする。

Acrobat Reader で印刷に不具合が出る場合

は、OS に付属の［プレビュー］で印刷して

ください。

Mac OS X 10.5/10.6 を使

用した場合、印刷時に一部
の設定で禁則処理が行われ
ない。

OS の制限事項です。Apple 社のデータベー

スを確認してください。

Mac OS X 10.4 を使用し

て、カスタム用紙サイズを
選択し、幅を 21.6 cm に設

定し、ジョブを送信すると
Letter サイズの用紙を要求

される。

カスタム用紙サイズの幅を 21.59cm に変更

し、再度ジョブを送信してください。

大量のページを印刷してい
て、［排紙ﾄﾚｲいっぱいです 
用紙を除いてください］が
表示された後に用紙を取り
除いても、 初のページか
ら印刷される。

OS の制限事項です。エラーメッセージが表

示される前に、排紙トレイから用紙を取り除
いてください。

症状 対応・処置
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2Linux での
使い方



プリンタードライバーの動作環境
プリンタードライバーのインストールを行う前に、以下の動作環境を確認し
てください。

この章では、Red Hat Enterprise Linux 5 での操作を例に説明してい
ます。

OS Red Hat Enterprise Linux 5 Desktop
SUSE Linux Enterprise Desktop 10

コンピューターと
本機の接続方法

USB 接続、ネットワーク接続 
(10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T)

メモリー OS が推奨する以上（128 MB 以上を推奨）

ネットワーク LPR（queue: lp, LP, default, DEFAULT）

AppSocket/HP JetDirect

IPP

ハードディスク空き
容量

256 MB 以上
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PPD ファイルをコマンドラインからインス
トールする

プリンタードライバーのインストールをする前に、すべてのアプリ
ケーションを終了させてください。

PPD ファイルのインストールにはルート権限が必要です。

1 Drivers CD-ROM から PPD ファイルを「/usr/share/cups/model」にコ
ピーします。

各言語の PPD ファイルは Drivers CD-ROM の［LinuxPPD/
<language>］ フォルダーから取得することができます。言語に適し
た PPD ファイルを使用してください。

2 メインメニューから［アプリケーション］-［アクセサリ］-［GNOME 端
末］を選択します。

3「/etc/init.d/cups restart」と入力します。

4［GNOME 端末］を終了します。
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プリンター設定でのプリンター追加
プリンタードライバーのインストールをする前に、すべてのアプリ
ケーションを終了させてください。

プリンターを追加するにはルート権限が必要です。

1 本機をコンピューターまたはネットワークに接続してください。
– USB を接続すると、以下のダイアログボックスが表示されます。

［キャンセル］をクリックしてダイアログボックスを閉じてくださ
い。

2 Drivers CD-ROM を CD/DVD-ROM ドライブに入れます。

3［システム］メニューから、［管理］-［印刷］を選択します。

［プリンタ設定］ダイアログボックスが表示されます。
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4［新規プリンタ］をクリックします。

［新規プリンタ］ダイアログボックスが表示されます。

5［プリンタ名］、［説明］、［場所］を入力してから、［進む］をクリックし
ます。

ダイアログボックスの左側のパネルにプリンターが自動検出されます。

6 ダイアログボックスの左側のパネルから、ポートを選択します。
– USB 接続の場合は、［KONICA MINOLTA bizhub C25 USB #1］を選択

します。

– ネットワーク接続の場合は、［デバイス］リストからデバイスポート
を選択し、ネットワークプリンターの場所を指定します。

ネットワーク接続の場合：［AppSocket/HP jetDirect］、［Internet 
Printing Protocol (ipp)］または［LPD/LPR Host or Printer］
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7［進む］をクリックします。

8［PPD ファイルを提供する］を選択します。

9 フォルダーアイコンをクリックします。

［ファイルをひとつ選択する］ダイアログボックスが表示されます。

10 PPD ファイルを選択します。

各言語の PPD ファイルは Drivers CD-ROM の［LinuxPPD/
<language>］ フォルダーから取得することができます。言語に適し
た PPD ファイルを使用してください。
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11［開く］をクリックします。

［ファイルをひとつ選択する］ダイアログボックスが閉じ、選択した
PPD ファイル名が表示されます。

12［進む］をクリックします。

確認画面が表示されます。
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13［適用］をクリックします。

以下のダイアログボックスが表示されます。
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CUPS Administration Web Page でのプリン
ター追加

プリンタードライバーのインストールをする前に、すべてのアプリ
ケーションを終了させてください。

プリンターを追加するにはルート権限が必要です。

1 本機をコンピューターまたはネットワークに接続してください。
– USB を接続すると、以下のダイアログボックスが表示されます。

［キャンセル］をクリックしてダイアログボックスを閉じてくださ
い。

2 Web ブラウザーを起動します。

3 URL に「http://localhost:631」と入力します。

CUPS Administration Web page が表示されます。

4［プリンタの追加］をクリックします。
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5［名前］、［場所］、［説明］を入
力してから、［続ける］をク
リックします。

6［デバイス］リストからデバイ
スポートを選択して、［続け
る］をクリックします。
– ネットワーク接続の場合：

［AppSocket/HP 
JetDirect］、［Internet 
Printing Protocol (http)］、
［Internet Printing Protocol 
(ipp)］または［LPD/LPR 
Host or Printer］を選択し
ます。

– USB 接続の場合：［KONICA MINOLTA bizhub C25 USB #1 (KONICA 
MINOLTA bizhub C25)］を選択します。

7 USB 接続の場合、手順９に進
みます。ネットワーク接続の
場合、右画面の例のようにデ
バイス URI を入力してくださ
い。

hostnameは IP アドレスで
代用できます。また、
ポート番号は省略するこ
とができます。

8［続ける］をクリックします。
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9［KONICA MINOLTA］を選択
して、［続ける］をクリックし
ます。

各言語の PPD ファイルは
Drivers CD-ROM の
［LinuxPPD/<language>］ 
フォルダーから取得する
ことができます。言語に
適した PPD ファイルを使
用してください。

10［KONICA MINOLTA bizhub 
C25 PPD (jp)］を選択したあ
と、［プリンタの追加］をク
リックします。

ポップアップウィンドウが
表示されます。

11 管理者権限を使用するために、
［ユーザ名］と［パスワード］
を入力したあと、［OK］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

設定ページの表示

1 Web ブラウザーを起動します。

2 URL に「http://localhost:631」
と入力したあと、［プリンタ］
タブをクリックします。

設定ツールのプリンター管理
用 Web ページが表示されま
す。

3［プリンタオプションの設定］
をクリックします。

プリンタードライバーの設定
ページが表示されます。
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プリンタードライバーの設定

インストールされたオプション

項目 設定内容

［給紙ユニット］ 本機にオプションの給紙ユニットが装着され
ている場合は、［ユニット 3］を選択します。

デフォルトの設定は［なし］です。

［メモリーカード /HDD］ 本機にオプションのハードディスクが装着さ
れている場合は、［HDD］を選択します。

本機にオプションのメモリーカードが装着さ
れている場合は、［メモリーカード (1GB 以

上］を選択します。

デフォルトの設定は［なし］です。

［両面ユニット］ 両面ユニットの設定をします。

デフォルトの設定は［インストール済み］

です。

［プリンターメモリー］ 本機にオプションの増設メモリーが装着され
ている場合は、［256 MB］、［768 MB］から

選択します。

デフォルトの設定は［256 MB］です。
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General

項目 設定内容

［用紙種類］ 用紙タイプを［自動］、［普通紙］、［再生紙］、
［光沢紙 1 (100-128g/m2）］、［光沢紙 2　
(129-158g/m2）］、［ラベル紙］、［厚紙 1 
(91-150g/m2)］、［厚紙 2 (151-210g/m2)］、
［レターヘッド付き用紙］、［封筒］、［ハガ
キ］、［両面不可紙 (60-90g/m2)］、［特殊紙 
(60-90g/m2)］から選択します。

デフォルトの設定は［自動］です。

［用紙トレイ］ 給紙元を［トレイ 1］、［トレイ 2］、［トレイ 
3］、［トレイ 1（手差し）］、［自動］から選択

します。

デフォルトの設定は［トレイ 1］です。

［印刷済み用紙の裏に印刷］すでに印刷されている用紙の裏面に印刷する
時に、［する］を選択します。

デフォルトの設定は［しない］です。

［用紙サイズ］ 用紙のサイズを指定します。規格外の用紙サ
イズは選択できません。

［ソート］ ［する］が選択されている場合、部単位で印
刷を行います。

デフォルトの設定は［しない］です。

［両面］ 両面印刷したときの綴じる方向を、［片面］、
［長辺を綴じる］、［短辺を綴じる］から選択
します。

デフォルトの設定は［長辺を綴じる］で

す。

［カラー選択］ 印刷する時の色を、［カラー］、［グレース
ケール］から選択します。

デフォルトの設定は［カラー］です。

［カラーセパレーション］ 色分解の設定を［はい］、［いいえ］から選択
します。

デフォルトの設定は［いいえ］です。
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イメージ設定

［明度］ イメージの明るさを［-15%］、［-10%］、

［-5%］、［0%］、［5%］、［10%］、［15%］か

ら選択します。

デフォルトの設定は［0%］です。

［エッジ強度］ エッジ強度を［オフ］、［弱］、［中］、［強］か
ら選択します。

デフォルトの設定は［中］です。

［エコノミー印刷］ トナーを節約する印刷を行うかどうかを選択
します。

デフォルトの設定は［いいえ］です。

［自動トラッピング］ 自動トラッピング機能を有効にするかどうか
を選択します。

デフォルトの設定は［いいえ］です。

［ブラックオーバープリン
ト］

ブラックオーバープリント機能を［オフ］、
［テキスト］、［テキスト / グラフィック］か

ら選択します。

デフォルトの設定は［オフ］です。

項目 設定内容

［イメージ RGB カラー］ 画像の RGB カラープロファイルを［なし］、

［sRGB］、［Adobe RGB (1998)］、［Apple 
RGB］、［ColorMatch RGB］、［青の RGB 調

整］から選択します。

デフォルトの設定は［sRGB］です。

［イメージ RGB 色変換］ 画像の RGB 色変換を［鮮やか］、［写真調］、

［色の一致］、［完全一致］から選択します。

デフォルトの設定は［鮮やか］です。

［イメージ RGB グレー再

現］

RGB の画像データの黒色とグレーの再現方

法を［4 色 (CMYK) トナー］、［全て黒 (K) ト

ナー］、［黒のみ黒 (K) トナー］から選択しま
す。

デフォルトの設定は［全て黒 (K) トナー］

です。

項目 設定内容
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［イメージ スクリーン］ 画像データの中間色の再現方法を［高精細］、
［詳細］、［スムーズ］から選択します。

デフォルトの設定は［高精細］です。

［イメージ エッジ強調］ イメージのエッジ強調を行うかどうかを選択
します。

デフォルトの設定は［しない］です。

項目 設定内容
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テキスト設定

項目 設定内容

［テキスト RGB カラー］ テキストの RGB カラープロファイルを［な

し］、［sRGB］、［Adobe RGB (1998)］、
［Apple RGB］、［ColorMatch RGB］、［青の

RGB 調整］から選択します。

デフォルトの設定は［sRGB］です。

［テキスト RGB 色変換］ テキストの RGB 色変換を［鮮やか］、［写真

調］、［色の一致］、［完全一致］から選択しま
す。

デフォルトの設定は［鮮やか］です。

［テキスト RGB グレー再

現］

RGB のテキストデータの黒色とグレーの再

現方法を［4 色 (CMYK) トナー］、［全て黒 (K)

トナー］、［黒のみ黒 (K) トナー］から選択し
ます。

デフォルトの設定は［全て黒 (K) トナー］

です。

［テキスト スクリーン］ テキストの中間色の再現方法を［高精細］、
［詳細］、［スムーズ］から選択します。

デフォルトの設定は［高精細］です。

［テキストエッジ強調］ テキストのエッジ強調を行うかどうかを選択
します。

デフォルトの設定は［する］です。
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グラフィックス設定

シミュレーション

項目 設定内容

［グラフィックス RGB カ
ラー］

グラフィックスの RGB カラープロファイル

を［なし］、［sRGB］、［Adobe RGB (1998)］、
［Apple RGB］、［ColorMatch RGB］、［青の

RGB 調整］から選択します。

デフォルトの設定は［sRGB］です。

［グラフィックス RGB 色
変換］

グラフィックスの RGB 特性を［鮮やか］、

［写真調］、［色の一致］、［完全一致］から選
択します。

デフォルトの設定は［鮮やか］です。

［グラフィックス RGB グ
レー再現］

RGB のグラフィックスデータの黒色とグ

レーの再現方法を［4 色 (CMYK) トナー］、

［全て黒 (K) トナー］、［黒のみ黒 (K) トナー］
から選択します。

デフォルトの設定は［全て黒 (K) トナー］で
す。

［グラフィックス スクリー

ン］

グラフィックスの中間色の再現方法を［高精
細］、［詳細］、［スムーズ］から選択します。

デフォルトの設定は［高精細］です。

［グラフィックス エッジ強

調］

グラフィックスのエッジ強調を行うかどうか
を選択します。

デフォルトの設定は［する］です。

項目 設定内容

［シミュレーションプロ
ファイル］

シミュレーションプロファイルを［なし］、
［SWOP］、［Euroscale］、［Commercial 
Press］、［Japan Color］、［DIC］、［TOYO］

から選択します。

デフォルトの設定は［なし］です。
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［用紙下地色にあわせる］ ［はい］が選択されている場合、下地色を印
刷します。

デフォルトの設定は［いいえ］です。

［CMYK グレー再現］ CMYK グレー再現方法を［4 色 (CMYK) ト

ナー］、［全て黒 (K) トナー］、［黒のみ黒 (K)
トナー］から選択します。

デフォルトの設定は［4 色 (CMYK) トナー］

です。

項目 設定内容
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文章を印刷する
アプリケーションによって、印刷ダイアログおよび印刷設定ダイアログの内
容が異なります。

OpenOffice の場合

下記は、Red Hat Enterprise Linux 5 上で OpenOffice 2.0.4 を使用し
た場合の手順です。お使いの OS のバージョンによっては下記の手
順と操作が異なる場合があります。

あらかじめシステムにプリンターを追加しておいてください。
プリンターをシステムに追加する方法については、「プリンター設定
でのプリンター追加」（p.140）または「CUPS Administration Web 
Page でのプリンター追加」（p.145）をごらんください。

1［アプリケーション］メニューから、［オフィス］ -［Word Processor］を
選択します。

2 印刷するドキュメントを開きます。

3［ファイル］メニューの［印刷］をクリックします。

［印刷］ダイアログボックスが表示されます。
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4 一覧から本機を選択し、印刷するページ、コピーを設定します。

5［印刷］をクリックしてドキュメントを印刷します。
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印刷ジョブの確認
Web ブラウザーから印刷ジョブを確認することができます。

1 Web ブラウザーを起動します。

2 URL に「http://localhost:631」
と入力します。

CUPS Administration 
WebPage が表示されます。

3［ジョブ］タブをクリックしま
す。

現在の有効なジョブが表示さ
れます。

印刷を終了したジョブを
確認するときは、［完了し
たジョブを表示］をク
リックします。
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トラブルシューティング

症状 対応・処置

本機がサイズエラーもしく
はタイプエラーで止まって
しまう。

ペーパーサイズとメディアタイプなどが禁止
されている組み合わせで送信されている可能
性があります。はがきや OHP は普通紙モー

ドでは印字できません。

カスタムペーパーサイズで
印字できない。

カスタムペーパーサイズはドライバーから直
接印字できません。コマンドラインからのみ
の印字をサポートしています。以下の様に指
定することによりデータを印字できます。

lpr -P［プリンター名］-o media=Custom.
［WIDTH × LENGTH］［ファイル名］

1. Custom.［WIDTH × LENGTH ］のフォー

マット：Custom.150 × 200 mm、

Custom.8 × 11 in、Custom.15 × 20 cm、

Custom.612 × 782（postscript ポイント）

2. データのファイル形式は PS、PDF、
JPEG が対応

OpenOffice やその他オ

フィス系アプリケーション
（Kword など）で正しく印

字できないことがある。

Linux 上のアプリケーションはアプリケー

ション自体が印字に関する設定を独自に持っ
ています。これらの中には本機でサポートさ
れていない機能もあります。以下のように設
定場所を使い分けてください。

アプリケーションから設定する項目：

用紙サイズ、オリエンテーション

プリンタードライバー GUI（kprinter）か

ら設定する項目：用紙タイプ、トレイ、
解像度指定など上記以外

Acrobat Reader からの印

刷時、一部が黒く印刷され
たり、印刷途中でジョブが
キャンセルされたりする。

Ghostscript と Acrobat Reader の相性に問題

があります。

違う PDF アプリケーションを使用してくだ

さい。

Kword で Watermark が印

字できない。

Kword のバグです。オーバーレイをご使用く

ださい。
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3NetWare での
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NetWare による利用
本機のプリンターコントローラーは、以下の環境をサポートしています。

NetWare 環境でのネットワーク印刷方法

NetWare 4.x バインダリエミュレーション動作モードでの
リモートプリンターモードの場合

バインダリエミュレーションを使用する場合は、NetWare Server で
バインダリエミュレーションが有効になっていることを確認してく
ださい。

1 クライアントよりSupervisor権限でPserverを登録するNetWareサーバー
にログインします。

2 Pconsole を起動します。

3［利用可能な項目］から［クイックセットアップ］を選択し、［Enter］
キーを押します。

4［プリントサーバ名］、［プリンタ名］、［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。

5［Esc］キーを押し、Pconsole を終了します。

6 NetWare Server のコンソールで、PSERVER.NLM をロードしてくださ
い。

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。

NetWare バー
ジョン

使用するプロ
トコル

エミュレーション サービスモード

NetWare 4.x IPX Bindery/NDS Pserver/Nprinter

NetWare 5.x/6 IPX NDS Pserver

TCP/IP NDPS（lpr）
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7 PageScope Web Connection の管理者モードで［ネットワーク］タブか
ら［NetWare］-［NetWare］メニューを選択し、各項目を設定します。

– ［NetWare 印刷］：［有効］

– ［フレームタイプ］：［自動］（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）

– ［モード］：［NPrinter/RPrinter］

– ［プリンター名］：プリンター名を設定します。（初期値：
BHC25-XXXXXX）

– ［プリンター番号］：プリンター番号（0 ～ 255）を設定します。255
を設定すると［Auto］になります。

8 本機の電源の再投入（オフ／オン）を行います。

9 NetWare Server 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、作成したプリンターが［ジョブの待機中］に
なっていることを確認してください。
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NetWare 4.x バインダリエミュレーション動作モードでの
プリントサーバーモードの場合

バインダリエミュレーションを使用する場合は、NetWare Server で
バインダリエミュレーションが有効になっていることを確認してく
ださい。

1 クライアントよりSupervisor権限でPserverを登録するNetWareサーバー
にログインします。

2 Pconsole を起動します。

3［利用可能な項目］から［クイックセットアップ］を選択し、［Enter］
キーを押します。

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。

5［Esc］キーを押し、Pconsole を終了します。

6 PageScope Web Connection の管理者モードで［ネットワーク］タブか
ら［NetWare］-［NetWare］メニューを選択し、各項目を設定します。
NetWare による利用164



– ［NetWare 印刷］：［有効］

– ［フレームタイプ］：［自動］（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）

– ［モード］：［PServer］

– ［プリントサーバー名］：手順 4 で作成したプリントサーバー名

– ［プリントサーバーパスワード］：NetWare Server 側で設定している
場合のみ設定してください。 

– ［プリントキュー取得間隔］：1（必要に応じて変更してください）

– ［Bindery/NDS］：［Bindery/NDS］

– ［優先ファイルサーバー］：Pserver を接続するファイルサーバー名

7 本機の電源の再投入（オフ／オン）を行います。

8 NetWare Server のコンソールで、MONITOR.NLM をロードしてくださ
い。

9 接続情報を選択し、アクティブな接続欄で、作成した Pserver が接続さ
れていることを確認してください。
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NetWare 4.x リモートプリンターモード（NDS）の場合

1 クライアントより NetWare に 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、部門コンテナーを選択し、ツー
ルメニューから［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［プリントサーバ名］、［プリンタ名］、［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。

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 の管理者モードで［ネットワーク］タブか
ら［NetWare］-［NetWare］メニューを選択し、各項目を設定します。
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– ［NetWare 印刷］：［有効］

– ［フレームタイプ］：［自動］（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）

– ［モード］：［NPrinter/RPrinter］

– ［プリンター名］：プリンター名を設定します。（初期値：
BHC25-XXXXXX）

– ［プリンター番号］：プリンター番号（0 ～ 255）を設定します。255
を設定すると［Auto］になります。

6 本機の電源の再投入（オフ／オン）を行います。

7 NetWare Server のコンソールで、PSERVER.NLM をロードしてくださ
い。

8 NetWare Server 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、作成したプリンターが［ジョブの待機中］に
なっていることを確認してください。
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NetWare 4.x/5.x/6 プリントサーバーモード（NDS）の場合

プリントサーバーモードを使用する場合は、NetWare サーバーに IPX
プロトコルがロードされている必要があります。

1 クライアントより NetWare に 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、部門コンテナーを選択し、ツー
ルメニューから［プリントサービスクイックセットアップ（非 NDPS）］
を選択します。

4［プリントサーバ名］、［プリンタ名］、［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、［作成］をクリックします。

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 の管理者モードで［ネットワーク］タブか
ら［NetWare］-［NetWare］メニューを選択し、各項目を設定します。
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– ［NetWare 印刷］：［有効］

– ［フレームタイプ］：［自動］（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）

– ［モード］：［PServer］

– ［プリントサーバー名］：手順 4 で作成したプリントサーバー名

– ［プリントサーバーパスワード］：NetWare Server 側で設定している
場合のみ設定してください。 

– ［プリントキュー取得間隔］：1（必要に応じて変更してください）

– ［Bindery/NDS］：［NDS］

– ［優先 NDS コンテキスト名］：Pserver を接続するコンテキスト名

– ［優先 NDS ツリー名］：Pserver がログインするツリー名

6 本機の電源の再投入（オフ／オン）を行います。

7 NetWare サーバーのコンソールで、MONITOR.NLM をロードしてくださ
い。

8 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。
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NetWare 5.x/6 Novell Distributed Print Service（NDPS）
の場合

NDPS に関する設定を行う前に、NDPS ブローカーと NDPS マネー
ジャーが作成、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、本機に IP アドレスが設定され、本機が起動していることを確認
して、作業を行ってください。

1 クライアントより NetWare に 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］、［部門］コンテナを右ク
リックし、作成より、［NDPS プリンタ］を選択します。

4［NDPS プリンタ名］欄に、［プリンタ名］を入力します。

5［プリンタエージェントのソース］欄で［新規プリンタエージェントを
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 マネージャ名］欄で、
NDPS マネージャーをブラウズし、登録します。

7［ゲートウェイタイプ］で、［Novell プリンタゲートウェイ］を選択し、
登録します。

8［Novell NDPS の設定］ウインドウで、プリンター［（なし）］、ポートハ
ンドラー［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 本機に設定した IP アドレスをホストアドレスに、プリンター名に
［Print］と入力して［完了］を押して登録します。

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。

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。
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NetWare サーバーを使用するときのクライアント
（Windows）の設定

1 Windows 7/Server 2008 R2 の場合は、［スタート］メニューから［コン
トロールパネル］-［ハードウェアとサウンド］-［デバイスとプリン
ター］をクリックします。

Windows Vista/Server 2008 の場合は、［スタート］メニューから［コン
トロールパネル］-［ハードウェアとサウンド］-［プリンタ］をクリッ
クします。

Windows XP/Server 2003 の場合は、［スタート］メニューから、［プリ
ンタと FAX］をクリックします。

［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］-［プリンタと
その他のハードウェア］-［プリンタと FAX］をクリックします。

2 Windows 7/Server 2008 R2 の場合は、［プリンターの追加］をクリック
します。

Windows Vista/Server 2008 の場合は、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。

Windows XP の場合は、［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。

Windows Server 2003 の場合は、［プリンタの追加］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。

3 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。

4 プリンタモデルの一覧で、使用する OS やプリンタードライバーに応じ
て、CD-ROM 内のプリンタードライバーのあるフォルダーを指定しま
す。

5 画面の指示にしたがってインストールを完了します。
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LinkMagic について
本機に接続されたコンピューターに LinkMagic をインストールすることによ
り、コンピューターから以下の操作を行うことができます。

スキャンした画像をファイルに保存する

スキャンした画像をクリップボードに保存する

スキャンした画像をメールに添付する

スキャンした画像を印刷する

よく使うソフトウェアを登録する
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LinkMagic の動作環境
以降の説明では、スキャナードライバーを TWAIN ドライバーと表現
することがあります。

LinkMagic のインストールをする前に、以下の動作環境を確認してくださ
い。

お使いのコンピューターに、本機のプリンタードライバーと TWAIN
ドライバーがインストールされている必要があります。

OS Windows XP Home Edition (SP2 以降 )
Windows XP Professional (SP2 以降 )
Windows Vista
Windows 7
Windows Server 2003 Standard Edition (SP2 以

降 )
Windows Server 2008
Windows Server 2008 R2

対応メールソフトウェア Microsoft Outlook Express ver.6.0
Microsoft Outlook 2000/2003/XP/2007/2010
EUDORA 7.0.1
Netscape Messenger 7.1
AL-Mail32 Ver.1.1.3a
Windows Mail ver.6.0
Windows Live Mail
Lotus Notes Client 7.0.2/8

対応言語 日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語
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LinkMagic をご使用になる前に
LinkMagic をご使用になる前に、本機とコンピューターを USB ケーブルま
たはネットワークケーブルで接続し、コンピューターに LinkMagic をインス
トールする必要があります。

1 USB ケーブルまたはネットワークケーブルを使用して、コンピューター
と本機を接続します。

2 コンピューターにスキャナードライバーとプリンタードライバーをイン
ストールします。

3 コンピューターに LinkMagic をインストールします。

LinkMagic のインストールについて詳しくは、［インストレーション
ガイド］をごらんください。

LinkMagic の起動

LinkMagic は、コンピューターが起動したときに自動的に起動するように設
定されています。

LinkMagic が起動していると、コンピューターのタスクトレイに以下のアイ
コンが表示されます。
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LinkMagic 画面

No. 名前 説明

1 スキャンモードエリア LinkMagic の各機能が登録されているボタ

ンです。

2 ［画像をスキャン］ボタン 本機でスキャンした画像を、コンピュー
ターにファイルとして保存します。また、
あらかじめ指定したソフトウェアを起動
することもできます。

クリックすると、［画像をスキャン］画面
が開きます。（「スキャンした画像をファ
イルに保存する」（p.179））

3 ［文書をスキャン］ボタン 本機でスキャンした文書を、コンピュー
ターにファイルとして保存します。また、
あらかじめ指定したソフトウェアを起動
することもできます。

クリックすると、［文書をスキャン］画面
が開きます。（「スキャンした画像をファ
イルに保存する」（p.179））

2 3 4 65

1

11

7 8

9

10
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4 ［クリップボードに保存］
ボタン

本機でスキャンした画像を、コンピュー
ターのクリップボードに保存します。

クリックすると、［クリップボードに保
存］画面が開きます。（「スキャンした画
像をクリップボードに保存する」
（p.185））

5 ［メールに添付］ボタン 本機でスキャンした画像をコンピュー
ターにファイルとして保存し、メールに
添付します。

クリックすると、［メールに添付］画面が
開きます。（「スキャンした画像をメール
に添付する」（p.191））

6 ［編集コピー］ボタン 本機でスキャンした画像をプリンターか
ら印刷します。

クリックすると、［編集コピー］画面が開
きます。（「スキャンした画像を印刷する」
（p.199））

7 ［スタート（モノクロ）］
キーへのリンク

スキャンモードエリアの各機能を、本機
の［スタート（モノクロ）］キーに割り当
てます。

本機の［スタート（モノクロ）］キーを押
すと、割り当てられた機能を実行します。

8 ［スタート（カラー）］キー
へのリンク

スキャンモードエリアの各機能を、本機
の［スタート（カラー）］キーに割り当て
ます。

本機の［スタート（カラー）］キーを押す
と、割り当てられた機能を実行します。

9 ［設定］ボタン クリックすると、［設定］画面を表示しま
す。（「［設定］画面について」（p.207））

10 ［ヘルプ］ボタン クリックすると、ヘルプを表示します。

11 ランチャーエリア よく使うソフトウェアを登録します。

ボタンをクリックすると、登録されたソ
フトウェアが起動します。（「よく使うソ
フトウェアを登録する」（p.205））

No. 名前 説明
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LinkMagic の使い方

スキャンした画像をファイルに保存する

本機でスキャンした画像を、コンピューターにファイルとして保存します。
また、あらかじめ指定したソフトウェアを起動することもできます。

［画像をスキャン］画面または［文書をスキャン］画面の設定項目の
詳細は、「［画像をスキャン］／［文書をスキャン］画面の詳細」
（p.181）をごらんください。

1 メイン画面のスキャンモードエリアから、［画像をスキャン］または
［文書をスキャン］ボタンをクリックします。

2［ローカル環境（USB）に接続されているスキャナー］または［ネット
ワークに接続されているスキャナー］を選択し、［OK］ ボタンをクリッ
クします。

［画像をスキャン］画面または［文書をスキャン］画面が表示されます。
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3［スキャナの設定］エリアの［かんたん / 詳細］リストから、スキャンの
設定方法を選択します。
– ［かんたん］を選択すると、基本的な設定でスキャンします。［ス

キャナの設定］エリアの［原稿サイズ］から原稿のサイズを、［ス
キャンタイプ］から原稿のカラータイプを、［給紙方法］から原稿ガ
ラス（フラットベッド）と ADF のどちらでスキャンを行うかを、そ
れぞれ選択します。

– ［詳細］を選択すると、TWAIN ドライバーの画面が表示され、より詳
細に設定できます。

TWAIN ドライバーで設定できる項目について詳しくは、［プリン
ター／コピー／スキャナー ユーザーズガイド］（Documentation 
CD-ROM 内の PDF マニュアル）をごらんください。

4［画像の保存先］エリアで、スキャンした画像を保存する方法を設定し
ます。

［詳細］を選択すると TWAIN ドライバーが起動しますが、［画像を
スキャン］または［文書をスキャン］ダイアログをクリックすれ
ば、画像の保存先などの設定を変更できます。

5 画像をスキャンした後にソフトウェアを起動し、スキャンした画像を表
示する場合は、［スキャン後にアプリケーションを起動する］にチェッ
クをつけ、起動するソフトウェアを指定します。

［タイプ］リストで指定したファイル形式に対応しているソフト
ウェアを指定してください。

6［スキャン］ボタンをクリックします。

スキャンが開始され、指定した場所に画像が保存されます。
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［画像をスキャン］／［文書をスキャン］画面の詳細

名前 説明

［スキャナの設定］エ
リア

画像のスキャン方法を設定します。

［かんたん / 詳細］

リスト

設定方法を選択します。
［かんたん］を選択すると、［原稿サイズ］と［ス
キャンタイプ］［給紙方法］リストで基本的な設定
を行います。
［詳細］を選択すると、TWAIN ドライバーの画面

が表示され、より詳細に設定できます。

［かんたん］を選択した場合の解像度は、
300 dpi です。

設定値：［かんたん］、［詳細］
初期値：［かんたん］
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［原稿サイズ］
リスト

原稿のサイズを選択します。［かんたん / 詳細］リ

ストで［かんたん］を選択すると有効になります。
［不定形サイズ］を選択すると、不定形サイズ設定
画面が表示され、新しい用紙サイズを設定できま
す。

設定値

［フラットベッド］：［A4］、［B5］、［A5］、
［Letter］、［不定形サイズ］

［ADF］：［A4］、［B5］、［A5］、［Legal］、
［Letter］、［不定形サイズ］

初期値：［A4］

不定形サイズ設定（フラットベッド）

幅：［13 ～ 215 ミリメートル］（［0.5 ～ 8.5 イ

ンチ］）
高さ：［13 ～ 297 ミリメートル］（［0.5 ～ 11.6
インチ］）
単位：［ミリメートル］、［インチ］

不定形サイズ設定（ADF）
幅：［13 ～ 215 ミリメートル］（［0.5 ～ 8.5 イ

ンチ］）
高さ：［13 ～ 355 ミリメートル］（［0.5 ～ 14.0
インチ］）
単位：［ミリメートル］、［インチ］

［スキャンタイ
プ］リスト

原稿のカラータイプを選択します。［かんたん / 詳
細］リストで［かんたん］を選択すると有効にな
ります。
設定値：［白黒］、［グレー］、［カラー］
初期値：
- 画像をスキャンの場合：［カラー］

- 文書をスキャンの場合： ［白黒］

［給紙方法］リス
ト

原稿ガラス（フラットベッド）と ADF のどちらで

スキャンを行うかを設定します。

設定値：［フラットベッド］、［ADF］
初期値：［フラットベッド］

名前 説明
LinkMagic の使い方182



［画像の保存先］
エリア

スキャンした画像の保存方法を設定します。

［タイプ］リスト スキャンした画像のファイル形式を選択します。
設定値：［BMP］、［JPEG］、［PDF］、［TIFF］
初期値：［BMP］

BMP、TIFF、PDF 形式の場合、4 GB または
マルチページで 150 ページまで画像を保存
できます。
JPEG 形式の場合、65535 ピクセル（高さ）
× 65535 ピクセル（幅）までの画像を保存
できます。

PDF 形式は、PDF1.3 に準拠しています。

［ファイル名］
リスト

保存するスキャン画像のファイル名を、連番をつ
けて指定します。
新しくファイル名を指定することも、使用したこ
とのあるファイル名をリストから選択することも
できます。

指定したファイル名の末尾が数字でない場
合は、「0001」が自動で追加されます。

指定したファイル名に、LinkMagic が対応し
ているファイル形式の拡張子をつけると、
自動的にそのファイル形式で保存されます。

範囲： 255 文字以内

初期値：［Scan0001］+ 拡張子

名前 説明
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［フォルダ］テキ
ストボックス

スキャンした画像を保存するフォルダー名を指定
します。［参照］をクリックすると、［フォルダの
参照］画面が表示され、コンピューターのフォル
ダーを参照できます。
範囲： 255 文字以内

初期値：
- Windows XP/Server 2003 の場合

\Documents and Settings\［ログインユーザ名］

\My Documents\KONICA MINOLTA\LinkMagic for 
bizhub C25\MyData
- Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 の

場合
\ユーザー（Users）
\［ログインユーザ名］\ マイドキュメント
（Documents）\KONICA MINOLTA\LinkMagic for 
bizhub C25\MyData

［マルチページ］
チェックボック
ス

チェックをつけると、ADF から連続で画像をス

キャンした場合、マルチページ形式でファイルに
保存します。

［タイプ］リストで［TIFF］または［PDF］
を選択した場合に有効です。

初期値：（チェック済み）

［スキャン後にアプリ
ケーションを起動す
る］チェックボックス

チェックをつけると、画像をスキャンした後に、
指定したソフトウェアを起動して、スキャンした
画像ファイルを開きます。
初期値：（チェックなし）

［プログラムのパス］
テキストボックス

スキャンした画像ファイルを開くソフトウェアを
指定します。［参照］をクリックすると、コン
ピューターにあるソフトウェアを参照できます。
範囲： 259 文字以内

初期値：（空白）

［保存して閉じる］
ボタン

変更された設定を保存して、この画面を閉じます。

［既定値］ボタン 画面の設定項目を、すべて初期値に戻します。

［スキャン］ボタン ［かんたん / 詳細］リストで［かんたん］を選択し

たときにクリックすると、画像のスキャンを開始
します。

［キャンセル］ボタン 変更された設定を保存せずに、この画面を閉じま
す。

名前 説明
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スキャンした画像をクリップボードに保存する

本機でスキャンした画像を、クリップボードにコピーします。

範囲を選択してコピーすることもできます。

［クリップボードに保存］画面の設定項目の詳細は、「［クリップボー
ドに保存］画面の詳細」（p.187）をごらんください。

ここでは ADF を使用した連続読み込みはできません。複数ページ読
み込んだ場合は、 初の 1 ページのみプレビュー領域に表示されま
す。

1 メイン画面のスキャンモードエリアから、［クリップボードに保存］ボ
タンをクリックします。

2［ローカル環境（USB）に接続されているスキャナー］もしくは［ネッ
トワークに接続されているスキャナー］を選択し、［OK］ ボタンをク
リックします。

［クリップボードに保存］画面が表示されます。

［ヘルプ］ボタン ヘルプを表示します。

名前 説明
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3［スキャナの設定］エリアの［かんたん / 詳細］リストから、スキャンの
方法を選択します。
– ［かんたん］を選択すると、基本的な設定でスキャンします。［ス

キャナの設定］エリアの［原稿サイズ］から原稿のサイズを、［ス
キャンタイプ］から原稿のカラータイプを、［給紙方法］から原稿ガ
ラス（フラットベッド）と ADF のどちらでスキャンを行うかを、そ
れぞれ選択します。

– ［詳細］を選択すると、TWAIN ドライバーの画面が表示され、より詳
細に設定できます。

TWAIN ドライバーで設定できる項目について詳しくは、［プリン
ター／コピー／スキャナー ユーザーズガイド］（Documentation 
CD-ROM 内の PDF マニュアル）をごらんください。

4［スキャン］をクリックします。

スキャンが開始され、画面右側に画像が表示されます。

5 コピーする範囲を指定する場合は、［領域選択］をクリックして、コ
ピーする範囲をマウスで指定します。

範囲を指定したあと、［領域削除］をクリックすると、範囲選択
を解除できます。

6［クリップボードに保存］をクリックします。

スキャンした画像が、クリップボードにコピーされます。
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［クリップボードに保存］画面の詳細
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名前 説明

［スキャナの設定］エ
リア

画像のスキャン方法を設定します。

［かんたん / 詳細］

リスト

設定方法を選択します。
［かんたん］を選択すると、［原稿サイズ］と［ス
キャンタイプ］リストと、［給紙方法］リストで、
基本的な設定を行います。
［詳細］を選択すると、TWAIN ドライバーの画面

が表示され、より詳細に設定できます。

［かんたん］を選択した場合の解像度は、
150 dpi です。

設定値：［かんたん］、［詳細］
初期値：［かんたん］

［詳細］を選択した場合、4 GB までの画像を
スキャンできますが、クリップボードに保
存できるかどうかはコンピューターのメモ
リー容量により変わります。
画像サイズの目安は TWAIN ドライバーの画
面上で確認できます。
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［原稿サイズ］リ
スト

原稿のサイズを選択します。［かんたん / 詳細］リ

ストで［かんたん］を選択すると有効になります。
［不定形サイズ］を選択すると、不定形サイズ設定
画面が表示され、新しい用紙サイズを設定できま
す。

設定値

［フラットベッド］：［A4］、［B5］、［A5］、
［Letter］、［不定形サイズ］

［ADF］：［A4］、［B5］、［A5］、［Legal］、
［Letter］、［不定形サイズ］

初期値：［A4］

不定形サイズ設定（フラットベッド）

幅：［13 ～ 215 ミリメートル］（［0.5 ～ 8.5 イ

ンチ］）
高さ：［13 ～ 297 ミリメートル］（［0.5 ～ 11.6
インチ］）
単位：［ミリメートル］、［インチ］

不定形サイズ設定（ADF）
幅：［13 ～ 215 ミリメートル］（［0.5 ～ 8.5 イ

ンチ］）
高さ：［13 ～ 355 ミリメートル］（［0.5 ～ 14.0
インチ］）
単位：［ミリメートル］、［インチ］

［スキャンタイ
プ］リスト

原稿のカラータイプを選択します。［かんたん / 詳
細］リストで［かんたん］を選択すると有効にな
ります。
設定値：［白黒］、［グレー］、［カラー］ 
初期値：［カラー］

［給紙方法］リス
ト

原稿ガラス（フラットベッド）と ADF のどちらで

スキャンを行うかを設定します。
設定値：［フラットベッド］、［ADF］
初期値：［フラットベッド］

プレビューエリア スキャンした画像が表示されます。

［クリップボードに保
存］ボタン

プレビューエリアに表示されている画像を、ク
リップボードにコピーします。
範囲が指定されている場合は、その範囲だけがコ
ピーされます。

名前 説明
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［領域選択］ボタン／
［領域削除］ボタン

［領域選択］：コピーする範囲をプレビューエリア
で指定できます。
［領域選択］ボタンをクリックすると［領域削除］
ボタンに変わります。
［領域削除］：選択範囲を解除します。

［保存して閉じる］ボ
タン

変更された設定を保存して、この画面を閉じます。

［既定値］ボタン 画面の設定項目を、すべて初期値に戻します。

［スキャン］ボタン ［かんたん / 詳細］リストで［かんたん］を選択し

たときにクリックすると、画像のスキャンを開始
します。

［キャンセル］ボタン 変更された設定を保存せずに、この画面を閉じま
す。

［ヘルプ］ボタン ヘルプを表示します。

名前 説明
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スキャンした画像をメールに添付する

本機でスキャンした画像をコンピューターにファイルとして保存し、メール
に添付します。

以下のメールソフトに対応しています。

– Microsoft Outlook Express ver.6.0

– Microsoft Outlook 2000/2003/XP/2007/2010

– EUDORA 7.0.1

– Netscape Messenger 7.1

– AL-Mail32 Ver.1.1.3a

– Windows Mail ver.6.0

– Windows Live Mail

– Lotus Notes Client 7.0.2/8

1 回の操作で、1 ファイルのみメールに添付できます。ADF を使用し
て複数の原稿をスキャンする場合、［タイプ］で［BMP］または

［JPEG］が選択されていると、 初のページのみメールに添付しま
す。
［タイプ］で［PDF］または［TIFF］が選択されている場合は、複数
ページのファイルを添付します。

［メールに添付］画面の設定項目の詳細は、「［メールに添付］画面の
詳細」（p.194）をごらんください。

1 メイン画面のスキャンモードエリアから、［メールに添付］ボタンをク
リックします。
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2［ローカル環境（USB）に接続されているスキャナー］もしくは［ネッ
トワークに接続されているスキャナー］を選択し、［OK］ ボタンをク
リックします。

［メールに添付］画面が表示されます。

3［スキャナの設定］エリアの［かんたん / 詳細］リストから、スキャンの
方法を選択します。
– ［かんたん］を選択すると、基本的な設定でスキャンします。［ス

キャナの設定］エリアの［原稿サイズ］から原稿のサイズを、［ス
キャンタイプ］から原稿のカラータイプを、［給紙方法］から原稿ガ
ラス（フラットベッド）と ADF のどちらでスキャンを行うかを、そ
れぞれ選択します。

– ［詳細］を選択すると、TWAIN ドライバーの画面が表示され、より詳
細に設定できます。

TWAIN ドライバーで設定できる項目について詳しくは、［プリン
ター／コピー／スキャナー ユーザーズガイド］（Documentation 
CD-ROM 内の PDF マニュアル）をごらんください。

4［画像の保存先］エリアで、スキャンした画像を保存する方法を設定し
ます。
– ［サイズの上限］リストで、メールに添付する画像サイズの上限を設

定できます。

［詳細］を選択すると TWAIN ドライバーが起動しますが、［メール
に添付］ダイアログをクリックすれば、画像の保存先などの設定
を変更できます。
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5［メールを送信するアプリケーション］エリアで、画像を添付して送信
するソフトウェアを指定します。

［プログラムのパス］で自動選択されているメールソフトが、通
常使用しているメールソフトかどうか、確認してください。

6［スキャン］ボタンをクリックします。

スキャンが開始され、スキャンされた画像が添付された状態で、新規
メールが作成されます。

スキャンした画像のファイルサイズが、［サイズの上限］で設定
した値より大きい場合、ファイルサイズが大きいことを通知する
ダイアログボックスが表示されます。詳細モードで再度スキャン
を行うか、そのまま送信するかを選択できます。

7 件名や本文などを入力して、メールを送信します。
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［メールに添付］画面の詳細

名前 説明

［スキャナの設定］
エリア

画像のスキャン方法を設定します。

［かんたん / 詳細］

リスト

設定方法を選択します。
［かんたん］を選択すると、［原稿サイズ］と［ス
キャンタイプ］リスト、［給紙方法］リストで、基
本的な設定を行います。
［詳細］を選択すると、TWAIN ドライバーの画面

が表示され、より詳細に設定できます。

［かんたん］を選択した場合の解像度は、
150 dpi です。

［サイズの上限］で設定した値に応じて、解
像度が自動的に変更されます。

設定値：［かんたん］、［詳細］
初期値：［かんたん］

［詳細］を選択した場合、126,000 キロバイ
トまでの画像をスキャンできます。
画像サイズの目安は TWAIN ドライバーの画
面上で確認できます。
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［原稿サイズ］
リスト

原稿のサイズを選択します。［かんたん / 詳細］リ

ストで［かんたん］を選択すると有効になります。
［不定形サイズ］を選択すると、不定形サイズ設定
画面が表示され、新しい用紙サイズを設定できま
す。

設定値

［フラットベッド］：［A4］、［B5］、［A5］、
［Letter］、［不定形サイズ］

［ADF］：［A4］、［B5］、［A5］、［Legal］、
［Letter］、［不定形サイズ］

初期値：［A4］

不定形サイズ設定（フラットベッド）

幅： ［13 ～ 215 ミリメートル］（［0.5 ～ 8.5 イ

ンチ］）
高さ：［13 ～ 297 ミリメートル］（［0.5 ～ 11.6
インチ］）
単位：［ミリメートル］、［インチ］

不定形サイズ設定（ADF）
幅：［13 ～ 215 ミリメートル］（［0.5 ～ 8.5 イ

ンチ］）
高さ：［13 ～ 355 ミリメートル］（［0.5 ～ 14.0
インチ］）
単位：［ミリメートル］、［インチ］

［スキャンタイ
プ］リスト

原稿のカラータイプを選択します。［かんたん / 詳
細］リストで［かんたん］を選択すると有効にな
ります。
設定値：［白黒］、［グレー］、［カラー］
初期値：［カラー］

［給紙方法］リス
ト

原稿ガラス（フラットベッド）と ADF のどちらで

スキャンを行うかを設定します。
設定値：［フラットベッド］、［ADF］
初期値：［フラットベッド］

［画像の保存先］
エリア

スキャンした画像の保存方法を設定します。

［タイプ］リスト スキャンした画像のファイル形式を選択します。
設定値：［BMP］、［JPEG］、［PDF］、［TIFF］
初期値：［BMP］

PDF 形式は、PDF1.3 に準拠しています。

名前 説明
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［ファイル名］
リスト

保存するスキャン画像のファイル名を、連番をつ
けて指定します。
新しくファイル名を指定することも、使用したこ
とのあるファイル名をリストから選択することも
できます。

指定したファイル名の末尾が数字でない場
合は、「0001」が自動で追加されます。

指定したファイル名に、LinkMagic が対応し
ているファイル形式の拡張子をつけると、
自動的にそのファイル形式で保存されます。

範囲： 255 文字以内

初期値：［Scan0001］+ 拡張子

［フォルダ］テキ
ストボックス

スキャンした画像を保存するフォルダー名を指定
します。
［参照］をクリックすると、［フォルダの参照］画
面が表示され、コンピューターのフォルダーを参
照できます。
範囲： 255 文字以内

初期値：
- Windows XP/Server 2003 の場合

\Documents and Settings\［ログインユーザ名］

\My Documents\KONICA MINOLTA\LinkMagic for 
bizhub C25\MyData
- Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 の

場合
\ユーザー（Users）
\［ログインユーザ名］\マイドキュメント
（Documents）\KONICA MINOLTA\LinkMagic for 
bizhub C25\MyData

名前 説明
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［サイズの上限］
リスト

メールに添付する画像ファイルの上限サイズを指
定します。
［カスタム］を選択すると、［カスタムサイズ設定
［サイズの上限］］画面が表示され、新しい上限サ
イズを設定できます。

［かんたん / 詳細］リストで［かんたん］を選
択した場合、画像ファイルのサイズがここ
で指定した上限サイズを超えないように、
自動で解像度が下げられます。

設定値：［75 キロバイト］、［150 キロバイト］、

［500 キロバイト］、［1 メガバイト］、［3
メガバイト］、［無し］、［カスタム］

初期値：［150 キロバイト］

カスタム選択時は、75 ～ 10240 KB（10 MB）
までの値を設定することができます。

［マルチページ］
チェックボック
ス

チェックがついているときは、ADF から連続して

画像をスキャンした場合に、マルチページ形式で
ファイルに保存されます。
この項目は、［タイプ］リストで選択した画像の
ファイル形式によって自動で設定されます。マル
チページ形式でファイルに保存したい場合は、［タ
イプ］リストで［TIFF］または［PDF］を選択し

てください。

［メールを送信する
アプリケーション］
エリア

画像を添付するメールソフトウェアを指定します。

名前 説明
LinkMagic の使い方 197



［プログラムのパ
ス］リストボッ
クス

メールソフトウェアをリストから選択します。
コンピューターにインストールされているメール
ソフトが自動的に検索され、リストに追加されて
います。
［参照］をクリックすると、コンピューターにある
ソフトウェアを参照できます。

メールソフトは自動的に（32bit アプリケー
ションが優先的に）検出されます。普段利
用しているメールソフトかどうか確認して
ください。

Windows バンドル製品で、64bit 版メールソ
フトをご利用になりたい場合は、メールに
添付を行う前に、利用したいメールソフト
を起動しておいてください。

範囲： 259 文字以内

初期値： LinkMagic をインストールしたときに、

コンピューターで既定に設定されている
メールソフトウェア

［保存して閉じる］
ボタン

変更された設定を保存して、この画面を閉じます。

［既定値］ボタン 画面の設定項目を、すべて初期値に戻します。

Windows 7/Vista をご使用の場合、OS の制限
により、［メールを送信するアプリケーショ
ン］エリアの設定が既定値に戻りません。

［スキャン］ボタン ［かんたん / 詳細］リストで［かんたん］を選択し

たときにクリックすると、画像のスキャンを開始
します。

［キャンセル］ボタン 変更された設定を保存せずに、この画面を閉じま
す。

［ヘルプ］ボタン ヘルプを表示します。

名前 説明
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スキャンした画像を印刷する

本機でスキャンした画像を、プリンターから印刷します。

［編集コピー］画面の設定項目の詳細は、「［編集コピー］画面の詳
細」（p.201）をごらんください。

1 メイン画面のスキャンモードエリアから、［編集コピー］ボタンをク
リックします。

2［ローカル環境（USB）に接続されているスキャナー］または［ネット
ワークに接続されているスキャナー］を選択し、［OK］ボタンをクリッ
クします。

［編集コピー］画面が表示されます。

3［スキャナの設定］エリアの［かんたん / 詳細］リストから、スキャンの
方法を選択します。
– ［かんたん］を選択すると、基本的な設定でスキャンします。［ス

キャナの設定］エリアの［原稿サイズ］から原稿のサイズを、［ス
キャンタイプ］からカラータイプを、［給紙方法］から原稿ガラス
（フラットベッド）と ADF のどちらでスキャンを行うかを、それぞ
れ選択します。

– ［詳細］を選択すると、TWAIN ドライバーの画面が表示され、より詳
細に設定できます。
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TWAIN ドライバーで設定できる項目について詳しくは、［プリン
ター／コピー／スキャナー ユーザーズガイド］（Documentation 
CD-ROM 内の PDF マニュアル）をごらんください。

4［プリンタの設定］エリアで、スキャンした画像を印刷する方法を設定
します。

［詳細］を選択すると TWAIN ドライバーが起動しますが、［編集コ
ピー］ダイアログをクリックすれば、［プリンタの設定］エリア
の設定を変更できます。

5［コピー］ボタンをクリックします。

スキャンが開始され、指定したプリンターから画像が印刷されます。
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［編集コピー］画面の詳細

名前 説明

［スキャナの設定］
エリア

画像のスキャン方法を設定します。

［かんたん / 詳細］

リスト

設定方法を選択します。
［かんたん］を選択すると、［原稿サイズ］、［ス
キャンタイプ］と［給紙方法］リストで基本的な
設定を行います。
［詳細］を選択すると、TWAIN ドライバーの画面

が表示され、より詳細に設定できます。

［かんたん］を選択した場合の解像度は、
300 dpi です。

設定値：［かんたん］、［詳細］
初期値：［かんたん］

［詳細］を選択した場合、1,760,000 キロバ
イトまでの画像をスキャンできます。
画像サイズの目安は TWAIN ドライバーの画
面上で確認できます。
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［原稿サイズ］
リスト

原稿のサイズを選択します。［かんたん / 詳細］リ

ストで［かんたん］を選択すると有効になります。
［不定形サイズ］を選択すると、不定形サイズ設定
画面が表示され、新しい用紙サイズを設定できま
す。

設定値

［フラットベッド］：［A4］、［B5］、［A5］、
［Letter］、［不定形サイズ］

［ADF］：［A4］、［B5］、［A5］、［Legal］、
［Letter］、［不定形サイズ］

初期値：［A4］

不定形サイズ設定（フラットベッド）

幅：［13 ～ 215 ミリメートル］（［0.5 ～ 8.5 イ

ンチ］）
高さ：［13 ～ 297 ミリメートル］（［0.5 ～ 11.6
インチ］）
単位：［ミリメートル］、［インチ］

不定形サイズ設定（ADF）
幅：［13 ～ 215 ミリメートル］（［0.5 ～ 8.5 イ

ンチ］）
高さ：［13 ～ 355 ミリメートル］（［0.5 ～ 14.0
インチ］）
単位：［ミリメートル］、［インチ］

［スキャンタイ
プ］リスト

原稿のカラータイプを選択します。［かんたん / 詳
細］リストで［かんたん］を選択すると有効にな
ります。
設定値：［白黒］、［グレー］、［カラー］
初期値：［カラー］

［給紙方法］リス
ト

原稿ガラス（フラットベッド）と ADF のどちらで

スキャンを行うかを設定します。
設定値：［フラットベッド］、［ADF］
初期値：［フラットベッド］

名前 説明
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［プリンタの設定］
エリア

スキャンした画像を印刷する方法を設定します。

［中央に配置］
チェックボック
ス

［スケール］で［マニュアル］を選択した場合に
チェックをつけると、印刷可能範囲の中央に画像
を配置して印刷します。
初期値：（チェック済み）

［出力サイズ］
リスト

印刷する用紙のサイズを指定します。

印刷する用紙の方向は変更できません。常
に縦方向で印刷されます。

設定値： 選択したプリンターで出力可能な用紙サ
イズ

初期値： 選択したプリンターで設定された用紙サ
イズ

［スケール］
エリア

印刷する画像を拡大または縮小する方法を設定し
ます。
［オート］を選択すると、［出力サイズ］で選択し
た用紙に合わせて、画像を拡大または縮小します。
［マニュアル］を選択すると、拡大または縮小する
倍率を指定できます。
設定値：［オート］、［マニュアル］
初期値：［オート］

［マニュアル］を選択した場合、25 ～ 400 %
の範囲で設定できます。初期値は 100 % で
す。

［ページ割付］
リスト

複数ページ分の画像を、一枚の用紙に割り付けて
印刷できます。
設定値：［しない］、［2 in 1］、［4 in 1］
初期値：［しない］

［プリンタ］
リスト

印刷するプリンターを指定します。
設定値： 対応機種のプリンタードライバー（イン

ストールされていない場合は、通常使う
プリンターのプリンタードライバー）

［設定］をクリックすると、選択したプリンターの
詳細な設定を行えます。

［部数］テキスト
ボックス

印刷する部数を指定します。

印刷部数は、1 ～ 99 の範囲で設定できます。
初期値は 1 です。

名前 説明
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［リプリント］ボタン 直前に印刷した画像を、もう一度印刷できます。
クリックすると、［リプリント］画面が表示され、
印刷する部数を指定できます。

一度［編集コピー］画面を閉じると、［リプ
リント］ボタンは無効になります。

印刷部数は、1 ～ 99 の範囲で設定できます。
初期値は 1 です。

［保存して閉じる］
ボタン

変更された設定を保存して、この画面を閉じます。

［既定値］ボタン 画面の設定項目を、すべて初期値に戻します。

［コピー］ボタン ［かんたん / 詳細］リストで［かんたん］を選択し

たときにクリックすると、画像のスキャンを開始
します。

［キャンセル］ボタン 変更された設定を保存せずに、この画面を閉じま
す。

［ヘルプ］ボタン ヘルプを表示します。

名前 説明
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よく使うソフトウェアを登録する

よく使うソフトウェアをランチャーボタンに登録できます。ランチャーボタ
ンをクリックすると、登録したソフトウェアが起動します。

以下のソフトウェアがコンピューターにインストールされている場
合、ランチャーボタンに自動的に登録されます。

– Microsoft Word 2000/XP/2003/2007/2010

– Microsoft Excel 2000/XP/2003/2007/2010

– Microsoft PowerPoint 2000/XP/2003/2007/2010

– PaperPort 10 SE/11 SE

– Fax Talk 4.7

– Adobe Photoshop CS2/CS3

ソフトウェアをランチャーボタンに登録する方法

1 ランチャーエリアのボタンの上で右クリックし、［ランチャーボタンの
設定 ...］を選択します。
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［ランチャーボタンの設定］画面が表示されます。

2［名前］テキストボックスに、ボタンの名前を入力します。

半角 30 文字（全角 15 文字）まで入力できます。

3［ファイルのパス］テキストボックスに、登録するソフトウェアの場所
を入力します。

［参照］をクリックして、コンピューターのフォルダーを参照で
きます。

259 文字まで入力できます。

4［OK］をクリックします。

ソフトウェアがランチャーボタンに登録されます。

［初期化］をクリックすると、すべての設定が初期値に戻ります。
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［設定］画面について

メイン画面の［設定］をクリックすると、［設定］画面が表示されます。

［ボタン割り当て］タブ

同じ機能を、［スタート（カラー）］キーと［スタート（モノクロ）］
キーの両方に割り当てることはできません。

No. 名前 説明

1 ［スタート（カラー）］キー
への割り当て

本機の［スタート（カラー）］キーに割り
当てる機能のボタンを選択します。
初期値：［画像をスキャン］

2 ［スタート（モノクロ）］
キーへの割り当て

本機の［スタート（モノクロ）］キーに割
り当てる機能のボタンを選択します。
初期値：［文書をスキャン］

3 ［既定値］ボタン クリックすると、設定が初期値に戻りま
す。

1

2

3
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［ランチャー］タブ

名前 説明

［設定］ボタン クリックすると、［ランチャーボタンの一覧］で選
択されている［ランチャーボタンの設定］画面を
開きます。（「よく使うソフトウェアを登録する」
（p.205））

［初期状態に戻す］ボ
タン

すべての設定を、初期値に戻します。
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［その他］タブ

LinkMagic のアンインストール

LinkMagic のアンインストールを行うには、コンピューターの管理者
権限が必要です。

Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 を使用時に［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、［許可］または
［続行］をクリックします。

LinkMagic は、以下のいずれかの方法でアンインストールできます。

コントロールパネルから
– Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 の場合：プログラム

– Windows XP/Server 2003 の場合：プログラムの追加と削除

Applications CD-ROM の［LinkMagic］フォルダーにある、setup.exe を
再度実行する

名前 説明

［Windows の起動時に

自動で起動する。］
チェックボックス

チェックをつけると、Windows が起動したときに

LinkMagic が自動的に起動します。

初期値：（チェック済み）

［既定値］ボタン 設定を初期値に戻します。
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トラブルシューティング

症状 対応・処置

編集コピーでプリン
タードライバーの禁則
処理が行われない。

設定により禁則処理が行われない場合があります。

［画像の取得中にエ
ラーが発生しました。］
が表示される。

LinkMagic のメニュー画面を開いた状態では、アプ

リケーションから TWAIN ドライバーを起動できま

せん。

［スキャナとの接続に
エラーが発生しまし
た。スキャナが正しく
接続されていることを
確認し、やり直してく
ださい。］が表示され
る。

アプリケーションより TWAIN ドライバーを起動し

ている場合、LinkMagic を起動できません。ただ

し、アプリケーションより WIA ドライバーを起動

している場合は、LinkMagic を起動できます。

登録している 32bit 版
メールソフトが起動し
ない。

64bit 版メールソフトが起動している場合、登録し

ている 32bit 版メールソフトは起動できません。
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5Local Setup
Utility（LSU）の

使い方



Local Setup Utility（LSU）について
本機に接続されたコンピューターに Local Setup Utility（LSU）をインス
トールすることにより、コンピューターから以下の操作を行うことができま
す。

本機の短縮ダイアル、グループダイアル、常用の登録情報をコンピュー
ターに保存

本機の短縮ダイアル、グループダイアル、常用の登録情報の変更

トータルカウンターと本機の設定内容の確認

本機の短縮ダイアル、グループダイアル、常用の登録情報の印刷
Local Setup Utility（LSU）について212



LSU の動作環境
LSU のインストールをする前に、以下の動作環境を確認してください。

USB ケーブルは、A タイプ（4 ピンオス）と B タイプ（4 ピンオス）の
ものを使用してください。また、USB ケーブルの長さが、3 m 以下
のものを使用することをおすすめいたします。

本機にプリンタードライバーと TWAIN ドライバーがインストールさ
れていることを確認してください。

OS Windows XP (32bit/64bit)
Windows Vista (32bit/64bit)
Windows 7 (32bit/64bit)
Windows Server 2003 (32bit/64bit)
Windows Server 2008 (32bit/64bit)
Windows Server 2008 R2

CPU Pentium 2 以上の CPU

メモリー OS が推奨するメモリー容量

ハードディスク空き容量 100 MB 以上推奨

インターフェース USB 2.0（High Speed）

ウェブブラウザー Internet Explorer Ver 6.0 以降

対応言語 日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語
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LSU をご使用になる前に
LSU をご使用になる前に、本機とコンピューターを USB ケーブルで接続
し、コンピューターに LSU をインストールする必要があります。

1 コンピューターと本機を USB ケーブルで接続します。

2 コンピューターにスキャナードライバーとプリンタードライバーをイン
ストールします。

ドライバーのインストールについて詳しくは、［インストレーション
ガイド］をごらんください。

3 コンピューターに LSU をインストールします。

LSU のインストールについて詳しくは、［インストレーションガイ
ド］をごらんください。

LSU の起動

1［スタート］メニューから［すべてのプログラム］-［KONICA 
MINOLTA］-［bizhub C25］-［LSU］-［KONICA MINOLTA bizhub C25 
LSU］をクリックします。LSU 画面が表示されます。
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LSU 画面

No. 名前 説明

1 ［接続］アイコン LSU と本機を接続します。

2 ［切断］アイコン LSU と本機の接続を切断します。

3 ［アップロード］アイコン 設定ファイルを本機に送信します。

4 ［ダウンロード］アイコン 本機の設定をコンピューターに送信しま
す。

5 ［ダイアル登録］ ［+］をクリックすると、本機に登録され

ている短縮ダイアル、グループダイアル、
常用を表示します。

6 ［本体情報］ ［+］をクリックすると、本体の情報を確

認できます。

詳しくは、「本体情報の確認」（p.228）を

ごらんください。

1 2 3 4

5
6
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LSU の操作方法

本機に接続する

1 をクリックします。

LSU と本機を接続すると、メイン画面上に［接続状態：オンライン］と
表示されます。

LSU で操作を行っているとき、本機の操作パネルから操作できま
せん。

本機から登録内容をダウンロードする

をクリックします。

本機に登録されているすべての情報がダウンロードされます。

本機へ登録内容をアップロードする

をクリックします。

本機に登録されているすべての情報がアップロードされます。

ダイアルのインポート／エクスポート

短縮ダイアル、グループダイアル、常用の情報は、［ファイル］メニューか
ら［ダイアルのインポート］を選択し、本機に情報の読み込みを行います。
これらの項目は、［ファイル］メニューから［ダイアルのエクスポート］を
選択し、書き出すこともできます。

本機の情報を読み込む、または書き出す場合は、前回読み込んで、
保存されたファイルを開きます。

Excel で編集した CSV ファイルはインポートしないでください。
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ダイアル登録の設定
ここでは、短縮ダイアル、グループダイアル、常用の登録、編集、削除の操
作について説明します。

短縮ダイアルの登録

1［ダイアル登録］横の［+］をクリックし、［短縮ダイアル］横の［+］を
クリックします。

2 短縮ダイアルの登録先を指定します。
– ファクスまたはメールに登録したい場合、［ファクス / メール］横の

［+］をクリックします。

– FTP または SMB に登録したい場合、［FTP/SMB］横の［+］をクリッ
クします。

3 ツリーから短縮ダイアル番号を選択し、［新規登録］ボタンをクリック
します。

［ファクス / メール］には 大 220 件、［FTP/SMB］には 大 30 件
の宛先を登録することができます。

［短縮ダイアル設定］を変更し、短縮ダイアルリストの表示を切
り替えることができます。
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ツリーから［ファクス / メール］または［FTP/SMB］を選択し、
短縮ダイアルを登録すると、空きの短縮ダイアル番号に自動で割
り当てられます。

4 短縮ダイアル登録画面で、必要な項目を入力します。

［ファクス］、［メール］に登録する方法について詳しくは、「短縮
ダイアルの登録 （ファクス / メール）」（p.218）をごらんくださ
い。

［FTP］、［SMB］に登録する方法について詳しくは、「短縮ダイア
ルの登録 （FTP/SMB）」（p.220）をごらんください。

5［OK］ボタンをクリックします。

短縮ダイアルの登録が完了します。

短縮ダイアルの登録 （ファクス / メール）

ここでは、ファクスやメール送信を行うときに使用する、短縮ダイアルを登
録する手順を説明します。送信条件や宛先などの設定を、短縮ダイアルに登
録できます。

ファクス登録

1［新規登録］ボタンをクリックします。

2［ファクス］を選択します。

3 短縮ダイアルに必要な情報を入力します。
– ［宛先名］：短縮ダイアルの名前を、半角（カタカナ、英数字、記号）

20 文字以内で入力します。

– ［Destination Name Description］：相手先の説明を、半角 20 文字以内、
または全角 10 文字以内で入力します。
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– ［ファクス番号］：ファクス番号を、半角（数字、スペース、*、#、-、
P（ポーズ））50 文字以内で入力します。

P（ポーズ）は大文字のみ入力できますが、ファクス番号の先頭
には入力できません。

4［詳細設定］ボタンをクリックし、［速度］と［一括送信タイム （時 :
分）］を指定します。

5 短縮ダイアルをグループに登録する場合、［グループに追加］から追加
したいグループ番号を選択します。

グループダイアルの編集について詳しくは、「グループダイアル
を編集する」（p.224）をごらんください。

6［OK］ボタンをクリックします。

登録された宛先が［ダイアル登録］リストに表示されます。

メール登録

1［新規登録］ボタンをクリックします。

2［メール］を選択します。

3 短縮ダイアルに必要な情報を入力します。
– ［宛先名］：短縮ダイアルの名前を、半角（カタカナ、英数字、記号）

20 文字以内で入力します。

– ［Destination Name Description］：相手先の説明を、半角 20 文字以内、
または全角 10 文字以内で入力します。

– ［E-mail アドレス］：相手先のメールアドレスを半角 64 文字以内（英
数字、記号）で入力します。

4 短縮ダイアルをグループに登録する場合、［グループに追加］から追加
したいグループ番号を選択します。

グループダイアルの編集について詳しくは、「グループダイアル
を編集する」（p.224）をごらんください。

5［OK］ボタンをクリックします。

登録された宛先が［ダイアル登録］リストに表示されます。
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短縮ダイアルの登録 （FTP/SMB）

ここでは、サーバー経由でのスキャンデータ送信を行うときに使用する、短
縮ダイアルを登録する手順を説明します。送信条件や宛先などの設定を、短
縮ダイアルに登録できます。

FTP 登録

1［新規登録］ボタンをクリックします。

2［FTP］を選択します。

3 必要に応じて FTP の設定を行います。
– ［相手名］：相手先の名前を、半角 20 文字以内で入力します。

– ［Destination Name Description］：相手先の説明を、半角 20 文字以内、
または全角 10 文字以内で入力します。

– ［FTPサーバーアドレス］：FTPサーバーの IPアドレスまたはFTPサー
バーのホスト名を半角（英数字、記号）64 文字以内で入力します。

– ［ディレクトリ］：FTP サーバーのフォルダーを指定します。サブ
フォルダーを指定する場合は、サブフォルダーのパスを半角（英数
字、記号、/）128 文字以内で入力します。

– ［リモートポート番号］：FTP サーバーと通信するときに使用する
ポート番号を設定します。
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– ［プロキシサーバーを使用する］：プロキシサーバーを使用するかど
うかを設定します。

– ［PASV モード］：PASV モードを使用するかどうかを設定します。

– ［カラー設定］：カラーでスキャンするか白黒でスキャンするかを選
択します。

– ［符号化方式］：白黒画像を送信する時の圧縮方式を選択します。

– ［添付ファイル形式］：スキャンした画像を保存するファイル形式を
選択します。

– ［モード］：原稿の画質を選択します。

– ［解像度］：スキャンする解像度を選択します。

– ［スキャン範囲］：スキャンする画像のサイズを選択します。

– ［メール送信通知］：FTP サーバーへの送信を行った後、メール通知
をするかどうかを設定します。

– ［通知先アドレス］：通知先のメールアドレスを半角（英数字、記号）
64 文字以内で入力します。

– ［匿名］：FTP サーバーへログインする際に、ユーザー名とパスワー
ドが不要な場合に選択します。

– ［プライベートサイト］：FTP サーバーへログインする際に、ユー
ザー名とパスワードが必要な場合に選択します。

– ［ユーザー名］：FTP サーバーへログインするためのユーザー名を半
角（英数字、記号）20 文字以内で入力します。

– ［パスワード］：FTP サーバーへログインするためのパスワードを半
角（英数字、記号）20 文字以内で入力します。

– ［パスワードの再入力］：確認のため、パスワードを再入力します。

4［OK］ボタンをクリックします。

登録された宛先が［ダイアル登録］リストに表示されます。
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SMB 登録

1［新規登録］ボタンをクリックします。

2［SMB］を選択します。

3 必要に応じて SMB の設定を行います。
– ［相手名］：相手先の名前を、半角 20 文字以内で入力します。

– ［Destination Name Description］：相手先の説明を、半角 20 文字以内、
または全角 10 文字以内で入力します。

– ［送信先アドレス］：SMB サーバーの IP アドレス、SMB サーバーのホ
スト名、共有 PC の名前のいずれかを半角（英数字、記号）64 文字
以内で入力します。

– ［ディレクトリ］：SMB サーバーまたは共有 PC のフォルダーを指定し
ます。サブフォルダーを指定する場合は、サブフォルダーのパスを
半角（英数字、記号、/）128 文字以内で入力します。

SMB サーバーのフォルダー名と共有名が異なる場合、共有名を入
力します。

– ［カラー設定］：カラーでスキャンするか白黒でスキャンするかを選
択します。

– ［符号化方式］：白黒画像を送信する時の圧縮方式を選択します。
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– ［添付ファイル形式］：スキャンした画像を保存するファイル形式を
選択します。

– ［モード］：原稿の画質を選択します。

– ［解像度］：スキャンする解像度を選択します。

– ［スキャン範囲］：スキャンする画像のサイズを選択します。

– ［メール送信通知］：SMB サーバーへの送信を行った後、メール通知
をするかどうかを設定します。

– ［通知先アドレス］：通知先のメールアドレスを半角（英数字、記号）
64 文字以内で入力します。

– ［匿名］：SMB サーバーへログインする際に、ユーザー名とパスワー
ドが不要な場合に選択します。

– ［プライベートサイト］：SMB サーバーへログインする際に、ユー
ザー名とパスワードが必要な場合に選択します。

– ［ユーザー名］：SMB サーバーへログインするためのユーザー名を半
角（英数字、記号）20 文字以内で入力します。

– ［パスワード］：SMB サーバーへログインするためのパスワードを半
角（英数字、記号）20 文字以内で入力します。

– ［パスワードの再入力］：確認のため、パスワードを再入力します。

4［OK］ボタンをクリックします。

登録された宛先が［ダイアル登録］リストに表示されます。

短縮ダイアルの編集

1 編集したい短縮ダイアルをツリーから選びます。

2［編集］ボタンをクリックします。

3 短縮ダイアルの登録画面で、必要に応じて設定を行います。

4［OK］ボタンをクリックします。

編集が完了し、登録リストの画面に戻ります。

短縮ダイアルの削除

1 削除したい短縮ダイアルをツリーから選びます。

2［削除］ボタンをクリックします。

選択した登録ダイアル番号から、登録されている宛先情報が削除されま
す。
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グループダイアルを編集する

ここでは、グループダイアルの名称を編集する操作について説明します。

グループの編集またはグループからの削除は、短縮ダイアルの設定
のなかで行います。詳しくは、 「短縮ダイアルの編集」（p.223）をご
らんください。

1［ダイアル登録］横の［+］をクリックし、［グループダイアル］横の
［+］をクリックします。

2 表示されたツリーから編集したいグループを選択します。

3［編集］ボタンをクリックします。

グループ内の短縮ダイアル番号を選択すると、短縮ダイアルの登
録内容を変更することができます。
詳しくは、「短縮ダイアルの編集」（p.223）をごらんください。
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4 グループ名を編集します。

– ［Destination Name Description］：必要に応じて、相手先の説明を、
半角 20 文字以内、または全角 10 文字以内で入力します。

5［OK］ボタンをクリックします。

グループ名の編集が完了しました。

常用の登録

ここでは、常用を登録する操作について説明します。常用には、よく使う短
縮ダイアルやグループダイアルを登録できます。

常用には、 大 20 件の宛先を登録することができます。

1［ダイアル登録］横の［+］をクリックし、［常用］をクリックします。

2［新規登録］ボタンをクリックします。

［常用登録］画面が表示されます。
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3［短縮 ダイアル］または［グループ ダイアル］のどちらかをクリックし
ます。

それぞれのダイアルに登録されている宛先が［短縮ダイアル - グループ
ダイアルリスト］に表示されます。

4［短縮ダイアル - グループダイアルリスト］から登録したい宛先を選択し、
［OK］ボタンをクリックします。

登録された宛先が［ダイアル登録］リストに表示されます。

常用から宛先を削除する場合、ツリーから常用を選択し、［削除］
ボタンをクリックします。
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短縮ダイアル、グループダイアル、常用の印
刷

本機に登録された短縮ダイアル、グループダイアル、常用のリストを印刷す
ることができます。

印刷を行う前に本機との接続を切断してください。接続中は印刷す
ることはできません。

1［ファイル］メニューから［印刷］をクリックします。

［印刷項目選択］画面が表示されます。

2 印刷したい項目のチェックボックスを選択します。
– ［すべて］を選択すると、リスト内のすべての項目が印刷されます。

– ［No. 指定］を選択すると、印刷する項目の番号を指定できます。

3［OK］ボタンをクリックします。

4 必要に応じて印刷設定を行い、［OK］ボタンをクリックします。

リストが印刷されます。
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本体情報の確認
本機よりダウンロードした設定内容を表示します。トータルカウンターとマ
シン状態を確認することができます。

トータルカウンターの確認

［本体情報］横の［+］をクリックし、［トータルカウンター］をクリックし
ます。

トータルカウンターが表示されます。
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設定概要の確認

［本体情報］横の［+］をクリックし、［設定の概要］をクリックします。

本体の情報が表示されます。
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LSU のアンインストール
LSU のアンインストールを行うには、コンピューターの管理者権限
が必要です。

Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 を使用時に［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、［許可］または
［続行］をクリックします。

1［スタート］メニューから［すべてのプログラム］-［KONICA 
MINOLTA］-［bizhub C25］-［LSU］-［アンインストール］をクリック
します。

2 画面の指示に従って操作します。

3 以下の画面が表示されればアンインストールの完了です。
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トラブルシューティング

症状 対応・処置

LSU 使用中、プリン

タードライバーの画面
が表示されるまでに時
間がかかる。

プリンタードライバーの画面が表示されるまでお
待ちください。
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6ネットワーク設定
メニューについて



ネットワーク設定メニュー

設定メニューの構成

［管理者設定］は、管理者専用の設定メニューです。このメニューの
設定項目を表示するには、［管理者設定］を選択後、テンキーで 6 桁
の管理者番号（初期値：000000）を入力してから選択キーを押して
ください。

設定ﾒﾆｭｰ ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ

ﾏｼﾝ設定

用紙設定

管理者設定 ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ設定

ｺﾋﾟｰ設定 ﾘﾓｰﾄﾓﾆﾀｰ

ﾀﾞｲｱﾙ登録 ﾈｯﾄﾜｰｸ設定 TCP/IP

ﾌｧｸｽ送信設
定

IP ｱﾄﾞﾚｽ設定*1 IP ｱﾄﾞﾚｽ

ﾌｧｸｽ受信設
定

ｻﾌﾞﾈｯﾄ ﾏｽｸ

ﾚﾎﾟｰﾄ設定 ｹﾞｰﾄｳｪｲ

読込み設定 DHCP*1
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BOOTP*1

ARP/PING*1

HTTP*1

FTP ｻｰﾊﾞｰ *1

FTP 送信*1

SMB 宛先*1

BONJOUR*1

ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ 
DNS*1

IPP*1

RAW ﾎﾟｰﾄ *1 禁止 /許可

双方向

SLP*1

SNMP*1
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WSD 印刷*1

WSD ｽｷｬﾝ

IPSEC*1

IP ｱﾄﾞﾚｽ 
ﾌｨﾙﾀｰ *1

ｱｸｾｽ許可

ｱｸｾｽ拒否

IPv6*1 禁止 /許可

自動設定*2

ﾘﾝｸ ﾛｰｶﾙ 
ｱﾄﾞﾚｽ *2

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ 
ｱﾄﾞﾚｽ *2

NETWARE

ｹﾞｰﾄｳｪｲ *2

APPLETALK

SPEED/
DUPLEX

IEEE802.1X
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設定ﾒﾆｭｰ 管理者設定 ﾒｰﾙ設定 SMTP

発信元名

E-mail ｱﾄﾞﾚｽ

件名初期値

SMTP ｻｰﾊﾞ 
ｱﾄﾞﾚｽ

SMTP ﾎﾟｰﾄ番
号

SMTP ﾀｲﾑｱｳﾄ

ﾃｷｽﾄ挿入

POP BEFORE 
SMTP

無効 /有効

POP3 ｻｰﾊﾞ 
ｱﾄﾞﾚｽ *3

POP3 ﾎﾟｰﾄ番
号*3

POP3 ﾀｲﾑ
ｱｳﾄ *3

POP3 ｱｶｳﾝﾄ *3
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POP3 
ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ *3

SMTP 認証 無効 /有効

SMTP ﾕｰｻﾞ名*4

SMTP 
ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ *4
ネットワーク設定メニュー238



設定ﾒﾆｭｰ 管理者設定 LDAP 設定 無効 /有効

ﾒﾓﾘ ﾀﾞｲﾚｸﾄ LDAP ｻｰﾊﾞ 
ｱﾄﾞﾚｽ *5

USB 設定 LDAP ﾎﾟｰﾄ番
号*5

ﾌｧｸｽ設定 SSL 設定*5

送信設定 検索ﾍﾞｰｽ *5

ﾕｰｻﾞｰ設定 属性*5

消耗品を交
換

検索方法*5

LDAP ﾀｲﾑ
ｱｳﾄ *5

検索 大表
示件数*5

認証*5

LDAP ｱｶｳﾝﾄ *5

LDAP 
ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ *5

ﾄﾞﾒｲﾝ名 *5
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ネットワーク設定メニューの表示

本機の操作パネルで以下のキー操作を行い、本機のネットワークメニューの
設定項目を表示します。このメニューでは、設定可能なネットワークの項目
をすべて表示できます。

ネットワーク設定メニューの設定項目

本機がネットワーク接続されている場合は、以下の項目を設定する必要があ
ります。各設定項目の詳細については、ネットワーク管理者に相談してくだ
さい。

IP アドレスを設定する際に、クラス D（224.0.0.0 ～
239.255.255.255）またはクラス E（240.0.0.0 ～ 255.255.255.255）
の IP アドレスは設定しないでください。また、IP アドレスの下 3 桁
に「255」を使用することはできません。

押すキー メッセージウィンドウ

［▼］キー ［設定ﾒﾆｭｰ］

［選択］キー［ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ］

［▼］キー ［管理者設定］

［選択］キー
テンキーで 6 桁の管理者番号 （初期値：000000）を入力

します。

［選択］キー［管理者番号］

［▼］キー ［ﾈｯﾄﾜｰｸ設定］
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TCP/IP

IP ｱﾄﾞﾚｽ設定

IP ｱﾄﾞﾚｽ

ｻﾌﾞﾈｯﾄ ﾏｽｸ

目的 TCP/IP を有効にするかどうかを設定します。

［無効］に設定すると、TCP/IP が無効になります。

［有効］に設定すると、TCP/IP が有効になります。

設定値 ［無効］
［有効］

初期値 ［有効］

目的 本機のネットワーク上の IP アドレスを設定します。

初期値 ［0.0.0.0］

範囲 各 3 桁の数値： 0 ～ 255

テンキーを押して数値を入力し、［ ］、［ ］キーを押

して 3 桁の数値 4 つの間を移動させます。

備考 「.001」のような入力はできません。「.1」として

［ ］、［ ］キーで移動させます。

［戻る］キーは、削除に使用します。IP アドレスメ

ニューをキャンセルするには、1 秒以上［戻る］キー

を長押しして、すべての設定をクリアした後に、再度
［戻る］キーを押してください。

目的 ネットワークのサブネットマスク値を設定します。サブ
ネットマスクを使用して、本機の利用可能な範囲を制限
することができます（例えば、部署ごとに範囲を設定で
きます）。

初期値 ［0.0.0.0］

範囲 各 3 桁の数値： 0 ～ 255

テンキーを押して数値を入力し、［ ］、［ ］キーを押

して 3 桁の数値 4 つの間を移動させます。

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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ｹﾞｰﾄｳｪｲ

備考 ［.001］のような入力はできません。［.1］として

［ ］、［ ］キーで移動させます。

［戻る］キーは、削除に使用します。IP アドレスメ

ニューをキャンセルするには、1 秒以上［戻る］キー

を長押しして、すべての設定をクリアーした後に、再
度［戻る］キーを押してください。

目的 ネットワーク上にルーター／ゲートウェイがあり、サブ
ネットを越えた先のネットワーク上のユーザーからも本
機を利用できるようにする場合に、ルーター／ゲート
ウェイのアドレスを設定します。

初期値 ［0.0.0.0］

範囲 各 3 桁の数値： 0 ～ 255

テンキーを押して数値を入力し、［ ］、［ ］キーを押

して 3 桁の数値 4 つの間を移動させます。

備考 「.001」のような入力はできません。「.1」として

［ ］、［ ］キーで移動させます。

［戻る］キーは、削除に使用します。IP アドレスメ

ニューをキャンセルするには、1 秒以上［戻る］キー

を長押しして、すべての設定をクリアーした後に、再
度［戻る］キーを押してください。

▲

▲

▲

▲

▲

▲
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DHCP

BOOTP

ARP/PING

目的 ネットワーク内に DHCP サーバーがある場合に、DHCP
サーバーから自動的に IP アドレスを取得、また他のネッ

トワーク情報をロードするかどうかを設定します。

設定値 ［無効］
［有効］

初期値 ［有効］

目的 ネットワーク内に BOOTP サーバーがある場合に、

BOOTP サーバーから自動的に IP アドレスを取得、また

は他のネットワーク情報をロードするかどうかを設定し
ます。

設定値 ［無効］
［有効］

初期値 ［無効］

目的 DHCP もしくは BOOTP によって IP アドレスを取得でき

ず、また固定の IP アドレスを割り当てられていない場合

は、はじめに本機に届いた ICMP(Ping) パケットのあて先

IP アドレスを、本機の IP アドレスとして取得できます。

［無効］に設定すると、IP アドレスを自動的に取得しま

せん。

［有効］に設定すると、IP アドレスを自動的に取得しま

す。

設定値 ［無効］
［有効］

初期値 ［無効］
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HTTP

FTP サーバー 

FTP 送信

目的 HTTP を有効にするかどうかを設定します。

［無効］に設定すると、HTTP が無効になります。

［有効］に設定すると、HTTP が有効になります。

設定値 ［無効］
［有効］

初期値 ［有効］

目的 FTP サーバー機能を有効にするかどうかを設定します。

［無効］に設定すると、FTP サーバー機能が無効になりま

す。

［有効］に設定すると、FTP サーバー機能が有効になりま

す。

設定値 ［無効］
［有効］

初期値 ［有効］

目的 FTP クライアント機能を有効にするかどうかを設定しま

す。

［無効］に設定すると、FTP クライアント機能が無効にな

ります。

［有効］に設定すると、FTP クライアント機能が有効にな

ります。

設定値 ［無効］
［有効］

初期値 ［有効］
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SMB 宛先

BONJOUR

ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ DNS

IPP

目的 SMB を有効にするかどうかを選択します。

［無効］を選択すると、SMB が無効になります。

［有効］を選択すると、SMB が有効になります。

設定値 ［無効］
［有効］

初期値 ［有効］

目的 Bonjour を有効にするかどうかを設定します。

［無効］に設定すると、Bonjour が無効になります。

［有効］に設定すると、Bonjour が有効になります。

設定値 ［無効］
［有効］

初期値 ［有効］

目的 ダイナミック DNS を有効にするかどうかを設定します。

［無効］に設定すると、Dynamic DNS が無効になります。

［有効］に設定すると、Dynamic DNS が有効になります。

設定値 ［無効］
［有効］

初期値 ［無効］

目的 IPP を有効にするかどうかを設定します。

［無効］に設定すると、IPP が無効になります。

［有効］に設定すると、IPP が有効になります。

設定値 ［無効］
［有効］

初期値 ［有効］
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RAW ﾎﾟｰﾄ

禁止／許可

双方向

SLP

目的 RAW ポートを有効にするかどうかを設定します。

［無効］に設定すると、RAW ポートが無効になります。

［有効］に設定すると、RAW ポートが有効になります。

設定値 ［無効］
［有効］

初期値 ［有効］

目的 RAW ポートを使用した通信を有効にするかどうかを設定

します。

［無効］に設定すると、RAW ポートを使用した通信が無

効になります。

［有効］に設定すると、RAW ポートを使用した通信が有

効になります。

設定値 ［無効］
［有効］

初期値 ［無効］

目的 SLP を有効にするかどうかを設定します。

［無効］に設定すると、SLP が無効になります。

［有効］に設定すると、SLP が有効になります。

設定値 ［無効］
［有効］

初期値 ［有効］
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SNMP

WSD 印刷

WSD ｽｷｬﾝ

IPSEC

目的 SNMP を有効にするかどうかを設定します。

［無効］に設定すると、SNMP が無効になります。

［有効］に設定すると、SNMP が有効になります。

設定値 ［無効］
［有効］

初期値 ［有効］

目的 WSD 印刷を有効にするかどうかを設定します。

［無効］に設定すると、WSD 印刷が無効になります。

［有効］に設定すると、WSD 印刷が有効になります。

設定値 ［無効］
［有効］

初期値 ［有効］

目的 WSD スキャンを有効にするかどうかを設定します。

［無効］に設定すると、WSD スキャンが無効になります。

［有効］に設定すると、WSD スキャンが有効になります。

設定値 ［無効］
［有効］

初期値 ［有効］

目的 IPsec を有効にするかどうかを設定します。

［無効］に設定すると、IPsec が無効になります。

［有効］に設定すると、IPsec が有効になります。

設定値 ［無効］
［有効］

初期値 ［無効］
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IP ｱﾄﾞﾚｽ ﾌｨﾙﾀｰ

ｱｸｾｽ許可

ｱｸｾｽ拒否

IPv6

禁止／許可

自動設定

目的 IP アドレスによるアクセス許可を有効にするかどうかを
設定します。

［無効］に設定すると、アクセス許可が無効になります。

［有効］に設定すると、アクセス許可が有効になります。

設定値 ［無効］
［有効］

初期値 ［無効］

目的 IP アドレスによるアクセス拒否を有効にするかどうかを
設定します。

［無効］に設定すると、アクセス拒否が無効になります。

［有効］に設定すると、アクセス拒否が有効になります。

設定値 ［無効］
［有効］

初期値 ［無効］

目的 IPv6 を有効にするかどうかを設定します。

［無効］に設定すると、IPv6 が無効になります。

［有効］に設定すると、IPv6 が有効になります。

設定値 ［無効］
［有効］

初期値 ［有効］

目的 自動設定を有効にするかどうかを設定します。

［はい］に設定すると、自動設定が有効になります。

［いいえ］に設定すると、自動設定が無効になります。

設定値 ［はい］
［いいえ］
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ﾘﾝｸ ﾛｰｶﾙ ｱﾄﾞﾚｽ

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ ｱﾄﾞﾚｽ

ｹﾞｰﾄｳｪｲ

NETWARE

APPLETALK

初期値 ［はい］

目的 リンクローカルアドレスを表示します。

目的 グローバルアドレスを表示します。

目的 ゲートウェイを表示します。

目的 NetWare を有効にするかどうかを設定します。

［無効］に設定すると、NetWare が無効になります。

［有効］に設定すると、NetWare が有効になります。

設定値 ［無効］
［有効］

初期値 ［無効］

目的 AppleTalk を有効にするかどうかを設定します。

［無効］に設定すると、AppleTalk が無効になります。

［有効］に設定すると、AppleTalk が有効になります。

設定値 ［無効］
［有効］

初期値 ［有効］
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SPEED/DUPLEX

IEEE802.1X

目的 ネットワークの通信速度と双方向通信での通信方式の設
定ができます。

設定値 ［自動］
［10BASE FULL］
［10BASE HALF］
［100BASE FULL］
［100BASE HALF］
［1000BASE FULL］

初期値 ［自動］

目的 IEEE802.1X を有効にするかどうかを設定します。

［無効］に設定すると、IEEE802.1X が無効になります。

［有効］に設定すると、IEEE802.1X が有効になります。

設定値 ［無効］
［有効］

初期値 ［無効］
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7ネットワーク印刷



ネットワーク接続

概念図

本機を TCP/IP ネットワークに接
続するには、内部ネットワーク
アドレスを本機に設定しておく
必要があります。

多くの場合、他で使用さ
れていない IP アドレスの
みを入力します。ただし、
ネットワーク環境によっ
ては、サブネットマスク
／ゲートウェイ（ルー
ター）アドレスも入力す
る必要があります。
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接続方法

イーサネット接続の場合

標準イーサネットインターフェースは RJ45 コネクターです。

本機をイーサネットネットワークに接続するときは、本機の IP（Internet 
Protocol）アドレスの設定方法によって、操作手順が異なります。本機の工
場出荷時には、IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイが設定され
ています。

IP アドレス：TCP/IP ネットワーク上で各デバイスを識別する固有の値

サブネットマスク：IP アドレスが属するサブネットを判断するために使
用されるフィルタ

ゲートウェイ：サブネットを越えて通信する場合に 初に経由する、
ネットワーク上のノード（機器）

ネットワーク上にある各コンピューターと本機の IP アドレスは固有のアド
レスでなければならないため、通常本機の初期設定のアドレスを変更して、
そのネットワークや周りのネットワーク上にある他の機器の IP アドレスと
コンフリクト（競合）しないようにする必要があります。2 種類の方法のい
ずれかでその変更を行うことができます。それぞれの方法について、以下に
詳しく説明します。

DHCP を使用する場合

アドレスを手動設定する場合

DHCP を使用する場合

お使いのネットワークで DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）を
使用している場合は、本機の電源をオンにすると、DHCP サーバーによっ
て本機の IP アドレスが自動的に割り当てられます。（DHCP の説明につい
ては、「ネットワーク印刷」（p.256）を参照してください。）

本機の IP アドレスが自動的に設定されない場合は、本機の設定で
DHCP が有効になっているかを確認してください。（［設定ﾒﾆｭｰ］-
［管理者設定］-［ﾈｯﾄﾜｰｸ設定］-［DHCP］を選択してください。）

1 本機をネットワークに接続します。

イーサネットケーブルのコネクター（RJ45）を、本機のイーサネットイ
ンターフェースポートに差し込んで、本機をネットワークに接続しま
す。

2 コンピューターと本機の電源をオンにします。
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3 本機のメッセージ画面から［ｳｫｰﾑｱｯﾌﾟ中］という表示が消えたら、設定
メニューリストを印刷し、IP アドレスが設定されているかを確認しま
す。

設定メニューリストを印刷する場合は、［ﾚﾎﾟｰﾄ / ｽﾃｰﾀｽ］-［ﾚﾎﾟｰﾄ］-［設
定ﾒﾆｭｰﾘｽﾄ］を選択してください。

4 プリンタードライバーをインストールします。

DHCP サーバーに接続できない場合、169.254.0.0 から
169.254.255.255 の範囲で、IP アドレスが自動的に設定されます。

アドレスを手動設定する場合

以下の方法で、本機の IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを手
動で設定変更することができます。

手動で IP アドレスを設定する場合は、［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-
［ﾈｯﾄﾜｰｸ設定］-［DHCP］、［BOOTP］、［ARP/PING］で［無効］を
選択してください。
また、IP アドレスを変更した場合は、あらたにポートを追加するか、
プリンタードライバーを再インストールしてください。

ご注意

本機の IP アドレスを変更する場合は、必ずネットワーク管理者に連絡して
ください。

1 本機をネットワークに接続します。

イーサネットケーブルのコネクター（RJ45）を、本機のイーサネットイ
ンターフェースポートに差し込んで、本機をネットワークに接続しま
す。

2 コンピューターと本機の電源をオンにします。

3 IP アドレスの設定を行います。
IP アドレスを指定する場合は、［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-
［ﾈｯﾄﾜｰｸ設定］-［IP ｱﾄﾞﾚｽ設定］-［IP ｱﾄﾞﾚｽ］を選択してください。

設定を変更したら［選択］キーを押してください。

4 サブネットマスクとゲートウェイを設定しない場合は、手順 6 にすすん
でください。

サブネットマスクを設定せずにゲートウェイを設定する場合は、手順 5
にすすんでください。

サブネットマスクを設定する場合は、以下の操作を行います。
サブネットマスクを設定する場合は、［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-

［ﾈｯﾄﾜｰｸ設定］-［IP ｱﾄﾞﾚｽ設定］-［ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸ］を選択します。

設定を変更したら［選択］キーを押してください。
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5 ゲートウェイを設定しない場合は、手順 6 にすすんでください。

ゲートウェイを設定する場合は、以下の操作を行います。
ゲートウェイアドレスを設定する場合は、［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設
定］-［ﾈｯﾄﾜｰｸ設定］-［IP ｱﾄﾞﾚｽ設定］-［ｹﾞｰﾄｳｪｲ］を選択します。

設定を変更したら［選択］キーを押してください。

6 設定変更を保存し、本機を印刷可能な状態に戻します。

7 設定情報リストを印刷し、IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェ
イが正しく設定されているかを確認します。

設定情報リストを印刷する場合は、［ﾚﾎﾟｰﾄ / ｽﾃｰﾀｽ］-［ﾚﾎﾟｰﾄ］-［設定情
報ﾘｽﾄ］を選択します。

8 プリンタードライバーをインストールします。
ネットワーク接続 255



ネットワーク印刷
ここでは、ネットワーク印刷に関する用語を説明します。

AppleTalk

Bonjour

BOOTP

DDNS

DHCP

FTP

HTTP

IEEE802.1X

IPP

IPsec

IPv6

IPX/SPX

LLMNR

LLTD

LPD/LPR

SLP

SMTP

SNMP

Port 9100

WSD プリント

本章では、これらのネットワーク印刷に関する用語と、IPP 印刷の方法につ
いて説明します。

AppleTalk

AppleTalk は、Apple 社の Macintosh で使用されている通信プロトコル群の
総称です。

Bonjour

Bonjour は、ネットワーク上に接続しているデバイスを自動的に検出し、設
定を行う、Macintosh のネットワーク技術です。以前は Rendezvous と呼ば
れていましたが、Mac OS X 10.4 から Bonjour と名称変更されました。
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BOOTP

BOOTP（Bootstrap Protocol）は、ディスクレスクライアントが、自己の IP
アドレス、ネットワーク上の BOOTP サーバーの IP アドレス、
起動するためにメモリーにロードするファイルを取得できるようにするイン
ターネットプロトコルです。BOOTP により、クライアントは、ハードディ
スクドライブやフロッピーディスクドライブがなくても起動できるようにな
ります。

DDNS（Dynamic DNS）
DDNS（Dynamic Domain Name System）は、動的に割り当てられる IP ア
ドレスを、自動的に固定ドメインに割り当てる技術です。

近年、常時接続環境が整ってきたことにより、自宅のパソコンをインター
ネットに Web サーバーとして公開しようとするユーザーが増えてきまし
た。ただ、インターネットサービスプロバイダーから提供される IP アドレ
スは、接続のたびに変更される場合が多く、インターネットに公開するには
不便でした。

DDNS サービスを利用することにより、常に固定のホスト名で自宅サー
バーにアクセスすることが可能になります。

DHCP

DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）は、動的 IP アドレスをネッ
トワーク上のデバイスに割り当てるプロトコルです。動的 IP アドレスを使
用するため、デバイスはネットワークに接続するたびに異なる IP アドレス
を取得することもあります。システムによっては、デバイスがネットワーク
に接続され続けていても IP アドレスが途中で変わることもあります。また、
DHCP は固定 IP アドレスと動的 IP アドレスの両方が存在する環境にも対応
しています。動的アドレスを使用すると、ソフトウェアが IP アドレスの情
報を把握するため、ネットワーク管理者が IP アドレスの管理を行うよりも、
ネットワーク管理が簡単になります。例えば、固有の IP アドレスを手動で
割り当てる手間をかけずに、新しいデバイスをネットワークに追加すること
ができます。

FTP

FTP（File Transfer Protocol）は、インターネットやイントラネットなどの
TCP/IP ネットワークでファイルを転送するときに使われるプロトコルです。

HTTP

HTTP（HyperText Transfer Protocol）は、ワールドワイドウェブ（WWW）
で使用されている基礎となるプロトコルです。HTTP では、メッセージの書
式、送信方法や、各種コマンドに対する Web サーバーとブラウザーの動作
が規定されています。例えば、ブラウザーで URL を入力すると、実際には、
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要求した Web ページの取得と送信を指示する HTTP コマンドがその Web
サーバーに送られます。

IEEE802.1X

LAN でのユーザー認証の方式を定めたプロトコルで、無線だけでなく有線
で利用することもできます。RADIUS サーバー（認証サーバー）により認
証を行い、認証に成功したユーザーは通信を行うことができます。認証に失
敗したユーザーとの通信は行われません。

IPP

IPP（Internet Printing Protocol）は、インターネット経由での印刷を行うプ
ロトコルです。IPP により、ユーザーは、プリンターの機能の確認、プリン
ターへのプリントジョブの送信、プリンターやプリントジョブの状況確認、
送信済みのプリントジョブのキャンセルが可能です。

IPP の使用方法についての詳しくは、「IPP（Internet Printing Protocol）印
刷」（p.261）をごらんください。

IPsec

TCP/IP で使用されているセキュリティー技術です。送信するパケットの暗
号化や認証に関するプロトコルを決めることによって、セキュリティーを強
化したサービス提供が可能となります。

IPv6

IPv6（Internet Protocol version 6）は、インターネットを使用する機器の増
加に伴い、現在使用されている IPv4 に代わるものとして準備が進められて
きたプロトコルです。IP アドレスが 128 ビット化され、セキュリティー機
能が追加されています。

IPX/SPX

IPX/SPX（Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange）
は、Novel 社により開発されたネットワークプロトコルです。TCP/IP が普
及する以前の一般的な LAN プロトコルで、主に NetWare 環境で使用されて
いました。

LLMNR

LLMNR（Link-Local Multicast Name Resolution）は、近隣のコンピューター
の名前解決を実行するためのプロトコルです。リクエストおよび応答メッ
セージの単純な交換を使用して、DNS サーバーまたは DNS クライアントの
構成を必要とせずに近隣のコンピューターの名前解決を実行できます。
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LLTD

LLTD（Link Layer Topology Discovery ）は、ネットワーク上に存在する機器
がどのようにつながっているかを調べるための技術です。この技術を搭載し
たネットワーク機器は、ネットワーク上の Windows Vista/7/Server 2008 か
ら存在を認識され、Windows Vista/7 のネットワークマップ上にアイコンと
して表示されます。

LPD/LPR

LPD/LPR（Line Printer Daemon/Line Printer Remote）は、TCP/IP 上で動作
する、プラットフォームに依存しない印刷プロトコルです。もともと BSD 
UNIX 用に開発されましたが、一般のコンピューターでも使用されるように
なり、今では標準的な印刷プロトコルとなっています。

SLP

従来は、ネットワーク上のサービスの場所を確認するためには、利用したい
サービスを提供しているコンピューターのホスト名やネットワークアドレス
をユーザーが入力する必要がありました。そのために多くの管理上の問題が
発生しました。

ところが、SLP を使用して、いくつかのネットワークサービスを自動化す
ることにより、プリンターなどのネットワークリソースを簡単に確認、利用
できるようになりました。

SLP のユーザーはネットワークのホスト名を把握しておく必要がなくなり、
代わりに、利用したいサービスの内容のみを知っておくだけでよくなりまし
た。さらに、SLP は利用したいサービスの URL を返すこともできます。

ユニキャスト、マルチキャスト、ブロードキャスト

SLP はユニキャストとマルチキャストに対応したプロトコルです。つまり、
メッセージは一度に 1 エージェントに送信されるか（ユニキャスト）、受信
可能な全エージェントに同時に送信されます（マルチキャスト）。ただし、
マルチキャストはブロードキャストとは異なります。理論上は、ブロード
キャストメッセージはネットワーク上のすべてのノード（機器）に届きま
す。マルチキャストメッセージはマルチキャストグループに入っているノー
ド（機器）にしか届かないという点で、ブロードキャストとは異なります。

ネットワーク上のルーターはほとんどブロードキャストデータを通過させま
せん。つまり、サブネット上から発信されたブロードキャストはルーティン
グされないか、またはそのルーターに接続された他のどのサブネットにも転
送されません（ルーター側から見ると、1 つのサブネットは、ルーターの
ポートに接続されたすべてのコンピューターになります）。

これに対し、マルチキャストはルーターによって転送されます。あるグルー
プから発信されたマルチキャストのデータは、そのグループ用のマルチキャ
ストデータを受信可能なコンピューターが 1 台以上あるサブネットすべて
に、ルーターから転送されます。
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SMTP

SMTP（Simple Mail Transfer Protocol）は、電子メールをやりとりするため
のプロトコルです。

もともとはサーバー同士でメールをやり取りするために使われていました
が、現在は電子メールクライアントソフトウェアが、POP を使用してサー
バーにメールを送信するためにも利用されています。

SNMP

SNMP（Simple Network Management Protocol）は、複雑なネットワークを
管理するプロトコルの集合です。SNMP は、ネットワークのいろいろな場
所にメッセージを送信して動作します。SNMP 対応のデバイス（エージェ
ントと呼ばれます）は、そのデバイスに関するデータを MIB（Management 
Information Bases）に記録し、そのデータを SNMP リクエスターに返しま
す。

Port 9100

ネットワーク経由で印刷をする場合、TCP/IP の port 番号 9100 を利用して
raw データを送信することができます。

WSD プリント

Web サービス機能を使用した印刷方法です。Windows Vista/7/Server 2008/
Server 2008 R2 では、Web サービス機能により、ネットワーク接続された
プリンターを自動的に検出して WSD プリンターとしてインストールしま
す。印刷時に WSD プリンターを指定することで、通信に HTTP を使用して
印刷できます。
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IPP（Internet Printing Protocol）印刷
プリンタードライバーのインストールを行うには、コンピューター
の管理者権限が必要です。

Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 を使用時に［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、［許可］または
［続行］をクリックします。

IPP 印刷をするときは、ネットワーク設定が必要です。詳しくは「接
続方法」（p.253）と「IPP」（p.258）をごらんください。

Windows Server 2008/Server 2008 R2 をお使いの場合

Windows Server 2008/Server 2008 R2 をお使いの場合、プリンタードライ
バーのインストールを行う前に OS 側で設定を行う必要があります。

1［スタート］をクリックします。

2［管理ツール］から［サーバーマネージャ］を選択します。

ユーザーアカウント制御の画面が表示されたら、［許可］または
［続行］をクリックします。

3 サーバーマネージャー画面の［機能の概要］から、［機能の追加］を選
択します。

4［インターネット印刷クライアント］にチェックして機能をインストー
ルします。

5 コンピューターを再起動します。

インストーラーからの IPP ポートの追加

1 Drivers CD-ROM を CD/DVD-ROM ドライブに入れます。

インストーラーが起動します。

Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 をご使用の場合は、
CD-ROM 挿入時に自動再生ダイアログが表示されるので、
［AutoRun.exe の実行］をクリックしてください。

インストーラーが自動的に起動しない場合は、CD-ROM 内の
［AutoRun.exe］アイコンをダブルクリックしてください。

2［ネットワーク］をクリックします。

3［プリンター］をクリックします。

4［同意します］をクリックします。

5［次へ］をクリックします。

6［プリンターのインストール］を選択して［次へ］をクリックします。
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7 プリンターが検出され、デバイスリストに表示されます。デバイスリス
トから本機を選択してください。

［検索条件設定］：［検索条件設定］をクリックすると、他のネットワー
クでプリンターを検索します。

［リスト更新］：［リスト更新］をクリックすると、検索されたプリン
ターの情報が 新のものに更新されます。

8 印刷方法のプルダウンリストから［インターネット印刷］を選択し、
［次へ］ をクリックします。
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9 インストールするドライバーを選択し、［次へ］をクリックします。

10 インストールする内容を確認し、［インストール］をクリックします。

11［完了］をクリックします。

これでプリンタードライバーのインストールは完了です。
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［プリンタの追加］ウィザードからの IPP ポートの追加
（Windows XP/Server 2003 の場合）

1［スタート］をクリックして、［プリンタと FAX］を選択します。

2［プリンタの追加］をクリックします。

3 2 番目に表示される画面で［ネットワークプリンタ、またはほかのコン
ピュータに接続されているプリンタ］を選択して、［次へ］をクリック
します。

4 次に表示される画面で、［URL］に以下のいずれかの形式で本機のネッ
トワークパス名を入力し、［次へ］をクリックします。

http://IP アドレス /ipp

http://IP アドレス :80/ipp

http://IP アドレス :631/ipp
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本機へ接続できなかった場合、以下のメッセージが表示されま
す。

［プリンタへ接続できませんでした。入力されたプリンタ名が正しく
ないか、または指定されたプリンタがサーバーに接続されていませ
ん。詳細な情報を参照するには、［ヘルプ］をクリックしてくださ
い。］

5［ディスク使用］を選択します。

6［参照］を選択します。

7 CD-ROM の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、［開く］
をクリックします。
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8［OK］をクリックします。

9［OK］をクリックします。

10 本機をデフォルトで使用するかどうかを選択して、［次へ］をクリック
します。
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11［完了］をクリックします。

［プリンタの追加］ウィザードからの IPP ポートの追加
（Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 の場合）

1［スタート］メニューから［コントロールパネル］をクリックします。

2［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 7 の場合、［ハードウェアとサウンド］の［デバイスとプリ
ンターの表示］をクリックします。

Windows Server 2008 R2 の場合、［ハードウェア］の［デバイスとプ
リンターの表示］をクリックします。

3［プリンタの追加］をクリックします。

4［ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンタを追加します］を
クリックします。
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5［探しているプリンタはこの一覧にはありません］をクリックします。

6 次に表示される画面で、［共有プリンタを名前で選択する］に以下のい
ずれかの形式で本機のネットワークパス名を入力し、［次へ］をクリッ
クします。

http://IP アドレス /ipp

http://IP アドレス :80/ipp

http://IP アドレス :631/ipp

本機へ接続できなかった場合、以下のメッセージが表示されま
す。

［プリンタへ接続できませんでした。名前が正しく入力されていて、
プリンタがネットワークに接続されていることを確認してくださ
い。］
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7［ディスク使用］をクリックします。

8［参照］をクリックします。

9 CD-ROM 内の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、［開く］
をクリックします。

10［OK］をクリックします。
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11［OK］をクリックします。

12［次へ］をクリックします。

13［完了］をクリックします。
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Web サービスプリント
Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 では、ネットワーク上にある
Web サービスプリント対応のプリンターを検索してインストールできます。

プリンタードライバーのインストールを行うには、コンピューター
の管理者権限が必要です。

プリンタードライバーのインストールを行う前に、すべてのアプリ
ケーションを終了させてください。

Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 では、［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、［許可］または［続
行］をクリックします。

詳しくは「接続方法」（p.253）、「WSD プリント」（p.260）をごらん
ください。

Windows Server 2008/Server 2008 R2 をお使いの場合

Windows Server 2008/Server 2008 R2 をお使いの場合、プリンタードライ
バーのインストールを行う前に OS 側で設定を行う必要があります。

1［スタート］をクリックします。

2［管理ツール］から、［サーバーマネージャ］を選択します。

［ユーザーアカウント制御］が表示されるときは、［許可］または
［続行］をクリックします。

3［サーバーマネージャ］画面の［機能の概要］から、［機能の追加］を選
択します。

4［印刷サービスツール］または［印刷とドキュメントサービスツール］
を選んでインストールします。

ネットワークウィンドウからプリンタードライバーを認識さ
せる

Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 で Web サービスプリントを
利用する場合は、プリンタードライバーを先にインストールしてからプラグ
アンドプレイでプリンタードライバーを認識させます。

1 本機のプリンタードライバーをインストールします。

インストーラーまたはプリンターの追加ウィザードでプリンタードライ
バーをインストールします。インストールするポートはどのポートでも
構いません。

2 本機をネットワークに接続した状態で電源をオン にします。
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インストール途中でプリンターを検索するため、本機をネットワー
クに接続した状態にしてください。

3 Web サービスプリントを利用する場合は、コンピューターの［ネット
ワークと共有センター］で［ネットワーク探索］が有効になっているこ
とを確認します。

4［ネットワーク］画面を開きます。
Windows Vista/Server 2008 の場合：［スタート］から［ネットワー
ク］をクリックします。

Windows 7/Server 2008 R2 の場合：［コンピューター］を開き、
［ネットワーク］をクリックします。

［コンピューター］に［ネットワーク］がない場合、［コントロールパネ
ル］の［ネットワークとインターネット］-［ネットワークのコンピュー
ターとデバイスの表示］を選択します。

接続されているコンピューターとデバイスが検索されます。

5 本機のデバイス名を選択し、ツールバーの［インストール］をクリック
します。

本機のプリンタードライバーが検出され、印刷できる状態になります。

6 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ます。

プリンタードライバーが正しくインストールされていない場合、
［ドライバー設定の更新］でドライバーを更新する必要がありま
す。詳しくは、「本機へ接続後にドライバーを更新する」（p.280）
をごらんください。

Windows Vista/Server 2008 の場合は、先にプリンタードライ
バーをインストールしていない状態でも、引き続きプリンタード
ライバーのインストールディスクを指定してインストールできま
す。［新しいハードウェアが見つかりました］画面が表示された
ら、画面の指示にしたがって操作します。詳しくは「ネットワー
クウィンドウからプリンターを追加」（p.273）をごらんくださ
い。

Windows 7/Server 2008 R2 の場合は、接続したあとにインス
トールディスクを指定することができません。あらかじめプリン
タードライバーをインストールしてください（手順 1）。
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ネットワークウィンドウからプリンターを追加

Windows Vista/Server 2008 の場合は、本機を接続してからプリンターの追
加機能で Web サービスデバイスを追加できます。

Windows 7/Server 2008 R2 の場合は、接続したあとにインストール
ディスクを指定する画面が表示されません。「ネットワークウィンド
ウからプリンタードライバーを認識させる」（p.271）で説明されて
いるように本機を接続します。

1 Drivers CD-ROMをコンピューターのCD/DVD-ROMドライブに入れます。

インストーラーが起動します。

CD-ROM をコンピューターの CD/DVD-ROM ドライブに入れると、
［自動再生］ダイアログボックス内から、 ［AutoRun.exe の実行］を
選択します。

インストーラーが自動で起動しなかった場合、CD-ROM 内の
［AutoRun.exe］をダブルクリックします。

2 インストーラーを閉じます。

3 本機をネットワークに接続した状態で電源をオン にします。
インストール途中でプリンターを検索するため、本機をネットワー
クに接続した状態にしてください。

4 Web サービスプリントを利用する場合は、コンピューターの［ネット
ワークと共有センター］で［ネットワーク探索］が有効になっているこ
とを確認します。

5［ネットワーク］画面を開きます。
Windows Vista/Server 2008 の場合は、［スタート］をクリックして、
［ネットワーク］をクリックします。

6 本機のデバイス名を選択し、ツールバーの［インストール］をクリック
します。
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7［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）］をク
リックします。

8 Windows Vista の場合、手順 9 へお進みください。

Windows Server 2008 の場合、［オンラインで検索しません］をクリッ
クします。

9［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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10［参照］をクリックします。

11 CD-ROM 内の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、［OK］
をクリックします。

12［次へ］をクリックします。

13［閉じる］をクリックします。
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プリンターの追加ウィザードでプリンターを追加する

Windows Vista/Server 2008 の場合は、本機を接続してからプリンターの追
加機能で Web サービスデバイスを追加できます。

Windows 7/Server 2008 R2 の場合は、接続したあとにインストール
ディスクを指定する画面が表示されません。詳しくは、［ネットワー
クウィンドウからプリンタードライバーを認識させる］をごらんく
ださい。

Windows Vista/Server 2008 にインストールするときは、管理者権限
が必要です。

1 Web サービスプリントを利用する場合は、コンピューターの［ネット
ワークと共有センター］で［ネットワーク探索］が有効になっているこ
とを確認します。

2 Drivers CD-ROMをコンピューターのCD/DVD-ROMドライブに入れます。

インストーラーが起動します。

CD-ROMをコンピューターのCD/DVD-ROMドライブに入れると、
［自動再生］ダイアログボックス内から、 ［AutoRun.exe の実行］
を選択します。

インストーラーが自動で起動しなかった場合、CD-ROM 内の
［AutoRun.exe］をダブルクリックします。

3 インストーラーを閉じます。

4［スタート］-［コントロールパネル］-［プリンタ］をクリックします。

5 ツールバーの［プリンタの追加］をクリックします。

6 ダイアログボックス内の［ローカル プリンタを追加します］を選択しま
す。
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7［新しいポートの作成］をクリックし、［Standard TCP/IP Port］を選択
します。

8［次へ］をクリックします。

9［Web サービスデバイス］を選択し、ホスト名または IP アドレスを入力
して［次へ］をクリックします。

［新しいハードウェアが見つかりました］ダイアログボックスが表示されま
す。
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10［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）］をク
リックします。

11 Windows Vista の場合、手順 12 へお進みください。

Windows Server 2008 の場合、［オンラインで検索しません］をクリッ
クします。

12［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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13［参照］をクリックします。

14 CD-ROM 内の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、［開く］
をクリックします。

15［次へ］をクリックします。

16［閉じる］をクリックします。

17［次へ］をクリックします。

18 プリンタードライバーを共有にするかどうか選択して、［次へ］をク
リックします。

19［完了］をクリックします。

これでプリンタードライバーのインストールは完了です。
Web サービスプリント 279



本機へ接続後にドライバーを更新する

Windows 7/Server 2008 R2 でプリンタードライバーを先にインストールせ
ずに本機を接続した場合、プリンタードライバーが正しく認識されません。
この場合は、［ドライバーの更新 ...］が必要です。

1 Drivers CD-ROM を CD/DVD-ROM ドライブに入れます。

インストーラーが起動します。

CD-ROMをコンピューターのCD/DVD-ROMドライブに入れると、
［自動再生］ダイアログボックス内から、 ［AutoRun.exe の実行］
を選択します。

インストーラーが自動で起動しなかった場合、CD-ROM 内の
［AutoRun.exe］をダブルクリックします。

2 インストーラーを閉じます。

3［デバイスとプリンター］画面を開きます。
［コントロール パネル］で［ハードウェアとサウンド］の［デバイス
とプリンターの表示］をクリックします。

［コントロール パネル］がアイコン表示になっている場合は、［デバ
イスとプリンター］をダブルクリックします。

4［未指定］カテゴリに表示されている本機のデバイス名を右クリックし、
［プロパティ］をクリックします。

本機のデバイス名でなく［不明なデバイス（Unknown Device）］と
表示されているときは、右クリックでデバイスを削除してから、プ
リンタードライバーをインストールしてください。詳しくは、「ネッ
トワークウィンドウからプリンタードライバーを認識させる」
（p.271）をごらんください。

5［ハードウェア］タブの［プロパティ］をクリックします。

6［全般］タブの［設定の変更］をクリックします。

7［ドライバー］タブの［ドライバーの更新 ...］をクリックします。

8 ドライバーソフトウェアの検索方法を選択する画面で［コンピューター
を参照してドライバーソフトウェアを検索します］をクリックします。

9［参照］ をクリックします。

10 CD-ROM 内の目的のプリンタードライバーフォルダーを指定し、［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 画面の指示にしたがって操作します。
［Windows セキュリティ］の発行元検証に関する画面が表示されると
きは、［このドライバー ソフトウェアをインストールします］をク
リックします。

13［閉じる］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［デバイ
スとプリンター］ウィンドウに表示されていることを確認します。

15 CD-ROM を CD/DVD-ROM ドライブから取り出します。これで、プリン
タードライバーの更新が完了しました。

Windows Vista/Server 2008 でも、［ドライバの更新 ...］を利用で
きます。Windows Vista/Server 2008 の場合は、［デバイスマネー
ジャ］で［ほかのデバイス］に表示されている本機の［プロパ
ティ］を開くと、［ドライバの更新 ...］が指定できます。

［デバイスマネージャ］は、［コンピュータ］を右クリックして
［プロパティ］をクリックし、表示される［タスク］で選択でき
ます。
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サーバーとクライアント OS のビット数が異
なる場合の対応

プリントサーバーで Windows Server 2008/Server 2008 R2 が稼動していて、
かつ、プリントサーバーとクライアントコンピューターで稼動している OS 
のビット数が異なる場合、プリントサーバーに追加ドライバーを正しくイン
ストールできないことがあります。

この問題は、プリントサーバーに追加ドライバーをインストールするとき
に、異なるビット数の OS のセットアップ情報ファイル（ntprint.inf）を指
定することで、解決できます。

ここでは、プリントサーバーとは別のコンピューターにあるセットアップ情
報ファイルを指定して、追加ドライバーをインストールする方法を説明しま
す。

あらかじめ、プリントサーバーとは別のクライアントコンピュー
ターを設定のために準備して、プリントサーバーとは違うビット数
の OS をインストールしてください。

プリントサーバー側で、クライアントコンピューターのシステムド
ライブを、ネットワークドライブとして割り当てます。あらかじめ、
割り当てるドライブを共有するよう設定する必要があります。

追加ドライバーのインストール方法

ここでは、例として、プリントサーバーに Windows Server 2008（64bit）、
クライアントコンピューターに Windows Vista （32bit）をインストールし
た場合の操作について説明します。

1 クライアントコンピューターの、OS がインストールされているドライ
ブ（通常は C ドライブ）を、共有するように設定します。

この設定は PostScript ドライバーのみ利用できます。
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2 プリントサーバー（64bit）で、手順 1 で共有した、クライアントコン
ピューター（32bit）のドライブ（例：「C」）を、ネットワークドライブ
（例：「Z」）として割り当てます。

この設定は PostScript ドライバーのみ利用できます。

3 プリントサーバー（64bit）に、64bitOS 用のドライバーをインストール
します。

4 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、［プロパティ］
の画面を開きます。

5［共有］タブを選択し、［このプリンタを共有する］にチェックを入れま
す。

6［追加ドライバ］をクリックします。［追加ドライバ］画面が表示されま
す。
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7［プロセッサ］の列の［x86］にチェックを入れ、［OK］をクリックしま
す。

8 32bitOS 用のドライバーがあるフォルダーを指定します。セットアップ
情報ファイルを要求する画面が表示されます。

9［参照］をクリックし、ネットワークドライブを割り当てたクライアン
トコンピューターにある、セットアップ情報ファイル（ntprint.inf）を指
定します。

この設定は PostScript ドライバーのみ利用できます。

– 以下のファイルを指定します。
「Z:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\ntprint.inf_xxx」

– 上記のパスで、「Z」は割り当てたネットワークドライブです。また、
後の「_xxx」は、ドライバーのバージョンによって異なります。

– お使いのクライアントコンピューターによっては、セットアップ情
報ファイルが格納されている場所が異なる場合があります。
［ntprint.inf］と同じ階層に［amd64］というフォルダーが存在する場
合、その配下に 64bitOS 用のセットアップ情報ファイルを指定して
ください。また、32bit 用 OS のドライバーを追加インストールする
場合は、［ntprint.inf］と同じ階層に［I386］というフォルダーがある
セットアップ情報ファイルを指定してください。
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10［開く］をクリックします。

インストールを開始します。

11 インストールが完了したら、［閉じる］をクリックします。

これで、32bitOS 用のドライバーの追加インストールが完了しました。
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トラブルシューティング

症状 対応処置

サーバーが Windows Server 2003/
Server 2008/Server 2008 R2 で、ク

ライアントが Windows XP/Vista/7 の

とき、ポイントアンドプリントでク
ライアント側の一部の機能が使えな
い。

クライアント側に直接プリンタード
ライバーをインストールしてくださ
い。
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8PageScope
Web Connection

の使い方



PageScope Web Connection について
PageScope Web Connection は、本
機に内蔵されている HTTP
（Hyper-Text Transfer Protocol）ベー
スの Web ページで、Web ブラウ
ザーを使用してアクセスすることが
できます。

PageScope Web Connection を使用
すると、本機のステータス（状況）
や、本機で頻繁に使用する設定内容
をすぐに確認することができます。
どなたでも Web ブラウザーを使用
してネットワーク上の本機にアクセ
スすることができます。また、パス
ワードを正しく入力すれば、そのコ
ンピューター上で本機の設定を変更
することができます。

管理者からパスワードを知らされていないユーザーは、設定内容を
確認できますが、設定内容を変更できません。

表示言語

PageScope Web Connection 上で表示される言語は、本機の操作パネルで設
定できます。表示言語の設定の詳細については、「プリンター／コピー／ス
キャナーユーザーズガイド（Documentation CD-ROM 内に収録される PDF
マニュアル）」をごらんください。

また、PageScope Web Connection の［言語］プルダウンリストから言語を
選択することもできます。詳しくは、「言語設定」（p.295）をごらんくださ
い。
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動作環境

PageScope Web Connection を使用するには、以下の環境が必要です。

Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2
Mac OS X 10.3.9/10.4/10.5/10.6
Red Hat Enterprise Linux5, SUSE Linux Enterprise 10

Microsoft Internet Explorer バージョン 6.0 以降

Mozilla Firefox version 3.0 以降

インターネットへ接続する必要はありません。

お使いのコンピューターにTCP/IP接続ソフトウェアがインストールされ
ていること（PageScope Web Connection で使用されます）

お使いのコンピューターと本機の両方がネットワークに接続されている
こと

ローカル接続（USB 接続）の場合は、PageScope Web 
Connection にアクセスできません。
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本機内蔵 Web ページの設定
本機内蔵 Web ページをネットワーク上で動作させるためには、以下の 2 つ
の設定が必要です。

本機の名前とアドレスを設定します。

Web ブラウザー上で「プロキシなし」の設定を行います。

本機の名前の設定

本機の内蔵 Web ページには、以下の 2 種類の方法でアクセスできます。

ネットワークが WINS をサポートしている場合は、WINS 経由で本機の名前
を指定することもできます。

本機に割り当てられた名前を使用する

本機の名前はコンピューター内の IP ホストテーブル（ファイル名は
“hosts”）で設定されており、通常システム管理者によって割り当てられ
ます（例：bizhub C25）。IP アドレスよりも本機の名前を使用する方が
扱いやすい場合もあります。

コンピューター内のホストテーブルファイルの場所

Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2
\windows\system32\drivers\etc\hosts

本機の IP アドレスを使用する

本機の IP アドレスは固有の番号であるため、特にネットワーク上で多
くのプリンターが動作している場合は、入力する値として識別しやすい
必要があります。本機の IP アドレスは、設定情報リストページに記載
されています。

本機の設定メニュー内の設定情報リストページの場所
［ﾚﾎﾟｰﾄ / ｽﾃｰﾀｽ］-［ﾚﾎﾟｰﾄ］-［設定情報ﾘｽﾄ］

Web ブラウザーの設定

本機はイントラネット上にあり、ネットワークのファイアウォールを越えて
はアクセスできないため、お使いの Web ブラウザーで正しく設定を行う必
要があります。Web ブラウザーの設定画面の［プロキシなし］のリストに
本機の名前または IP アドレスを追加する必要があります。

この操作は一度だけ行えば、それ以降は設定の必要ありません。

以下に記載しているサンプル画面は、ソフトウェアのバージョンや使用して
いる OS によって異なる場合があります。
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ここでの例では、本機の IP アドレスの部分を［xxx.xxx.xxx.xxx］と表
しています。必ず上位桁の 0 を入れずに IP アドレスを入力してくだ
さい。例えば、［192.168.001.002］の場合は［192.168.1.2］として
入力します。

Internet Explorer（Windows 版バージョン 6.0）
1 Internet Explorer を起動しま

す。

2［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。

3 画面の［接続］タブをク
リックします。

4［LAN の設定］ボタンをク
リックして、ローカル エリ
ア ネットワーク（LAN）の
設定画面を表示します。

5 プロキシ サーバー内の［詳
細設定］ボタンをクリックして、プロキシの設定画面を表示します。

6 必要に応じて［例外］テキストボックスに本機の名前または IP アドレス
を入力します。

7［OK］を 3 回クリックして、Web ブラウザーのメインウィンドウに戻り
ます。

8 URL 入力ボックスに本機の IPアドレスを入力して、本機の Webページに
アクセスします。
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Mozilla Firefox（Mac OS X 10.6 バージョン 3.6）
1 Mozilla Firefox を起動します。

2［Firefox］メニューから、［環境設定］を選択します。

3 ダイアログボックスの上部から［詳細］を選択します。

4［ネットワーク］タブを選択します。

5［接続設定］を選択します。

6［手動でプロキシを設定す
る］を選択します。

7［プロキシなしで接続］のテ
キストボックスに 後のエ
ントリーの後にコンマを入
力してから、本機の名前ま
たは IP アドレスを入力しま
す。

8［OK］をクリックして、
Web ブラウザーのメイン
ウィンドウに戻ります。

9 URL 入力ボックスに本機の
名前または IP アドレスを入
力して、本機の Web ページ
にアクセスします。
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PageScope Web Connection ウィンドウにつ
いて

以下の画面図では、PageScope Web Connection ウィンドウ内をナビゲー
ションエリアと設定エリアに分けて説明しています。

操作方法

メインタブとサブメニューを選択すると、選択した設定項目が設定エリアに
表示されます。

現在の設定を変更する場合は、現在設定されている値をクリックし、項目の
選択や新しい値の入力を行います。

設定変更の適用、保存を行うためには、管理者モードでログインす
る必要があります。（「ログインの方法」（p.295）をごらんくださ
い。）

メインタブの切り替え

サブメニューの
切り替え

設定エリア

現在の
モードから
ログアウト
する

ステータス表示
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ステータス表示

本機の現在の状態（ステータス）は、PageScope Web Connection ウィンド
ウの上部に常に表示されます。以下のアイコンによって、ステータスの種類
を表します。

アイコン ステータス 説明 例

送受信可 本機がオンライン状
態で、印刷可能状態
または印刷中です。

印刷可
ｲﾝｻﾂﾁｭｳ

警告 注意が必要ですが、
印刷は続行可能で
す。

しばらくお待ちください
ｳｫｰﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟ

エラー 次に印刷を行う前に
注意が必要です。

ｶﾊﾞｰｵｰﾌﾟﾝ

フェイタル
エラー

本機を再起動する必
要があります。再起
動してもエラーが消
えない場合は、修理
が必要です。

ｻｰﾋﾞｽｺｰﾙ XXX
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ログインの方法

ログイン画面

PageScope Web Connection を使用する際に、ユーザー認証や言語選択を行
うことができます。認証を行うためには、管理者モードでログインする必要
があります。

PageScope Web Connection にはユーザー、管理者あわせて 100 ユー
ザーが同時に接続できます。また、パブリックユーザー、レジスタ
ユーザー、管理者とも複数同時に接続できます。
ただし、管理者としてログインできるのは、一度に 1 台のコン
ピューターからだけです。

言語設定

必要に応じて、PageScope Web Connection で表示する言語を変更できま
す。

パブリックユーザーモード

パブリックユーザーモードでは、設定内容を確認できますが、設定内容の変
更はできません。

1［パブリックユーザー］を選択します。

2［ログイン］ボタンをクリックします。
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レジスタユーザーモード

レジスタユーザーモードでは、設定内容を確認できますが、設定内容の変更
はできません。

レジスタユーザーモードを使用するには、管理者モードでログイン
した後、［ユーザー認証］画面（［ネットワーク］-［認証］-［ユー
ザー認証］）で［ユーザー認証］を［オン］に設定して、［新規登録］
画面（［システム］-［認証］-［ユーザー登録］-［新規登録］）で新
規ユーザーの登録を行ってください。

1［レジスタユーザー］を選択します。

2 テキストボックスに ［ユーザー名］と［ユーザーパスワード］をそれぞ
れ入力します。

3［ログイン］ボタンをクリックします。
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管理者モード

管理者モードでは、設定内容を変更することができます。

1［管理者］を選択します。

2［ログイン］ボタンをクリックします。管理者パスワード入力画面が表
示されます。

3 テキストボックスに管理者パスワードを入力します。

パスワードの初期設定は「administrator」ですが、管理者モードでロ
グイン後、［管理者パスワード］画面（［システム］-［管理者パス
ワード］）でパスワードを変更することができます。

4［OK］ボタンをクリックします。
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本機のステータスの表示

［システム］タブ

［システム］タブでは、本機のステータス（状態）、現在のシステム構成、本
機の名前が表示されます。

［システム］タブ内の情報は、［ユーザー認証］-［パスワード変更］
画面をのぞき、すべて表示されるのみで、変更はできません。
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［デバイス情報］

［概要］（前ページ画面）

［システム］-［デバイス情報］-［概要］画面では、以下の項目を確認でき
ます。

項目 説明

［コピー RAM］ 本機に装着されているコピーメモリーの量が表示
されます。

［プリンター RAM］ 本機に装着されているプリンターメモリーの量が
表示されます。

［HDD］ 本機に装着されているオプションのハードディス
クキットの容量が表示されます。

オプションのハードディスクキットが装着されて
いない場合は、「未装着」と表示されます。

［メモリーカード］ 本機に装着されているオプションのコンパクトフ
ラッシュカードの容量が表示されます。

オプションのコンパクトフラッシュカードが装着
されていない場合は、「未装着」と表示されます。

［両面］ 本機に両面ユニットが装着されているかどうかが
表示されます。

［給紙トレイ］ 本機に装着されている給紙トレイが表示されます。

オプションの給紙ユニットが装着されている
場合に、トレイ 3 が表示されます。

［排紙トレイ］ 本機に装着されている排紙トレイが表示されます。

［ネットワーク］ 本機に装着されているネットワークインター
フェースが表示されます。（Ethernet 10Base-T/
100Base-TX/1000Base-T）
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［給紙トレイ］

［システム］-［デバイス情報］-［給紙トレイ］画面では、以下の項目を確
認できます。

項目 説明

［給紙トレイ］ 本機に装着されている給紙トレイ（トレイ 1/2/3）
が表示されます。

［用紙サイズ］ 各トレイにセットされている用紙のサイズが表示
されます。

［用紙種類］ 各トレイにセットされている用紙の種類が表示さ
れます。

［用紙］ 各トレイにセットされている用紙の残量が表示さ
れます。

［詳細］ボタン 給紙トレイ（詳細）画面が表示されます。
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［給紙トレイ］（詳細）

［システム］-［デバイス情報］-［給紙トレイ］-［詳細］画面では、以下の
項目を確認できます。

項目 説明

［給紙トレイ］ 給紙トレイの名前が表示されます。

［用紙サイズ］ 給紙トレイにセットされている用紙のサイズが表
示されます。

［用紙種類］ 給紙トレイにセットされている用紙の種類が表示
されます。

［容量］ 給紙トレイの 大容量が表示されます。

［用紙］ 給紙トレイにセットされている用紙の残量が表示
されます。

［戻る］ボタン 給紙トレイ画面に戻ります。
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［排紙トレイ］

［システム］-［デバイス情報］-［排紙トレイ］画面では、以下の項目を確
認できます。

項目 説明

［トレイ］ 排紙トレイの名前が表示されます。

［用紙］ 排紙トレイの状態（［あり］、［いっぱいです］）が
表示されます。
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［メモリー /HDD］

［システム］-［デバイス情報］-［メモリー /HDD］画面では、以下の項目を
確認できます。

項目 説明

［合計］ ハードディスクとコンパクトフラッシュカードの
総容量が表示されます。
ハードディスクとコンパクトフラッシュカードが
装着されていない場合は、［-］が表示されます。

［使用中］ ハードディスクとコンパクトフラッシュカードの
使用容量が表示されます。
ハードディスクとコンパクトフラッシュカードが
装着されていない場合は、［-］が表示されます。

［残り］ ハードディスクとコンパクトフラッシュカードの
残りの容量が表示されます。
ハードディスクとコンパクトフラッシュカードが
装着されていない場合は、［-］が表示されます。
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［インターフェース情報］

［システム］-［デバイス情報］-［インターフェース情報］画面では、以下
の項目を確認できます。

項目 説明

［プロトコ
ル情報］

［TCP/IP］ TCP/IP が有効かどうか表示されます。

［IPv6］ IPv6 が有効かどうか表示されます。

［Bonjour］ Bonjour が有効かどうか表示されます。

［FTP TX］ FTP 送信が有効かどうか表示されます。

［FTP サーバー］ FTP サーバー機能が有効かどうか表示されま

す。

［LDAP］ LDAP が有効かどうか表示されます。

［SMB］ SMB が有効かどうか表示されます。

［ダイナミック
DNS］

ダイナミック DNS が有効かどうか表示され

ます。

［IPP］ IPP が有効かどうか表示されます。
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［LPD］ LPD が有効かどうか表示されます。

［RAW ポート］ RAW ポートが有効かどうか表示されます。

［SLP］ SLP が有効かどうか表示されます。

［SMTP］ SMTP が有効かどうか表示されます。

［SNMP］ SNMP が有効かどうか表示されます。

［WSD プリント］WSD プリントが有効かどうか表示されます。

［WSD スキャン］WSD スキャンが有効かどうか表示されます。

［LLTD］ LLTD が有効かどうか表示されます。

［LLMNR］ LLMNR が有効かどうか表示されます。

［AppleTalk］ AppleTalk が有効かどうか表示されます。

［NetWare］ NetWare が有効かどうか表示されます。

［IEEE802.1x］ IEEE802.1x が有効かどうか表示されます。

［ネット
ワーク情
報］

［タイプ］ 本機に装着されているネットワークインター
フェースの種類が表示されます。（Ethernet 
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T）

［Ethernet の速

度］

ネットワークの通信速度と双方向通信での通
信方式が表示されます。

［IP アドレス］ イーサネットインターフェースの IP アドレ

スが表示されます。

［IPv6 リンク

ローカルアドレ
ス］

IPv6 リンクローカルアドレスが表示されま

す。

［IPv6 グローバ

ルアドレス］

IPv6 グローバルアドレスが表示されます。

［MAC アドレス］イーサネットインターフェースの MAC
（Media Access Control）アドレスが表示され

ます。

［ホスト名］ 本機のホスト名が表示されます。

［プリント
サーバー名
（NetWare）］

NetWare のプリントサーバー名が表示されま

す。

［プリンター名
（AppleTalk）］

AppleTalk のプリンター名が表示されます。

項目 説明
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［現在のゾーン名
（AppleTalk）］

AppleTalk のゾーン名が表示されます。

［Bonjour 名］ 本機の Bonjour 名が表示されます。

［Friendly Name］フレンドリー名が表示されます。

［WSD プリン

ター名］

WSD プリントのプリンター名が表示されま

す。

［Scanner Name］スキャナー名が表示されます。

項目 説明
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［消耗品］

［システム］-［デバイス情報］-［消耗品］画面では、以下の項目を確認で
きます。

項目 説明

［消耗品］ 本機の消耗品が表示されます。

［ステータス］ 各消耗品の残りの寿命が表示されます。

トナーカートリッジ、イメージングユニット、

転写ベルト、転写ローラー、定着ユニット：
％表示

廃トナーボトル：［あり］、［もうすぐいっぱいで

す］、［いっぱいです］

［TYPE］ 消耗品の種類が表示されます。

［Starter］、［High］

消耗品 ステータス TYPE
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［カウンタ］

［システム］-［カウンタ］画面では、以下の項目を確認できます。

項目 説明

［トータル　プリント］これまでに印刷した枚数が表示されます。

［トータルページカウンタ］、［カラー　コピー］、

［カラー　プリント］、［モノクロ　コピー］、［モ
ノクロ　プリント］、［ファクスプリント］、
［トータル　両面　カウンター］、［両面　カラー
コピー］、［両面　カラー　プリント］、［両面　
モノクロ　コピー］、［両面　モノクロ　プリン
ト］、［両面ファクスプリント］、［大サイズ合
計］、［大サイズカラーコピー］、［大サイズカ
ラー印刷］、［大サイズ白黒コピー］、［大サイズ
白黒プリント］、［大サイズファクスプリント］
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［スキャン合計］ これまでにスキャンまたはファクスした枚数が表
示されます。

［スキャン / ファクス合計］、［大サイズスキャ

ン / ファクス合計］、［スキャン合計］、［大サイ

ズスキャン合計］、［カラースキャン］、［大サイ
ズカラースキャン］、［白黒スキャン］、［大サイ
ズ白黒スキャン］、［ファクス読込み合計］、［大
サイズファクス読込み合計］、［カラーコピー読
込み］、［大サイズカラーコピー読込み］、［白黒
コピー読込み］、［大サイズ白黒コピー読込み］

［基準換算　トータル
　ページカウンタ］

これまでに印刷した枚数を、A4 の用紙サイズに換

算した枚数で表示します。

［カラー　ページプリント］、［モノクロ　ページ

プリント］、［合計］

［ファクスカウンター］これまでに送受信したファクスの枚数が表示され
ます。

［送信カウンター］、［受信カウンター］

［スキャンカウンター］これまでにスキャンした枚数が表示されます。

［IR］、［ADF］

［トレイカウンター］ トレイごとの枚数が表示されます。

［トレイ１］、［トレイ 2］、［トレイ 3］（装着され

ている場合）

［用紙サイズカウン
ター］

用紙サイズごとの枚数が表示されます。

［A4］、［B5］、［A5］、［Legal］、［Letter］、［その

他］

［用紙タイプカウン
ター］

用紙種類ごとの枚数が表示されます。

［普通紙］、［再生紙］、［厚紙 1］、［厚紙 2］、［光

沢紙 1］、［光沢紙 2］、［封筒］、［レターヘッド］、

［ハガキ］、［ラベル紙］、［両面不可紙］、［特殊
紙］

［アプリケーションカ
ウンター］

アプリケーションごとの枚数が表示されます。

［コピープリント］、［ファクス受信プリント］、

［レポート プリント］、［PC プリント］、［Scan 
To Fax］、［Scan To E-mail］、［Scan To FTP］、

［Scan To SMB］、［Scan To USB］、［TWAIN］、

［メモリダイレクト］

項目 説明
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［オンラインヘルプ］

［システム］-［オンラインヘルプ］画面では、以下の項目を確認できます。

項目 説明

［お問い合わせ先名称］本機に関する問い合わせ先が表示されます。

［お問い合わせ先情報］問い合わせ先の Web サイトの URL が表示されま

す。

［製品ヘルプの URL］ 製品情報が載っている Web サイトの URL が表示

されます。

［コーポレート URL］ KONICA MINOLTA の Web サイトの URL が表示さ

れます。

［消耗品情報］ 消耗品とアクセサリ（付属品）の発注先の Web サ

イトの URL が表示されます。

［お問い合わせ先電話
番号］

本機管理者の電話番号が表示されます。

［お問い合わせ住所］ サポート先の E-mail アドレスが表示されます。

［ユーティリティーへ
のリンク］

本機の管理ユーティリティーの Web サイトの URL
が表示されます。
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［ユーザー認証］

この画面は、レジスタユーザーモードでログインした場合に表示さ
れます。

［パスワード変更］

［システム］-［ユーザー認証］-［パスワード変更］画面では、以下の項目
を設定できます。

項目 説明

［ユーザー認証名］ ログインしているユーザーのユーザー名が表示さ
れます。

［現在のパスワード］ ログインしているユーザーの現在のパスワードを
入力します。
範囲： 半角 64 文字以下

初期値：（空白）

［新しいパスワード］ 新しいパスワードを入力します。
範囲： 半角 64 文字以下

初期値： （空白）

［新しいパスワードの
再入力］

確認のため、新しいパスワードを再入力します。
範囲： 半角 64 文字以下

初期値： （空白）
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［登録情報］

［システム］-［ユーザー認証］-［登録情報］画面では、以下の項目を確認
できます。

［適用］ボタン 新しいパスワードを適用します。

テキストボックスに入力されたパスワードが
合致しない場合には、［適用］をクリックし
たときに、以下のメッセージが表示されま
す。「パスワードの変更が失敗しました。再
度行ってください。」
［OK］をクリックして、テキストボックスに
パスワードを再度入力してください。

［クリアー］ボタン この画面で行った設定変更をリセットします。

項目 説明

［登録ユーザー情報］ ログインしているユーザーの登録番号、ユーザー
認証名、アカウント名が表示されます。

［機能許可情報］ ログインしているユーザーの機能許可情報が表示
されます。

［出力許可情報］ ログインしているユーザーの出力許可情報が表示
されます。

項目 説明
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［ジョブ］タブ

［ジョブ］タブでは、現在処理されているプリントジョブの状況を確認でき
ます。

［処理中ジョブリスト］（上記画面）

［ジョブ］-［処理中ジョブリスト］画面では、 大 45 個のプリントジョブ
の以下の項目を確認できます。

項目 説明

［ジョブ番号］ プリントジョブの ID 番号が表示されます。本機に

送られたすべてのプリントジョブには、固有の ID
番号が割り当てられます。

［ユーザー名］ プリントジョブの所有者がわかる場合は、所有者
名が表示されます。

［ファイル名］ プリントファイル名が表示されます。

［個人情報非表示］（［システム］-［マシン設定］画

面）が［オン］に設定されている場合は、この項
目は空欄になります。

［ジョブの状態］ プリントジョブの現在の状況（解析中、印刷中、
キャンセル、保留中、停止）が表示されます。

［登録時刻］ ジョブの登録時刻が表示されます。

［削除］ボタン 削除するプリントジョブのいちばん左側のチェッ
クボックスをチェックして［削除］ボタンをク
リックすると、そのプリントジョブが削除されま
す。
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［処理済ジョブリスト］

［ジョブ］-［処理済ジョブリスト］画面では、 大 49 個のプリントジョブ
の以下の項目を確認できます。

項目 説明

［ジョブ番号］ プリントジョブの ID 番号が表示されます。本機に

送られたすべてのプリントジョブには、固有の ID
番号が割り当てられます。

［ユーザー名］ プリントジョブの所有者がわかる場合は、所有者
名が表示されます。

［ファイル名］ プリントファイル名が表示されます。

［個人情報非表示］（［システム］-［マシン設定］画

面）が［オン］に設定されている場合は、この項
目は空欄になります。

［終了時刻］ 印刷が終了した時刻が表示されます。

［結果］ プリントジョブの結果（OK、エラー、キャンセル

済み）が表示されます。

［詳細］ボタン ［詳細］画面が表示されます。
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［処理済ジョブリスト］（詳細）

［ジョブ］-［処理済ジョブリスト］-［詳細］画面では、選択されたプリン
トジョブの以下の項目を確認できます。

項目 説明

［ジョブ番号］ プリントジョブの ID 番号が表示されます。本機に

送られたすべてのプリントジョブには、固有の ID
番号が割り当てられます。

［ユーザー名］ プリントジョブの所有者がわかる場合は、所有者
名が表示されます。

［ファイル名］ プリントファイル名が表示されます。

［配信方法］ ジョブの配信方法（ボックス保存＆印刷、確認プ
リント、IPP プリント、機密プリント、ボックス保

存、レポートプリント、通常印刷、PC-FAX）が表

示されます。

［登録時刻］ ジョブを登録した時刻が表示されます。

［終了時刻］ 印刷が終了した時刻が表示されます。

［結果］ プリントジョブの結果（OK、エラー、キャンセル

済み）が表示されます。

［戻る］ボタン ［処理済ジョブリスト］画面に戻ります。
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［プリント］タブ

［プリント］タブでは、PDL プリンタードライバーを使わずに印刷する場合
の設定値を確認することができます。

［デフォルト設定］

［一般設定］（上記画面）

［プリント］-［デフォルト設定］-［一般設定］画面では、以下の項目を確
認できます。

項目 説明

［PDL］ デフォルトとして選択されているプリンター制御
言語が表示されます。

［給紙トレイ］ 通常使用される給紙トレイが表示されます。

［両面］ ［長辺綴じ］が選択されている場合は、長辺とじで
両面印刷を行います。
［短辺綴じ］が選択されている場合は、短辺とじで
両面印刷を行います。

［排紙トレイ］ 排紙トレイの名称が表示されます。

［部数］ デフォルトとして設定されている印刷部数が表示
されます。

［用紙サイズ］ デフォルトとして設定されている用紙のサイズが
表示されます。
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［幅］ ［用紙サイズ］を［不定形サイズ］に設定している
場合は、カスタム用紙の幅が表示されます。

［長さ］ ［用紙サイズ］を［不定形サイズ］に設定している
場合は、カスタム用紙の長さが表示されます。

［用紙種類］ デフォルトとして設定されている用紙の種類が表
示されます。

［部単位印刷］ ［オン］が表示されている場合、文書の全ページが
1 部印刷されてから次の 1 部が印刷されます。

［オフ］が表示されている場合、文書は部単位で印
刷されません。

この項目は、オプションのハードディスク
キット HD-P03 またはコンパクトフラッシュ
カードが装着されている場合に表示されま
す。

項目 説明
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［給紙トレイ設定］

［プリント］-［デフォルト設定］-［給紙トレイ設定］画面では、以下の項
目を確認できます。

項目 説明

［トレイ 1］ ［用紙サイ
ズ］

トレイ 1 にセットするよう設定されて

いる用紙のサイズが表示されます。

［幅］ ［用紙サイズ］を［不定形サイズ］に
設定している場合は、カスタム用紙の
幅が表示されます。

［長さ］ ［用紙サイズ］を［不定形サイズ］に
設定している場合は、カスタム用紙の
長さが表示されます。

［用紙種類］トレイ 1 にセットするよう設定されて

いる用紙の種類が表示されます。
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［トレイ 2］ ［用紙サイ
ズ］

トレイ 2 にセットするよう設定されて

いる用紙のサイズが表示されます。

［幅］ ［用紙サイズ］を［不定形サイズ］に
設定している場合は、カスタム用紙の
幅が表示されます。

［長さ］ ［用紙サイズ］を［不定形サイズ］に
設定している場合は、カスタム用紙の
長さが表示されます。

［用紙種類］トレイ 2 にセットするよう設定されて

いる用紙の種類が表示されます。

［トレイ 3］

この項目はオプション
の給紙ユニットを装着
している場合に表示さ
れます。

［用紙サイ
ズ］

トレイ 3 にセットするよう設定されて

いる用紙のサイズが表示されます。

［用紙種類］トレイ 3 にセットするよう設定されて

いる用紙の種類が表示されます。

［任意ト
レイ設
定］

［トレイ 1］ ［用紙サイ
ズ］

トレイ 1 に任意用紙サイズ設定を設定

するかどうか表示されます。

［用紙種類］トレイ 1 に任意用紙種類設定を設定す

るかどうか表示されます。

［トレイ 2］ ［用紙サイ
ズ］

トレイ 2 に任意用紙サイズ設定を設定

するかどうか表示されます。

［用紙種類］トレイ 2 に任意用紙種類設定を設定す

るかどうか表示されます。

［トレイ 3］

この項目は
オプション
の給紙ユ
ニットを装
着している
場合に表示
されます。

［用紙種類］トレイ 3 に任意用紙種類設定を設定す

るかどうか表示されます。

［自動トレイ切替え］ ［有効］が表示されている場合は、指
定した給紙トレイの用紙がなくなった
場合に自動的に同じサイズの用紙が
セットされているトレイに切り替えて
印刷を続行します。
［無効］が表示されている場合は、指
定した給紙トレイの用紙がなくなると
印刷を停止します。

項目 説明
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［トレイマッピング設定］

［プリント］-［デフォルト設定］-［トレイマッピング設定］画面では、以
下の項目を確認できます。

項目 説明

［トレイマッピングモード］ トレイマッピング機能を使用するかしないか
が表示されます。

［論理トレイ 0 ～ 9］ 他社のプリンタードライバーからプリント
ジョブを受信した時に、どの給紙トレイを使
用して印刷するかが表示されます。
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［PCL 設定］

［プリント］-［デフォルト設定］-［PCL 設定］画面では、以下の項目を確
認できます。

項目 説明

［フォント番号］ PCL 言語でのデフォルトのフォント番号が表示さ

れます。

［シンボルセット］ PCL 言語で使用するシンボルセットが表示されま

す。

［1 ページあたりの行

数］

PCL 言語でのページごとの行数が表示されます。

［フォントのポイント
サイズ］

PCL 言語でのフォントのポイントサイズが表示さ

れます。

［フォントのピッチサ
イズ］

PCL 言語でのフォントのピッチサイズが表示され

ます。

［CR/LF マッピング］ PCL 言語での改行コードの定義が表示されます。
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［PS 設定］

［プリント］-［デフォルト設定］-［PS 設定］画面では、以下の項目を確認
できます。

項目 説明

［印刷待ちタイムアウ
ト］

ポストスクリプトエラーと判断するまでの時間が
表示されます。
［0］が表示されている場合は、タイムアウトを行

いません。

［PS プロトコル］ PS プロトコルの設定が表示されます。

［PS エラーの印刷］ エラープリントをするかどうかが表示されます。

［自動トラッピング］ 自動トラッピング機能が有効かどうか表示されま
す。

［ブラックオーバープ
リント］

ブラックオーバープリント機能が有効かどうか表
示されます。
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［XPS 設定］

［プリント］-［デフォルト設定］-［XPS 設定］画面では、以下の項目を確
認できます。

この画面は、オプションのハードディスクキット HD-P03 またはコン
パクトフラッシュカードが装着されている場合にのみ、表示されま
す。

項目 説明

［電子署名］ 電子署名が有効かどうか表示されます。

［XPS エラープリント］エラープリントをするかどうかが表示されます。
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［印刷品質設定］

［プリント］-［デフォルト設定］-［印刷品質設定］画面では、以下の項目
を確認できます。

項目 説明

［印刷品質設
定］

［カラーモード］［カラー］が表示されている場合は、フル
カラーで印刷されます。

［モノクロ］が表示されている場合は、モ
ノクロで印刷されます。

［色分解］ 色分解を行うかどうかが表示されます。

［明度］ 印刷する画像の明るさの設定が表示されま
す。
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［スクリーン］
（イメージ印刷
／テキスト印刷
／グラフィック
ス印刷）

イメージ、テキスト、グラフィックスの中
間色の再現性が表示されます。

［高精細］が表示されている場合は、高精
密に中間色を再現します。

［精細］が表示されている場合は、精細に
中間色を再現します。

［スムーズ］が表示されている場合は、ス
ムーズに中間色を再現します。

［エッジ強調］
（イメージ印刷
／テキスト印刷
／グラフィック
ス印刷）

イメージ、テキスト、グラフィックスの
エッジ強調を行うかどうかが表示されま
す。

［エッジ強度］ エッジ強調を行う場合のエッジ強度の設定
が表示されます。

［エコノミー印
刷モード］

エコノミー印刷モードが有効かどうかが表
示されます。 
エコノミー印刷モードでは、絵が多い印刷
を行う場合に、トナー消費量を抑制するこ
とができます。

［PCL 印刷設

定］

［コントラスト］印刷する画像のコントラストの設定が表示
されます。

［ソース］（イ
メージ印刷／テ
キスト印刷／グ
ラフィックス印
刷）

RGB データの色空間の設定が表示されま

す。

［特性］（イメー
ジ印刷／テキス
ト印刷／グラ
フィックス印
刷）

RGB データを CMYK データに変換すると

きの特性が表示されます。

［グレー再現］
（イメージ印刷
／テキスト印刷
／グラフィック
ス印刷）

RGB データの黒色とグレーの再現方法が

表示されます。

項目 説明
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［PS 印刷設定］［RGB ソース］

（イメージ印刷
／テキスト印刷
／グラフィック
ス印刷）

RGB データの色空間の設定が表示されま

す。

［RGB 特性］

（イメージ印刷
／テキスト印刷
／グラフィック
ス印刷）

RGB データを CMYK データに変換すると

きの特性が表示されます。

［RGB グレー再

現］（イメージ
印刷／テキスト
印刷／グラ
フィックス印
刷）

RGB データの黒色とグレーの再現方法が

表示されます。

［出力プロファ
イル］（イメー
ジ印刷／テキス
ト印刷／グラ
フィックス印
刷）

印刷に使用される出力プロファイルが表示
されます。

［シミュレー
ションプロファ
イル］（シミュ
レーション）

印刷に使用されるシミュレーションプロ
ファイルが表示されます。

［特性］（シュミ
レーション）

印刷に使用されるシミュレーション特性が
表示されます。

［CMYK グレー

再現］（シュミ
レーション）

CMYK4 色で作成された黒色とグレーの再

現方法が表示されます。

項目 説明
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［階調補正］ ［濃度補正］ 濃度補正を行うかどうかが表示されます。

［ハイライト部］
（シアン濃度／
マゼンタ濃度／
イエロー濃度／
ブラック濃度）

ハイライト部の CMYK 濃度が表示されま

す。

［中間部］（シア
ン濃度／マゼン
タ濃度／イエ
ロー濃度／ブ
ラック濃度）

中間部の CMYK 濃度が表示されます。

［シャドウ部］
（シアン濃度／
マゼンタ濃度／
イエロー濃度／
ブラック濃度）

シャドウ部の CMYK 濃度が表示されます。

項目 説明
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［フォント / フォーム］

［PCL フォント］

［プリント］-［フォント / フォーム］-［PCL フォント］画面では、本機が
管理する PCL フォントの一覧を確認できます。

項目 説明

［番号］ フォントの管理番号が表示されます。

［フォント名］ フォント名称が表示されます。

［保存場所］ フォントの保存場所が表示されます。
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［PS フォント］

［プリント］-［フォント / フォーム］-［PS フォント］画面では、本機が管
理する PostScript フォントの一覧を確認できます。

項目 説明

［番号］ フォントの管理番号が表示されます。

［フォント名］ フォント名称が表示されます。

［保存場所］ フォントの保存場所が表示されます。
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［フォーム］

［プリント］-［フォント / フォーム］-［フォーム］画面では、本機が管理す
るフォームの一覧を確認できます。

項目 説明

［番号］ フォームの管理番号が表示されます。

［ファイル名］ フォームのファイル名が表示されます。

［保存場所］ フォームの保存場所が表示されます。
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［カラープロファイル］

［プリント］-［フォント / フォーム］-［カラープロファイル］画面では、本
機が管理するカラープロファイルの一覧を確認できます。

項目 説明

［番号］ カラープロファイルの管理番号が表示されます。

［ファイル名］ カラープロファイルのファイル名が表示されます。

［プロファイル名］ カラープロファイル名称が表示されます。

［クラス］ カラープロファイルの種類が表示されます。

［色空間］ カラープロファイルの色空間が表示されます。

［保存場所］ カラープロファイルの保存場所が表示されます。
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［レポート印刷］

［プリント］-［レポート印刷］画面では、以下のレポートを印刷できます。

項目 説明

［設定リストページ］ 設定リストページを印刷します。

［UTILITY MAP］ 設定メニュー一覧と設定内容を印刷します。

［PS/PCL Menu Map 
Page］

PS/PCL プリントメニュー一覧と設定内容を印刷し

ます。

［PCL フォントページ］PCL フォントの一覧を印刷します。

［PS フォントページ］ PostScript フォントの一覧を印刷します。

［ディレクトリーリス
トページ］

ハードディスクのディレクトリーの一覧を印刷し
ます。

この項目は、オプションのハードディスク
キット HD-P03 またはコンパクトフラッシュ
カードが装着されている場合に表示されま
す。

［プリント］ボタン 選択したページを印刷します。

［クリアー］ボタン 項目の選択を解除します。
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［ダイレクトプリント］

［プリント］-［ダイレクトプリント］画面では、アプリケーションを起動せ
ずに、直接本機からファイルを印刷できます。

この画面は、オプションのハードディスクキット HD-P03 またはコン
パクトフラッシュカードが装着されている場合に表示されます。

この画面は、ユーザー認証の設定によって表示されない場合があり
ます。

ダイレクトプリントでは、PDF、TIF、JPEG および XPS 形式のファ
イルを印刷できます。

項目 説明

［ファイル名］ 印刷するファイルの場所を指定します。

［参照］ボタンをクリックしてファイルを指定する
こともできます。

［参照］ボタン 印刷するファイルを参照するダイアログボックス
が表示されます。

［送信］ボタン 指定したファイルを本機へ転送します。
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［スキャン］タブ

［スキャン］タブでは、現在登録されているダイアルの設定を確認できます。

［常用］（上記画面）

［スキャン］-［常用］画面では、以下の項目を確認できます。

項目 説明

［番号］ 常用に登録されている番号が表示されます。

［宛先名（カナ）］ 常用に登録されている相手先の名前が表示されま
す。

［宛先名］ 常用に登録されている相手先の説明が表示されま
す。

［宛先］ 常用に登録されているファクス番号、メールアド
レス、FTP または SMB アドレスが表示されます。
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［短縮ダイアル設定］

［スキャン］-［短縮ダイアル設定］画面では、以下の項目を確認できます。

項目 説明

［短縮ダイアルリスト］同じ画面内の短縮ダイアルのリストにジャンプし
ます。

［スピード ダイアル　

リスト（Scan to 
Server）］

同じ画面内のスピードダイアルのリストにジャン
プします。

［番号］ 短縮ダイアル番号が表示されます。

［宛先名（カナ）］ 短縮ダイアル番号に登録された相手先の名前が表
示されます。

［宛先名］ 短縮ダイアル番号に登録された相手先の説明が表
示されます。

［宛先］ 短縮ダイアル番号に登録された相手先のアドレス
が表示されます。
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［一括送信］ 短縮ダイアル番号に登録された相手先に、メモ
リーに蓄積したデータを一括送信する時間が表示
されます。

項目 説明
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［グループダイアル設定］

［スキャン］-［グループダイアル設定］画面では、以下の項目を確認できま
す。

項目 説明

［番号］ グループダイアル番号が表示されます。
番号をクリックすると、登録されている送信先一
覧が確認できます。

［宛先名（カナ）］ グループ名が表示されます。

［宛先名］ グループダイアルの説明が表示されます。

［宛先］ グループダイアルに登録された相手先がファクス
のグループかメールのグループかが表示されます。
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本機の設定
PageScope Web Connection を使用して設定変更を行うためには、まず管理
者モードに入る必要があります。管理者モードにログインする方法について
は、「管理者モード」（p.297）をごらんください。

［システム］タブ

［システム］タブでは、ユーザー設定と本機に関する設定を行うことができ
ます。
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［デバイス情報］

［概要］（前ページ画面）

［システム］-［デバイス情報］-［概要］画面では、以下の項目を確認でき
ます。

項目 説明

［コピー RAM］ 本機に装着されているコピーメモリーの量が表示
されます。

［プリンター RAM］ 本機に装着されているプリンターメモリーの量が
表示されます。

［HDD］ 本機にハードディスクキットが装着されている場
合には、ハードディスクキット HD-P03 のサイズ

が表示されます。

ハードディスクキットが装着されていない場合は、
「未装着」と表示されます。

［メモリーカード］ 本機にコンパクトフラッシュカードが装着されて
いる場合には、コンパクトフラッシュカードのサ
イズが表示されます。

コンパクトフラッシュカードが装着されていない
場合は、「未装着」と表示されます。

［両面］ 両面ユニットの装着状態が、「装着済」または「未
装着」と表示されます。

［給紙トレイ］ 本機に装着されている給紙トレイが表示されます。

［排紙トレイ］ 本機に装着されている排紙トレイが表示されます。

［ネットワーク］ 本機に装着されているネットワークインター
フェースが表示されます。（Ethernet 10Base-T/
100Base-TX/1000Base-T）
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［給紙トレイ］

［システム］-［デバイス情報］-［給紙トレイ］画面では、以下の項目を確
認できます。

項目 説明

［給紙トレイ］ 本機に装着されている給紙トレイ（1/2/3）が表示され

ます。

［用紙サイズ］ 各トレイにセットされている用紙のサイズが表示され
ます。

［用紙種類］ 各トレイにセットされている用紙の種類が表示されま
す。

［用紙］ 各トレイにセットされている用紙の残量（［レディー］
または［空］）が表示されます。

［詳細］ボタン 給紙トレイ（詳細）画面が表示されます。
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［給紙トレイ］（詳細）

［システム］-［デバイス情報］-［給紙トレイ］-［詳細］画面では、以下の
項目を確認できます。

項目 説明

［給紙トレイ］ 給紙トレイの名前が表示されます。

［用紙サイズ］ 給紙トレイにセットされている用紙のサイズが表示さ
れます。

［用紙種類］ 給紙トレイにセットされている用紙の種類が表示され
ます。

［容量］ 給紙トレイの 大容量が表示されます。

［用紙］ 給紙トレイにセットされている用紙の残量が表示され
ます。

［戻る］ボタン 給紙トレイ画面に戻ります。
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［排紙トレイ］

［システム］-［デバイス情報］-［排紙トレイ］画面では、以下の項目を確
認できます。

項目 説明

［トレイ］ 排紙トレイの名前が表示されます。

［用紙］ 排紙トレイの状態（［あり］または［いっぱいで
す］）が表示されます。
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［メモリー /HDD］

［システム］-［デバイス情報］-［メモリー /HDD］画面では、以下の項目を
確認できます。

項目 説明

［合計］ ハードディスクまたはコンパクトフラッシュカー
ドの総容量が表示されます。

オプションのストレージが装着されていない場合
には、「-」と表示されます。

［使用中］ ハードディスクまたはコンパクトフラッシュカー
ドの使用容量が表示されます。

オプションのストレージが装着されていない場合
には、「-」と表示されます。

［残り］ ハードディスクまたはコンパクトフラッシュカー
ドの残りの容量が表示されます。

オプションのストレージが装着されていない場合
には、「-」と表示されます。
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［インターフェース情報］

［システム］-［デバイス情報］-［インターフェース情報］画面では、以下
の項目を確認できます。

項目 説明

［プロトコ
ル情報］

［TCP/IP］ ［有効］が表示されているときは、TCP/IP が

有効になっています。

［無効］が表示されているときは、TCP/IP が

無効になっています。

［IPv6］ ［有効］が表示されているときは、IPv6 が有

効になっています。

［無効］が表示されているときは、IPv6 が無

効になっています。
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［Bonjour］ ［有効］が表示されているときは、Bonjour
が有効になっています。

［無効］が表示されているときは、Bonjour
が無効になっています。

［FTP TX］ ［有効］が表示されているときは、FTP 送信

が有効になっています。

［無効］が表示されているときは、FTP 送信

が無効になっています。

［FTP サーバー］［有効］が表示されているときは、FTP サー

バーが有効になっています。

［無効］が表示されているときは、FTP サー

バーが無効になっています。

［LDAP］ ［有効］が表示されているときは、LDAP が

有効になっています。

［無効］が表示されているときは、LDAP が

無効になっています。

［SMB］ ［有効］が表示されているときは、SMB クラ

イアントが有効になっています。

［無効］が表示されているときは、SMB クラ

イアントが無効になっています。

［ダイナミック
DNS］

［有効］が表示されているときは、Dynamic 
DNS が有効になっています。

［無効］が表示されているときは、Dynamic 
DNS が無効になっています。

［IPP］ ［有効］が表示されているときは、IPP が有

効になっています。

［無効］が表示されているときは、IPP が無

効になっています。

［LPD］ ［有効］が表示されているときは、LPD が有

効になっています。

［無効］が表示されているときは、LPD が無

効になっています。

項目 説明
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［RAW ポート］ ［有効］が表示されているときは、RAW ポー

トが有効になっています。

［無効］が表示されているときは、RAW ポー

トが無効になっています。

［SLP］ ［有効］が表示されているときは、SLP が有

効になっています。

［無効］が表示されているときは、SLP が無

効になっています。

［SMTP］ ［有効］が表示されているときは、SMTP が

有効になっています。

［無効］が表示されているときは、SMTP が

無効になっています。

［SNMP］ ［有効］が表示されているときは、SNMP が

有効になっています。

［無効］が表示されているときは、SNMP が

無効になっています。

［WSD プリント］［有効］が表示されているときは、WSD プリ

ントが有効になっています。

［無効］が表示されているときは、WSD プリ

ントが無効になっています。

［WSD Scan］ ［有効］が表示されているときは、WSD ス

キャンが有効になっています。

［無効］が表示されているときは、WSD ス

キャンが無効になっています。

［LLTD］ ［有効］が表示されているときは、LLTD が有

効になっています。

［無効］が表示されているときは、LLTD が無

効になっています。

［LLMNR］ ［有効］が表示されているときは、LLMNR が

有効になっています。

［無効］が表示されているときは、LLMNR が

無効になっています。

項目 説明
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［AppleTalk］ ［有効］が表示されているときは、AppleTalk
が有効になっています。

［無効］が表示されているときは、AppleTalk
が無効になっています。

［NetWare］ ［有効］が表示されているときは、NetWare
が有効になっています。

［無効］が表示されているときは、NetWare
が無効になっています。

［IEEE802.1x］ ［有効］が表示されているときは、
IEEE802.1x が有効になっています。

［無効］が表示されているときは、
IEEE802.1x が無効になっています。

［ネット
ワーク情
報］

［タイプ］ 本機に装着されているネットワークインター
フェースの種類が表示されます。（Ethernet 
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T）

［Ethernet の速

度］

ネットワークの通信速度と双方向通信での通
信方式が表示されます。

［IP アドレス］ イーサネットインターフェースの IP アドレ

スが表示されます。

［IPv6 リンク

ローカルアドレ
ス］

IPv6 リンクローカルアドレスが表示されま

す。

［IPv6 グローバ

ルアドレス］

IPv6 グローバルアドレスが表示されます。

［MAC アドレス］イーサネットインターフェースの MAC
（Media Access Control）アドレスが表示され

ます。

［ホスト名］ 本機のホスト名が表示されます。

［プリント
サーバー名
（NetWare）］

NetWare のプリントサーバー名が表示されま

す。

［プリンター名
（AppleTalk）］

AppleTalk のプリンター名が表示されます。

［現在のゾーン名
（AppleTalk）］

AppleTalk のゾーン名が表示されます。

［Bonjour 名］ 本機の Bonjour 名が表示されます。

項目 説明
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［Friendly Name］フレンドリー名が表示されます。

［WSD プリン

ター名］

WSD プリントのプリンター名が表示されま

す。

［Scanner Name］スキャナー名が表示されます。

項目 説明
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［消耗品］

［システム］-［デバイス情報］-［消耗品］画面では、以下の項目を確認で
きます。

項目 説明

［消耗品］ 本機の消耗品が表示されます。

［ステータス］ 各消耗品の残りの寿命が表示されます。

トナーカートリッジ、イメージングユニット、

転写ベルト、転写ローラー、定着ユニット：
％表示

画面に表示される消耗品の％表示は、実際の
使用量と完全に一致するものではなく、あく
まで目安の値です。

廃トナーボトル：［あり］、［もうすぐいっぱいで

す］、［いっぱいです］

［TYPE］ トナーカートリッジの種類が表示されます。

［Starter］、［High］
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［カウンタ］

［システム］-［カウンタ］画面では、以下の項目を確認できます。

項目 説明

［トータル　プリント］これまでに印刷した枚数が表示されます。

［トータルページカウンタ］、［カラー　コピー］、

［カラー　プリント］、［モノクロ　コピー］、［モ
ノクロ　プリント］、［ファクスプリント］、
［トータル　両面　カウンター］、［両面　カラー
コピー］、［両面　カラー　プリント］、［両面　
モノクロ　コピー］、［両面　モノクロ　プリン
ト］、［両面ファクスプリント］、［大サイズ合
計］、［大サイズカラーコピー］、［大サイズカ
ラー印刷］、［大サイズ白黒コピー］、［大サイズ
白黒プリント］、［大サイズファクスプリント］
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［スキャン合計］ これまでにスキャンまたはファクスした枚数が表
示されます。

［スキャン / ファクス合計］、［大サイズスキャ

ン / ファクス合計］、［スキャン合計］、［大サイ

ズスキャン合計］、［カラースキャン］、［大サイ
ズカラースキャン］、［白黒スキャン］、［大サイ
ズ白黒スキャン］、［ファクス読み取り合計］、
［大サイズファクス読み取り合計］、［カラーコ
ピー読み取り］、［大サイズカラーコピー読み取
り］、［白黒コピー読み取り］、［大サイズ白黒コ
ピー読み取り］

［基準換算　トータル
　ページカウンタ］

これまでに印刷した枚数を、A4 の用紙サイズに換

算した枚数で表示します。

［カラー　ページプリント］、［モノクロ　ページ

プリント］、［合計］

［ファクスカウンター］これまでに送受信したファクスの枚数が表示され
ます。

［送信カウンター］、［受信カウンター］

［スキャンカウンター］これまでにスキャンした枚数が表示されます。

［IR］、［ADF］

［トレイカウンター］ トレイごとの枚数が表示されます。

［トレイ１］、［トレイ 2］、［トレイ 3］（装着され

ている場合）

［用紙サイズカウン
ター］

用紙サイズごとの枚数が表示されます。

［A4］、［B5］、［A5］、［Legal］、［Letter］、［その

他］

［用紙タイプカウン
ター］

用紙種類ごとの枚数が表示されます。

［普通紙］、［再生紙］、［厚紙 1］、［厚紙 2］、［光

沢紙 1］、［光沢紙 2］、［封筒］、［レターヘッド］、

［ハガキ］、［ラベル紙］、［両面不可紙］、［特殊
紙］

項目 説明
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［アプリケーションカ
ウンター］

アプリケーションごとの枚数が表示されます。

［コピープリント］、［ファクス受信プリント］、

［レポート プリント］、［PC プリント］、［Scan 
To Fax］、［Scan To E-mail］、［Scan To FTP］、

［Scan To SMB］、［Scan To USB］、［TWAIN］、

［メモリダイレクト］

項目 説明
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［オンラインヘルプ］

［システム］-［オンラインヘルプ］画面では、以下の項目を設定できます。

項目 説明

［お問い合わせ先名称］本機に関する問い合わせ先の担当者や組織の名前
を設定します。
範囲： 半角 63 文字以下

初期値： KONICA MINOLTA Customer Support

［お問い合わせ先情報］問い合わせ先の Web サイトの URL を設定します。

範囲： 半角 127 文字以下

初期値：（空白）

［製品ヘルプの URL］ 製品情報が載っている Web サイトの URL を設定

します。
範囲： 半角 127 文字以下

初期値： http://pagescope.com

［コーポレート URL］ KONICA MINOLTA の Web サイトの URL を設定し

ます。
範囲： 半角 127 文字以下

初期値： http://konicaminolta.com

［消耗品情報］ 消耗品とアクセサリ（付属品）の発注先の Web サ

イトの URL を設定します。

範囲： 半角 127 文字以下

初期値：（空白）
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［お問い合わせ先電話
番号］

本機管理者の電話番号を設定します。
範囲： 半角 31 文字以下

初期値：（空白）

［お問い合せ住所］ 本機管理者の住所を設定します。
範囲： 半角 320 文字以下

初期値：（空白）

［ユーティリティーへ
のリンク］

本機の管理ユーティリティーの Web サイトの URL
を設定します。
範囲： 半角 127 文字以下

初期値： http://pagescope.com

項目 説明
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［インポート / エクスポート］

この画面は、オプションのハードディスクキット HD-P03 またはコン
パクトフラッシュカードが装着されている場合にのみ、表示されま
す。

［ジョブログ］

［システム］-［インポート / エクスポート］-［ジョブログ］画面では、以下
の項目を設定できます。

この画面は、［マシン設定］画面（［システム］-［マシン設定］）で
［ジョブログ］を［有効］に設定している場合に表示されます

項目 説明

［エクスポート］ 取得するジョブログの個数を指定します。取得す
るジョブログは、 新のジョブログからの個数で
す。指定した個数分のジョブログが存在しない場
合は、全てのジョブログを取得します。
設定値：［ラスト 10］、［ラスト 50］、
aaaaaa［ラスト 100］、［ラスト 250］、
aaaaaa［ラスト 500］、［全て］

初期値：［ラスト 10］

［エクスポート］
ボタン

本機が保持するジョブログ情報をコンピューター
へ転送します。

［クリアー］ボタン 本機に保持されているジョブログをクリアーしま
す。
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［ユーザー情報］

［システム］-［インポート / エクスポート］-［ユーザー情報］画面では、以
下の項目を設定できます。

このメニュ－は［ユーザー認証］画面（［ネットワーク］-［認証］-
［ユーザー認証］）で［ユーザー認証］を［オン］に設定している場
合に表示されます。

項目 説明

［インポート］ インポートする認証ユーザー登録情報ファイルの
ファイル名を入力します。

［参照］ボタン 本機へ転送する認証ユーザー登録情報ファイルを
参照するダイアログを表示します。

［インポート］ボタン 本機に認証ユーザー登録情報ファイルを転送しま
す。

［エクスポート］ボタ
ン

認証ユーザー登録情報をコンピューターへ転送し
ます。
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［認証］

この画面は、オプションのハードディスクキット HD-P03 またはコン
パクトフラッシュカードが装着されている場合にのみ、表示されま
す。

デフォルト設定

この画面は、［ユーザー認証］画面（［ネットワーク］-［認証］-
［ユーザー認証］）で、［パブリック許可］を［許可］に設定している
場合にのみ、表示されます。

［システム］-［認証］-［デフォルト設定］画面では、以下の項目を設定で
きます。

項目 説明

［機能許可］ ［プリント］ パブリックユーザーとしてログインした
場合に、印刷を許可するかどうかを設定
します。
設定値：［許可］、［禁止］
初期値：［禁止］
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［ユーザー登録］

この画面は、［ユーザー認証］画面（［ネットワーク］-［認証］）で、
［ユーザー認証］を［オン］に設定している場合にのみ、表示されま
す。

［システム］-［認証］-［ユーザー登録］画面では、以下の項目を設定でき
ます。

項目 説明

［新規登録］ボタン 新規にユーザーを登録します。

［番号検索］ 選択した登録番号の範囲のユーザーが表示されま
す。
範囲： ［1-1000］
初期値：［1-50］

［番号］ ユーザーの登録番号が表示されます。

［ユーザー名］ 登録されているユーザー名が表示されます。

［編集］アイコン ユーザー登録の編集を行います。

［削除］アイコン ユーザー登録を削除します。
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ユーザー登録（新規登録）

［システム］-［認証］-［ユーザー登録］-［新規登録］画面では、以下の項
目を設定できます。

項目 説明

［ユーザー登録］［番号］ 新規ユーザーの登録番号が表示されます。

［ユーザー名］ 新規ユーザーのユーザー名を設定します。
範囲： 半角 64 文字以下

初期値：（空白）

ユーザー名を重複して設定すること
はできません。

ユーザー名を「Public」として設定
することはできません。

［ユーザーパス
ワード］

新規ユーザーのパスワードを設定します。
範囲： 半角 64 文字以下

初期値：（空白）

パスワードは空白にできません。
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［ユーザーパス
ワード再入力］

確認のために、パスワードを再入力しま
す。
範囲： 半角 64 文字以下

初期値：（空白）

［機能許可］ ［プリント］ 印刷を許可するかどうかを設定します。
設定値：［許可］、［制限］
初期値：［許可］

［出力許可］ ［カラー印刷］ 印刷する場合に、カラー出力を許可する
かどうかを設定します。
設定値：［許可］、［エコノミー印刷モード
のみ］、［制限］
初期値：［許可］

［白黒印刷］ 印刷する場合に、モノクロ出力を許可す
るかどうかを設定します。
設定値：［許可］、［制限］
初期値：［許可］

項目 説明
本機の設定360



［日付 / 時刻］

［マニュアル設定］

［システム］-［日付 / 時刻］-［マニュアル設定］画面では、以下の項目を設
定できます。

項目 説明

［年］ 本機に内蔵されている時計の日付の、年を設定しま
す。
範囲：［2008］-［2032］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾕｰｻﾞｰ設定］-［日付 /

時刻］

［月］ 本機に内蔵されている時計の日付の、月を設定しま
す。
範囲：［1］-［12］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾕｰｻﾞｰ設定］-［日付 /

時刻］

［日］ 本機に内蔵されている時計の日付の、日を設定しま
す。
範囲：［1］-［31］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾕｰｻﾞｰ設定］-［日付 /

時刻］
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［時］ 本機に内蔵されている時計の時刻の、時間を設定しま
す。
範囲：［0］-［23］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾕｰｻﾞｰ設定］-［日付 /

時刻］

［分］ 本機に内蔵されている時計の日付の、分を設定しま
す。
範囲：［0］-［59］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾕｰｻﾞｰ設定］-［日付 /

時刻］

［タイムゾーン］ E-mail 通知を行うときのタイムゾーンを設定します。

範囲：［-12:00］-［+12:00］
初期値：［0:00］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾕｰｻﾞｰ設定］-［日付 /

時刻］

項目 説明
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［時間補正設定］

［システム］-［日付 / 時刻］-［時間補正設定］画面では、以下の項目を設定
できます。

項目 説明

［時間補正］ NTP サーバーにより自動的に時刻を補正するかど

うかを設定します。
設定値：［有効］、［無効］
初期値：［無効］

［NTP サーバーアドレ

ス］

NTP サーバーのアドレスを設定します。IPv4 アド

レス、IPv6 アドレス、または FQDN を設定できま

す。
範囲：半角 63 文字以下

初期値：［0.0.0.0］

［ポート番号］ NTP サーバーのポート番号を設定します。 
範囲：［1］-［65535］
初期値：［123］

［タイムゾーン］ タイムゾーンを設定します。
範囲：［-12:00］-［+12:00］
初期値：［0:00］

［補正時間］ 後に時間補正が行われた日時を表示します。
初期値：［不明］
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［サマータイム設定］

［システム］-［日付 / 時刻］-［サマータイム設定］画面では、以下の項目を
設定できます。

項目 説明

［サマータイム時間］ サマ－タイムを適用するかどうかを設定します。
設定値：［有効］、［無効］
初期値：［無効］

［有効］を選択した場合に、サマ－タイムの
時間を調整することができます。（1 - 150
分）

同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾕｰｻﾞｰ設定］-
［ｻﾏｰﾀｲﾑ］
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［管理者パスワード］

［システム］-［管理者パスワード］画面では、以下の項目を設定できます。

項目 説明

［現在のパスワード］ 現在の管理者パスワードを入力します。
範囲： 半角 16 文字以下

初期値：（空白）

［新しいパスワード］ 管理者モ－ドでログインするための新しいパスワ
－ドを設定します。
範囲： 半角 16 文字以下

初期値：（空白）

パスワードは、16 文字までの数字とアルファ
ベット（大文字、小文字含む）を設定できま
す。
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設定した新しいパスワードを忘れてしまった場合には、テクニカル
サポートに連絡してください。

［新しいパスワードの
再入力］

確認のため、新しい管理者パスワ－ドを再入力し
ます。
範囲： 半角 16 文字以下

初期値：（空白）

テキストボックスに入力されたパスワードが
合致しない場合には、［適用］をクリックし
たときに、以下のメッセージが表示されま
す。
「パスワードの変更が失敗しました。再度
行ってください。」
［OK］をクリックして、テキストボックスに
パスワードを再度入力してください。

項目 説明
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［設定の保存］

［システム］-［設定の保存］画面では、本機の設定をお使いのコンピュー
ターにファイルとして保存できます。また、保存した設定を本機に読み込む
こともできます。

以下の設定はファイルに保存できません。
- 電話帳

項目 説明

［設定の保存］ ［装置設定］ ［保存］ボタンをクリックすると、本機の
設定をファイルに保存します。

［復元設定］ ［File Name］ 本機の設定が保存されているファイルの
名前を指定します。

［参照］ボタンをクリックすると、本機の
設定が保存されたファイルがあるフォル
ダを参照するダイアログを表示します。

［ファイルの送
信］

［呼出し］ボタンをクリックすると、設定
が保存されたファイルを本機に送信し、
本機の設定を上書きします。
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［マシン設定］

［システム］-［マシン設定］画面では、以下の項目を設定できます。

項目 説明

［管理者名］ 本機の管理者名を設定します。
範囲： 半角 127 文字以下

初期値：（空白）

［装置名］ 本機名を設定します。
範囲： 半角 127 文字以下

初期値：（空白）

半角英数字、半角記号を使用してください。

［装置の設置場所］ 本機の設置場所を設定します。
範囲： 半角 127 文字以下

初期値：（空白）

［装置情報］ 本機の情報を設定します。
範囲： 半角 127 文字以下

初期値：（空白）
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［スタートページの印
刷］

本機の電源を入れたときにスタートページを印刷
するかどうかを設定します。
設定値：［オン］、［オフ］
初期値：［オフ］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［PS/PCL ﾌﾟﾘﾝﾄ］-［ｼｽﾃﾑ ﾒﾆｭｰ］-［ｽﾀｰﾄ ｵﾌﾟｼｮﾝ］-
［ｽﾀｰﾄ ﾍﾟｰｼﾞ］

［自動継続］ プリントジョブの用紙サイズ・種類と、指定した
給紙トレイの用紙サイズ・種類が異なる場合に、
印刷を継続するかどうかを設定します。
設定値：［オン］、［オフ］
初期値：［オフ］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［ﾏｼﾝ設定］-［自動継続］

［保存ジョブタイムア
ウト］

ハードディスクに保存したプリントジョブを消去
するまでの時間の設定をします。
［無効］に設定した場合は、時間によるプリント
ジョブの消去を行いません。
設定値：［無効］、［1 時間］、［4 時間］、［1 日］、
［1週間］
初期値：［無効］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［PS/PCL ﾌﾟﾘﾝﾄ］-［ｼｽﾃﾑ ﾒﾆｭｰ］-［保存ｼﾞｮﾌﾞ ﾀｲﾑ
ｱｳﾄ］

この項目は、オプションのハードディスク
キット HD-P03 が装着されている場合に表示
されます。

［スリープ時間］ 本機を一定時間使用しない場合に、節電モ－ドへ
移行するまでの時間を設定します。
設定値：［3 - 120 分］

初期値：［15 分］

同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［ﾏｼﾝ設定］-［ｽﾘｰﾌﾟ ﾓｰﾄﾞ］

項目 説明
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［モノクロページ］ カラー印刷時におけるモノクロページの動作を設
定します。
［自動］に設定すると、プリントジョブの先頭ペー
ジで自動判別を行います。
［モノクロページ］に設定すると、ページごとにモ
ノクロかどうかの判別を行います。
［カラーページ］に設定すると、モノクロページが
あってもカラーで印刷します。
設定値：［自動］、［モノクロページ］、［カラーペー
ジ］
初期値：［カラーページ］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［PS/PCL ﾌﾟﾘﾝﾄ］-［ｼｽﾃﾑ ﾒﾆｭｰ］-［ﾓﾉｸﾛ ﾍﾟｰｼﾞ］

［ジョブログ］ ジョブログ機能を有効にするかどうかを設定しま
す。
設定値：［有効］、［無効］
初期値：［無効］

この項目は、オプションのハードディスク
キット HD-P03 またはコンパクトフラッシュ
カードが装着されている場合に表示されま
す。

［個人情報非表示］ ［ジョブ］タブの［ファイル名］列を空白にするか
どうかを選択します。
設定値：［オン］、［オフ］
初期値：［オフ］

項目 説明
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［ROM バージョン］

［システム］-［ROM バージョン］画面では、以下の項目を確認できます。

項目 説明

［エンジン ROM バー

ジョン］

プリンターエンジンの ROM バージョンが表示され

ます。

［コントローラー ROM
バージョン］

コントローラーの ROM バージョンが表示されま

す。

［PS/PCL コントロー

ラー ROM バージョン］

PS/PCL プリンターコントローラーの ROM バー

ジョンが表示されます。

［ブート ROM バージョ

ン］

ブート ROM のバージョンが表示されます。

［PS/PCL ブート ROM
バージョン］

PS/PCL プリンターのブート ROM のバージョンが

表示されます。

［CPLD バージョン］ CPLD バージョンが表示されます。
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［メンテナンス］

［設定の初期化］

［システム］-［メンテナンス］-［設定の初期化］画面では、本機の設定を
工場出荷時の値に戻すことができます。

項目 説明

［プリンター設定］ 本機のプリンター設定を初期値に戻します。
初期値に戻らない設定もあります。

［ネットワーク設定］ ネットワークの設定を初期値に戻します。
初期値に戻らない設定もあります。

［全ての設定］ すべての設定を初期値に戻します。
初期値に戻らない設定もあります。

［クリアー］ボタン クリックすると、［工場出荷時設定に戻しても良い
ですか？］というメッセージが表示されます。
［OK］をクリックすると、本機が自動的に再起動

し、設定を工場出荷時の値に戻します。
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［プリンターのリセット］

［システム］-［メンテナンス］-［プリンターのリセット］画面では、プリ
ンターコントローラーをリセットすることができます。

項目 説明

［リセット］ボタン クリックすると、［プリンターをリセットしても良
いですか？］というメッセージが表示されます。
［OK］をクリックすると、プリンターコントロー

ラーをリセットします。
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［通知先設定］

［状態通知設定］
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［システム］-［通知先設定］-［状態通知設定］画面では、以下の項目を設
定できます。

項目 説明

［IP アドレ

ス］

［通知アドレス］通知先の IP アドレスを設定します。IPv4 ア

ドレス、IPv6 アドレス、またはホスト名を設

定できます。
範囲： 半角 63 文字以下

初期値：［0.0.0.0］

［ポート番号］ SNMP トラップのポート番号を設定します。

範囲： ［1］-［65535］
初期値：［162］

［コミュニ
ティー名］

SNMP トラップのコミュニティー名を設定し

ます。
範囲： 半角 15 文字以下

初期値：［public］

［IPX アド

レス］

［通知先アドレ
ス］

通知先の IPX アドレスを設定します。

範囲：半角 8 文字

初期値：00000000

［ノードアドレ
ス］

通知先のノードアドレスを設定します。
範囲：半角 12 文字

初期値：000000000000

［コミュニ
ティー名］

SNMP トラップのコミュニティー名を設定し

ます。
範囲：半角 15 字以下

初期値：［public］

［E-mail ア
ドレス］

［E-mail 通知］ 本機で警告が発生した場合に、E-mail で通知

を送るかどうかを選択します。
設定値：［有効］、［無効］
初期値：［有効］

［通知アドレス］通知を行うメールアドレスを設定します。
範囲： 半角 320 文字以下

初期値：（空白）
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［警告］ ［用紙なし］ 用紙がないことを通知するかどうかを設定し
ます。
設定値：［有効］、［無効］
初期値：［有効］

［紙詰まり］ 紙詰まりを通知するかどうかを設定します。
設定値：［有効］、［無効］
初期値：［有効］

［メンテナンス］定期点検時期を通知するかどうかを設定しま
す。
設定値：［有効］、［無効］
初期値：［有効］

［トナーなし］ トナーがないことを通知するかどうかを設定
します。
設定値：［有効］、［無効］
初期値：［有効］

［排紙トレイフ
ル］

排紙トレイがいっぱいであることを通知する
かどうかを設定します。
設定値：［有効］、［無効］
初期値：［有効］

［定着ユニット
終了］

定着ユニットが寿命であることを通知するか
どうか設定します。
設定値：［有効］、［無効］
初期値：［有効］

［オペレーター
コール］

オペレーターを呼ぶ必要があることを通知す
るかどうかを設定します。
設定値：［有効］、［無効］
初期値：［有効］

［サービスコー
ル］

サービスマンを呼ぶ必要があることを通知す
るかどうかを設定します。
設定値：［有効］、［無効］
初期値：［有効］

［ジョブ完了］ 印刷ジョブが正常終了したことを通知するか
どうかを設定します。
設定値：［有効］、［無効］
初期値：［有効］

［ジョブエラー］エラーが発生して印刷できなかったジョブが
あることを通知するかどうかを設定します。
設定値：［有効］、［無効］
初期値：［有効］

項目 説明
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［トータルカウンター通知設定］

［システム］-［通知先設定］-［トータルカウンター通知設定］画面では、
以下の項目を設定できます。

項目 説明

［トータルカ
ウンター通
知設定］

［モデル名］ 本機のトータルカウンターの情報を通知する
ときに、E-mail に表示するモデル名を指定し

ます。
本機の設定 377



［スケジュー
ル設定］

［スケジュール 1］
／［スケジュー
ル 2］

通知スケジュールの条件を設定します。
［スケジュール 1］と［スケジュール 2］で異

なる設定を登録することができます。
［日］：日単位で通知します。何日ごとに通知
するか入力します。
［週］：週単位で通知します。何週間ごとに通
知するか入力します。また何曜日に通知する
か選択します。
［月］：月単位で通知します。何か月ごとに通
知するか入力します。また通知する月の何日
に通知するか入力します。

［通知先登録］ スケジュールの通知を行うメールアドレスを
設定します。また、通知するスケジュ－ル設
定も選択します。

［送信実行］ボタン 指定したアドレスに、E-mail を送信します。

項目 説明
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［ジョブ］タブ

［ジョブ］タブでは、現在処理されているプリントジョブの状況を確認でき
ます。

［処理中ジョブリスト］

［ジョブ］-［処理中ジョブリスト］画面では、以下の項目を、45 個のプリ
ントジョブについて確認できます。

項目 説明

［ジョブ番号］ プリントジョブの ID 番号が表示されます。本機に

送られたすべてのプリントジョブには、固有の ID
番号が割り当てられます。

［ユーザー名］ プリントジョブの所有者がわかる場合は、所有者
名が表示されます。

［ファイル名］ プリントファイル名が表示されます。
［個人情報非表示］（［システム］-［マシン設定］画

面）が［オン］に設定されている場合は、この項
目は空欄になります。

［ジョブの状態］ プリントジョブの現在の状況（保留中、解析中、
印刷中、停止、キャンセルまたは中止）が表示さ
れます。

［登録時刻］ ジョブの登録時刻が表示されます。

［削除］ボタン 削除するプリントジョブのいちばん左側のチェッ
クボックスをチェックして［削除］ボタンをク
リックすると、そのプリントジョブが削除されま
す。
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［処理済ジョブリスト］

［ジョブ］-［処理済ジョブリスト］画面では、以下の項目を、50 個のプリ
ントジョブについて確認できます。

項目 説明

［ジョブ番号］ プリントジョブの ID 番号が表示されます。本機に

送られたすべてのプリントジョブには、固有の ID
番号が割り当てられます。

［ユーザー名］ プリントジョブの所有者がわかる場合は、所有者
名が表示されます。

［ファイル名］ プリントファイル名が表示されます。
［個人情報非表示］（［システム］-［マシン設定］画

面）が［オン］に設定されている場合は、この項
目は空欄になります。

［終了時刻］ 印刷が終了した時刻が表示されます。

［結果］ プリントジョブの結果（OK、エラー、キャンセル

済み）が表示されます。

［詳細］ボタン 詳細画面が表示されます。
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［処理済ジョブリスト］ （［詳細］）

［ジョブ］-［処理済ジョブリスト］-［詳細］画面では、選択したプリント
ジョブについて、以下の項目を確認できます。

項目 説明

［ジョブ番号］ プリントジョブの ID 番号が表示されます。本機に

送られたすべてのプリントジョブには、固有の ID
番号が割り当てられます。

［ユ－ザ－名］ プリントジョブの所有者がわかる場合は、所有者
名が表示されます。

［ファイル名］ プリントファイル名が表示されます。
［個人情報非表示］（［システム］-［マシン設定］画

面）が［オン］に設定されている場合は、この項
目は空欄になります。

［配信方法］ ジョブが配信された方法（［通常印刷］、［ボックス
保存 & 印刷］、［確認プリント］、［IPP プリント］、

［機密プリント］、［ボックス保存］、［レポートプリ
ント］、［PC-FAX］）が表示されます。

［登録時刻］ ジョブの登録時刻が表示されます。

［完了時刻］ 印刷を終了した時刻が表示されます。

［結果］ プリントジョブの結果（OK、エラー、キャンセル

済み）が表示されます。

［戻る］ボタン 前の画面に戻ります。
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［プリント］タブ

［プリント］タブでは、本機のプリント機能をより詳細に設定することがで
きます。

［ローカルインターフェース］

［プリント］-［ローカルインターフェース］画面では、以下の項目を設定で
きます。

項目 説明

［I/O タイムアウト］ 受信タイムアウトになるまでの時間を指定します。
範囲：［5］-［300］（秒）

初期値：［15］
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［デフォルト設定］

［一般設定］

［プリント］-［デフォルト設定］-［一般設定］画面では、以下の項目を設
定できます。

項目 説明

［PDL］ デフォルトのプリンター制御言語を設定します。
設定値：［自動］、［PCL］、［PS］
初期値：［自動］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［PS/PCL ﾌﾟﾘﾝﾄ］-［ｼｽﾃﾑ ﾒﾆｭｰ］-［ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝ］-
［優先ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝ］

［給紙トレイ］ 通常使用される給紙トレイを設定します。
設定値：［トレイ 1］、［トレイ 2］、［トレイ 3］
初期値：［トレイ 2］

［トレイ 3］はオプションの給紙ユニットを装
着している場合に表示されます。
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［両面］ ［長辺綴じ］が選択されている場合は、長辺とじで
両面印刷を行います。
［短辺綴じ］が選択されている場合は、短辺とじで
両面印刷を行います。
設定値：［オフ］、［短辺綴じ］、［長辺綴じ］
初期値：［オフ］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［PS/PCL ﾌﾟﾘﾝﾄ］-［用紙ﾒﾆｭｰ］-［両面印刷］

［排紙トレイ］ 排紙トレイの名称が表示されます。

［部数］ デフォルトの印刷部数を設定します。
範囲： ［1］-［9999］
初期値：［1］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［PS/PCL ﾌﾟﾘﾝﾄ］-［用紙ﾒﾆｭｰ］-［印刷枚数］

［用紙サイズ］ デフォルトの用紙のサイズを設定します。
同機能の本機操作パネルのメニュー：
設定値：［Letter］、［Legal］、［Executive］、［A4］、

［A5］、［A6］、［B5］、［B6］、［G. Letter］、
［Statement］、［Folio］、［SP Folio］、［UK Quarto］、
［Foolscap］、［G. Legal］、［16K］、［Photo 10×15］、
［Kai16］、［Kai32］、［洋形 2 号］、［封筒 DL］、［洋

形 6 号］、［洋形 0 号］、［長形 4 号］、［B5(ISO)］、
［封筒 Com10］、［ハガキ］、［往復ハガキ］、［8 1/
8×13 1/4］、［8 1/2×13 1/2］、［不定形サイズ］

初期値：［A4］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［PS/PCL ﾌﾟﾘﾝﾄ］-［ｼｽﾃﾑ ﾒﾆｭｰ］-［用紙設定］-
［ﾃﾞﾌｫﾙﾄ用紙］-［用紙ｻｲｽﾞ］

［スキャン］-［ファクス設定］-［ユーザー
設定］-［固定倍率］の設定によっては、
［Photo 10×15］は［Photo 4×6］に変更され
る場合があります。

［幅］ ［用紙サイズ］を［不定形サイズ］に設定した場
合、カスタム用紙の幅を設定します。
範囲：［92］-［216］（mm）

初期値：［210］（mm）

同機能の本機操作パネルのメニュー：
［PS/PCL ﾌﾟﾘﾝﾄ］-［ｼｽﾃﾑ ﾒﾆｭｰ］-［用紙設定］-
［ﾃﾞﾌｫﾙﾄ用紙］-［不定形ｻｲｽﾞ］-［幅］

項目 説明
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［長さ］ ［用紙サイズ］を［不定形サイズ］に設定した場
合、カスタム用紙の長さを設定します。
範囲：［148］-［356］（mm）

初期値：［297］（mm）

同機能の本機操作パネルのメニュー：
［PS/PCL ﾌﾟﾘﾝﾄ］-［ｼｽﾃﾑ ﾒﾆｭｰ］-［用紙設定］-
［ﾃﾞﾌｫﾙﾄ用紙］-［不定形ｻｲｽﾞ］-［長さ］

［用紙種類］ デフォルトの用紙種類を設定します。
設定値：［普通紙］、［再生紙］、［厚紙 1］、［厚紙

2］、［ラベル紙］、［封筒］、［ハガキ］、［レターヘッ

ド］、［光沢紙 1］、［光沢紙 2］、［両面不可紙］、［特

殊紙］
初期値：［普通紙］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［PS/PCL ﾌﾟﾘﾝﾄ］-［ｼｽﾃﾑ ﾒﾆｭｰ］-［用紙設定］-
［ﾃﾞﾌｫﾙﾄ用紙］-［用紙種類］

［部単位印刷］ ［オン］に設定すると、文書の全ページが 1 部印刷

されてから次の 1 部が印刷されます。

［オフ］に設定すると、文書は部単位で印刷されま
せん。
設定値：［オン］、［オフ］
初期値：［オフ］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［PS/PCL ﾌﾟﾘﾝﾄ］-［用紙ﾒﾆｭｰ］-［部単位印刷］

項目 説明
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［給紙トレイ設定］
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［プリント］-［デフォルト設定］-［給紙トレイ設定］画面では、以下の項
目を設定できます。

項目 説明

［トレイ 1］ ［用紙サ
イズ］

［トレイ 1］にセットする用紙のサイズを設

定します。
設定値： ［Letter］、［Legal］、［Executive］、
［A4］、［A5］、［A6］、［B5］、［B6］、［G. 
Letter］、［Statement］、［Folio］、［SP 
Folio］、［UK Quarto］、［Foolscap］、［G. 
Legal］、［16K］、［Photo 10×15］、
［Kai16］、［Kai32］、［洋形 2 号］、［封筒

DL］、［洋形 6 号］、［洋形 0 号］、［長形 4
号］、［B5(ISO)］、［封筒 Com10］、［ハガ

キ］、［往復ハガキ］、［不定形サイズ］、［8 
1/8×13 1/4］、［8 1/2×13 1/2］
初期値：［A4］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［用紙設定］-［ﾄﾚｲ 1 用紙］

［スキャン］-［ファクス設定］-
［ユーザー設定］-［固定倍率］の設
定によっては、［Photo 10×15］は
［Photo 4×6］に変更される場合があ
ります。

［幅］ ［用紙サイズ］を［不定形サイズ］に設定
した場合、カスタム用紙の幅を設定しま
す。
範囲： ［92］-［216］（mm）

初期値：［210］（mm）

同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［用紙設定］-［ﾄﾚｲ 1 用紙］

［長さ］ ［用紙サイズ］を［不定形サイズ］に設定
した場合、カスタム用紙の長さを設定しま
す。
範囲： ［148］-［356］（mm）

初期値：［297］（mm）

同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［用紙設定］-［ﾄﾚｲ 1 用紙］
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［用紙種
類］

［トレイ 1］にセットする用紙の種類を設定

します。
設定値：  ［普通紙］、［厚紙 1］、［厚紙 2］、
［ラベル紙］、［封筒］、［ハガキ］、［レター
ヘッド］、［光沢紙 1］、［光沢紙 2］、［両面

不可紙］、［特殊紙］
初期値：  ［普通紙］

同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［用紙設定］-［ﾄﾚｲ 1 用紙］

［トレイ 2］ ［用紙サ
イズ］

［トレイ 2］にセットする用紙のサイズを設

定します。
設定値： ［Letter］、［Executive］、［A4］、
［A5］、［A6］、［B5］、［B6］、［G. Letter］、
［Statement］、［UK Quarto］、［16K］、
［Photo 10×15］、［Kai16］、［Kai32］、［ハガ

キ］、［往復ハガキ］、［不定形サイズ］
初期値： ［A4］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［用紙設定］-［ﾄﾚｲ 2 用紙］

［スキャン］-［ファクス設定］-
［ユーザー設定］-［固定倍率］の設
定によっては、［Photo 10×15］は
［Photo 4×6］に変更される場合があ
ります。

［幅］ ［用紙サイズ］を［不定形サイズ］に設定
した場合、カスタム用紙の幅を設定しま
す。
範囲： ［92］-［216］（mm）

初期値：［210］（mm）

同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［用紙設定］-［ﾄﾚｲ 2 用紙］

［長さ］ ［用紙サイズ］を［不定形サイズ］に設定
した場合、カスタム用紙の長さを設定しま
す。
範囲：［148］-［356］（mm）

初期値：［297］（mm）

同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［用紙設定］-［ﾄﾚｲ 2 用紙］

項目 説明
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［用紙種
類］

［トレイ 2］にセットする用紙の種類を設定

します。
設定値：［普通紙］、［厚紙 1］、［厚紙 2］、
［ラベル紙］、［ハガキ］、［レタ－ヘッド］、
［光沢紙 1］、［光沢紙 2］、［両面不可紙］、

［特殊紙］
初期値：  ［普通紙］

［トレイ 3］

この項目はオプショ
ンの給紙ユニットを
装着している場合に
表示されます。

［用紙サ
イズ］

［トレイ 3］にセットした用紙のサイズを表

示します。

［用紙種
類］

［トレイ 3］にセットする用紙の種類を設定

します。
設定値：［普通紙］、［両面不可紙］、［特殊
紙］
初期値：  ［普通紙］

［任意トレ
イ設定］

［トレイ
1］

［用紙サ
イズ］

［トレイ 1］に任意用紙サイズ設定を設定す

るかどうかを選択します。
設定値：［オフ］、［任意］
初期値：［オフ］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［PS/PCL ﾌﾟﾘﾝﾄ］-［用紙ﾒﾆｭｰ］ -［任意の

ﾄﾚｲ設定］-［ﾄﾚｲ 1 用紙］-［ﾄﾚｲ 1 任意の

ｻｲｽﾞ］

［用紙種
類］

［トレイ 1］に任意用紙種類設定を設定する

かどうかを選択します。
設定値：［オフ］、［任意］
初期値：［オフ］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［PS/PCL ﾌﾟﾘﾝﾄ］-［用紙ﾒﾆｭｰ］ -［任意の

ﾄﾚｲ設定］-［ﾄﾚｲ 1 用紙］-［ﾄﾚｲ 1 任意の種

類］
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［トレイ
2］

［用紙サ
イズ］

［トレイ 2］に任意用紙サイズ設定を設定す

るかどうかを選択します。
設定値：［オフ］、［任意］
初期値：［オフ］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［PS/PCL ﾌﾟﾘﾝﾄ］-［用紙ﾒﾆｭｰ］ -［任意の

ﾄﾚｲ設定］-［ﾄﾚｲ 2 用紙］-［ﾄﾚｲ 2 任意の

ｻｲｽﾞ］

［用紙種
類］

［トレイ 2］に任意用紙種類設定を設定する

かどうかを選択します。
設定値：［オフ］、［任意］
初期値：［オフ］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［PS/PCL ﾌﾟﾘﾝﾄ］-［用紙ﾒﾆｭｰ］ -［任意の

ﾄﾚｲ設定］-［ﾄﾚｲ 2 用紙］-［ﾄﾚｲ 2 任意の種

類］

［トレイ
3］

この項目
はオプ
ションの
給紙ユ
ニットを
装着して
いる場合
に表示さ
れます。

［用紙種
類］

［トレイ 3］に任意用紙種類設定を設定する

かどうかを選択します。
設定値：［オフ］、［任意］
初期値：［オフ］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［PS/PCL ﾌﾟﾘﾝﾄ］-［用紙ﾒﾆｭｰ］ -［任意の

ﾄﾚｲ設定］-［ﾄﾚｲ 3 用紙］-［ﾄﾚｲ 3 任意の種

類］

［自動トレイ切り替
え］

［自動ト
レイ切り
替え］

［有効］を設定すると、指定した給紙トレ
イの用紙がなくなった場合に自動的に同じ
サイズの用紙がセットされているトレイに
切り替えて印刷を続行します。
［無効］を設定すると、指定した給紙トレ
イの用紙がなくなると印刷を停止します。
設定値：［有効］、［無効］
初期値：［有効］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［PS/PCL ﾌﾟﾘﾝﾄ］-［用紙ﾒﾆｭｰ］-［自動ﾄﾚｲ

切替え］

項目 説明
本機の設定390



［トレイマッピング設定］

［プリント］-［デフォルト設定］-［トレイマッピング設定］画面では、以
下の項目を設定できます。

項目 説明

［トレイマッピング
モード］

トレイマッピング機能を使用するかどうかを設定
します。
設定値：［オン］、［オフ］
初期値：［オフ］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［PS/PCL ﾌﾟﾘﾝﾄ］-［用紙ﾒﾆｭｰ］-［ﾄﾚｲ ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ］-
［ﾄﾚｲ ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ ﾓｰﾄﾞ］
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［論理トレイ 0-9］ 他社のプリンタードライバーからプリントジョブ
を受信した時に、どの給紙トレイを使用して印刷
するかを設定します。
［論理トレイ 1］のみ工場出荷時の設定値が［物理

トレイ 1］に設定されています。［論理トレイ 1］
以外は、［物理トレイ 2］が工場出荷時の設定値で

す。
設定値：［物理トレイ 1］ 、［物理トレイ 2］ 、［物

理トレイ 3］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［PS/PCL ﾌﾟﾘﾝﾄ］-［用紙ﾒﾆｭｰ］-［ﾄﾚｲ ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ］-
［論理ﾄﾚｲ 0-9］

［物理トレイ 3］はオプションの給紙ユニット
を装着している場合に表示されます。

項目 説明
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［PCL 設定］

［プリント］-［デフォルト設定］-［PCL 設定］画面では、以下の項目を設
定できます。

項目 説明

［PCL
設定］

［フォント番号］ PCL 言語でのデフォルトのフォント番号を設定

します。
範囲： ［0］-［102］
初期値：［0］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［PS/PCL ﾌﾟﾘﾝﾄ］-［ｼｽﾃﾑ ﾒﾆｭｰ］-［ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝ］-
［PCL］-［ﾌｫﾝﾄｿｰｽ］-［ﾌｫﾝﾄ番号］

［シンボルセット］PCL 言語で使用するシンボルセットが表示され

ます。
初期値：［PC-8］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［PS/PCL ﾌﾟﾘﾝﾄ］-［ｼｽﾃﾑ ﾒﾆｭｰ］-［ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝ］-
［PCL］-［ﾌｫﾝﾄｿｰｽ］-［ｼﾝﾎﾞﾙｾｯﾄ］

［1 ページあたり

の行数］

PCL 言語でのページごとの行数を選択します。

範囲： ［5］-［128］
初期値：［60］

［フォントのポイ
ントサイズ］

PCL 言語でのフォントのポイントサイズを設定

します。
範囲： ［4.00］-［999.75］
初期値：［12.00］
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［PCL
設定］

［フォントのピッ
チサイズ］

PCL 言語でのフォントのピッチサイズを設定し

ます。
範囲：［0.44］-［99.99］
初期値：［10.00］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［PS/PCL ﾌﾟﾘﾝﾄ］-［ｼｽﾃﾑ ﾒﾆｭｰ］-［ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝ］-
［PCL］-［ﾌｫﾝﾄｿｰｽ］-［ﾋﾟｯﾁｻｲｽﾞ］

［CR/LF マッピン

グ］

PCL 言語での改行コードの定義を選択します。

設定値：［CR=CR LF=LF］、［CR=CRLF 
LF=LF］、［CR=CR LF=LFCR］、［CR=CRLF 
LF=LFCR］

初期値：［CR=CR LF=LF］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［PS/PCL ﾌﾟﾘﾝﾄ］-［ｼｽﾃﾑ ﾒﾆｭｰ］-［ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝ］-
［PCL］-［改行ｺｰﾄﾞ］
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［PS 設定］

［プリント］-［デフォルト設定］-［PS 設定］画面では、以下の項目を設定
できます。

項目 説明

［印刷待ちタイムアウ
ト］

ポストスクリプトエラーと判断するまでの時間を
設定します。
［0］を設定した場合は、タイムアウトを行いませ

ん。
範囲：［0］-［300］（秒）

初期値：［0］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［PS/PCL ﾌﾟﾘﾝﾄ］-［ｼｽﾃﾑ ﾒﾆｭｰ］-［ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝ］-
［ﾎﾟｽﾄｽｸﾘﾌﾟﾄ］-［ｳｪｲﾄﾀｲﾑｱｳﾄ］

［PS プロトコル］ PS プロトコルを設定します。

設定値：［自動］、［標準］、［バイナリー］
初期値：［自動］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［PS/PCL ﾌﾟﾘﾝﾄ］-［ｼｽﾃﾑ ﾒﾆｭｰ］-［ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝ］-
［ﾎﾟｽﾄｽｸﾘﾌﾟﾄ］-［PS ﾌﾟﾛﾄｺﾙ］

［PS エラーの印刷］ エラープリントをするかどうかを設定します。
設定値：［オン］、［オフ］
初期値：［オフ］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［PS/PCL ﾌﾟﾘﾝﾄ］-［ｼｽﾃﾑ ﾒﾆｭｰ］-［ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝ］-
［ﾎﾟｽﾄｽｸﾘﾌﾟﾄ］-［PS ｴﾗｰﾍﾟｰｼﾞ］
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［自動トラッピング］ 自動トラッピング機能を有効にするかどうか設定
します。
設定値：［オン］、［オフ］
初期値：［オフ］
同機能の本機操作パネルのメニュ－：
［PS/PCL ﾌﾟﾘﾝﾄ］-［ｼｽﾃﾑ ﾒﾆｭｰ］-［ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝ］-
［ﾎﾟｽﾄｽｸﾘﾌﾟﾄ］-［自動ﾄﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ］

［ブラックオーバープリ
ント］

ブラックオーバープリント機能を設定します。
設定値：［オフ］、［テキスト］、［テキストとグラ
フィック］
初期値：［オフ］
同機能の本機操作パネルのメニュ－：
［PS/PCL ﾌﾟﾘﾝﾄ］-［ｼｽﾃﾑ ﾒﾆｭｰ］-［ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝ］-
［ﾎﾟｽﾄｽｸﾘﾌﾟﾄ］-［ﾌﾞﾗｯｸｵｰﾊﾞｰﾌﾟﾘﾝﾄ］
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［XPS 設定］

［プリント］-［デフォルト設定］-［XPS 設定］画面では、以下の項目を設
定できます。

項目 説明

［電子署名］ 電子署名を確認するかどうか設定します。［有効］
を選択した場合、有効な電子署名がないと印刷さ
れません。
設定値：［有効］、［無効］
初期値：［無効］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［PS/PCL ﾌﾟﾘﾝﾄ］-［ｼｽﾃﾑ ﾒﾆｭｰ］-［ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝ］-
［XPS］-［電子署名］

［XPS エラープリント］エラープリントをするかどうかを設定します。
設定値：［オン］、［オフ］
初期値：［オン］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［PS/PCL ﾌﾟﾘﾝﾄ］-［ｼｽﾃﾑ ﾒﾆｭｰ］-［ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝ］-
［XPS］-［XPS ｴﾗｰﾍﾟｰｼﾞ］
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［印刷品質設定］

［プリント］-［デフォルト設定］-［印刷品質設定］画面では、以下の項目
を設定できます。

項目 説明

［印刷品質設
定］

［カラーモー
ド］

［カラー］に設定すると、フルカラーで印刷
されます。
［モノクロ］に設定すると、モノクロで印刷
されます。
設定値：［カラー］、［モノクロ］
初期値：［カラー］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［PS/PCL ﾌﾟﾘﾝﾄ］-［品質ﾒﾆｭｰ］-［ｶﾗｰﾓｰﾄﾞ］
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［色分解］ ［オン］に設定すると、色分解を行います。
［オフ］に設定すると、色分解を行いませ
ん。
設定値：［オン］、［オフ］
初期値：［オフ］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［PS/PCL ﾌﾟﾘﾝﾄ］-［品質ﾒﾆｭｰ］-［色分解］

［明度］ 印刷する画像の明るさを設定します。
設定値：［+15%］、 ［+10%］、 ［+5%］、 
［0］、 ［-5%］、 ［-10%］、 ［-15%］

初期値：［0］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［PS/PCL ﾌﾟﾘﾝﾄ］-［品質ﾒﾆｭｰ］-［明るさ調

整］

［スクリーン］
（イメージ印刷
／テキスト印
刷／グラ
フィックス印
刷）

イメージ、テキスト、グラフィックスの中
間色の再現性を設定します。
［高精細］に設定すると、高精密に中間色を
再現します。
［精細］に設定すると、精細に中間色を再現
します。
［スムーズ］に設定すると、スムーズに中間
色を再現します。
設定値：［高精細］、［精細］、［スムーズ］
初期値：［精細］（イメージ印刷／グラ
フィックス印刷）、［高精細］（テキスト印
刷）
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［PS/PCL ﾌﾟﾘﾝﾄ］-［品質ﾒﾆｭｰ］-［ｽｸﾘｰﾝ］-
［ｲﾒｰｼﾞ印刷］／［ﾃｷｽﾄ印刷］／［ｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ
印刷］
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［印刷品質設
定］

［エッジ強調］
（イメージ印刷
／テキスト印
刷／グラ
フィックス印
刷）

イメージ、テキスト、グラフィックスの
エッジ強調を行うかどうかを設定します。
［オン］に設定すると、エッジ強調が行われ
ます。
［オフ］に設定すると、エッジ強調は行われ
ません。
設定値：［オン］、［オフ］
初期値：［オフ］（イメージ印刷）、［オン］
（テキスト印刷／グラフィックス印刷）
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［PS/PCL ﾌﾟﾘﾝﾄ］-［品質ﾒﾆｭｰ］-［ｴｯｼﾞ強

調］-［ｲﾒｰｼﾞ印刷］／［ﾃｷｽﾄ印刷］／

［ｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ印刷］

［エッジ強調］ エッジ強調を行う場合のエッジ強度を設定
します。
［オフ］に設定すると、エッジ強調は行われ
ません。
［下部］に設定すると、エッジがわずかに強
調されます。
［中間部］に設定すると、エッジが平均的に
強調されます。
［上部］に設定すると、エッジが強く強調さ
れます。
設定値：［オフ］、［下部］、［中間部］、［上
部］
初期値：［中間部］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［PS/PCL ﾌﾟﾘﾝﾄ］-［品質ﾒﾆｭｰ］-［ｴｯｼﾞ強

度］

［エコノミー印
刷モード］

エコノミー印刷を行うかどうかを設定しま
す。 
エコノミー印刷モードでは、絵が多い印刷
を行う場合に、トナー消費量を抑制するこ
とができます。
設定値：［オン］、［オフ］
初期値：［オフ］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［PS/PCL ﾌﾟﾘﾝﾄ］-［品質ﾒﾆｭｰ］-［ｴｺﾉﾐｰ印

刷］

項目 説明
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［PCL 印刷設

定］

［コントラス
ト］

印刷する画像のコントラストを設定します。
設定値：［+15%］、［+10%］、［+5%］、［0］、
［-5%］、［-10%］、［-15%］

初期値：［0］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［PS/PCL ﾌﾟﾘﾝﾄ］-［品質ﾒﾆｭｰ］ -［PCL 印刷

設定］-［ｺﾝﾄﾗｽﾄ］

［ソース］（イ
メージ印刷／
テキスト印刷
／グラフィッ
クス印刷）

RGB データの色空間を設定します。

設定値：［デバイス色］、［sRGB］初期値：

［sRGB］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［PS/PCL ﾌﾟﾘﾝﾄ］-［品質ﾒﾆｭｰ］ -［PCL 印刷

設定］-［ｲﾒｰｼﾞ印刷］

［特性］（イ
メージ印刷／
テキスト印刷
／グラフィッ
クス印刷）

RGB データを CMYK データに変換するとき

の特性を設定します。
設定値：［鮮やか］、［写真調］
初期値：［写真調］

［グレー再現］
( イメージ印刷

／テキスト印
刷／グラ
フィックス印
刷 )

RGB データの黒色とグレーの再現方法を設

定します。
設定値：［4 色（CMYK）トナー］、［全て黒

（K）トナー］、［黒のみ黒（K）トナー］

初期値：［全て黒（K）トナー］
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［PS 印刷設定］［RGB ソース］

（イメージ印刷
／テキスト印
刷／グラ
フィックス印
刷）

RGB データの色空間を設定します。

設定値：［デバイス色］、［sRGB］、
［AppleRGB］、［AdobeRGB1998］、
［ColorMatchRGB］、［BlueAdjustRGB］
初期値：［sRGB］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［PS/PCL ﾌﾟﾘﾝﾄ］-［品質ﾒﾆｭｰ］ -［PS 印刷設

定］-［ｲﾒｰｼﾞ / ﾃｷｽﾄ / ｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ印刷］-
［RGB ｿｰｽ］

［RGB 特性］

（イメージ印刷
／テキスト印
刷／グラ
フィックス印
刷）

RGB データを CMYK データに変換するとき

の特性を設定します。
設定値：［鮮やか］、［写真調］、［相対色］、
［絶対色］
初期値：［写真調］（イメージ印刷）、［鮮や
か］（テキスト印刷、グラフィックス印刷）
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［PS/PCL ﾌﾟﾘﾝﾄ］-［品質ﾒﾆｭｰ］ -［PS 印刷設

定］-［ｲﾒｰｼﾞ / ﾃｷｽﾄ / ｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ印刷］-［RGB
特性］

［RGB グレー

再現］（イメー
ジ印刷／テキ
スト印刷／グ
ラフィックス
印刷）

RGB データの黒色とグレーの再現方法を設

定します。
設定値：［4 色（CMYK）トナ－］、［全て黒

（K）トナ－］、［黒のみ黒（K）トナ－］

初期値：［全て黒（K）トナ－］

同機能の本機操作パネルのメニュー：
［PS/PCL ﾌﾟﾘﾝﾄ］-［品質ﾒﾆｭｰ］ -［PS 印刷設

定］-［ｲﾒｰｼﾞ / ﾃｷｽﾄ / ｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ印刷］-［ｸﾞﾚｰ再

現］
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［出力プロファ
イル］（イメー
ジ印刷／テキ
スト印刷／グ
ラフィックス
印刷）

印刷に使用される出力プロファイルを設定
します。
設定値：［自動］
初期値：［自動］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［PS/PCL ﾌﾟﾘﾝﾄ］-［品質ﾒﾆｭｰ］ -［PS 印刷設

定］-［ｲﾒｰｼﾞ / ﾃｷｽﾄ / ｸﾞﾗﾌｨｯｸｽ印刷］-［出力

ﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ］

［シミュレー
ションプロ
ファイル］（シ
ミュレーショ
ン）

印刷に使用されるシミュレーションプロ
ファイルを設定します。
設定値：［なし］、［SWOP］、［Euroscale］、
［CommercialPress］、［JapanColor］、
［TOYO］、［DIC］

初期値：［なし］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［PS/PCL ﾌﾟﾘﾝﾄ］-［品質ﾒﾆｭｰ］ -［PS 印刷設

定］-［ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ］ -［ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝﾌﾟﾛﾌｧｲﾙ］

［特性］（シ
ミュレーショ
ン）

印刷に使用されるシミュレ－ション特性を
設定します。
設定値：［相対色］、［絶対色］
初期値：［相対色］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［PS/PCL ﾌﾟﾘﾝﾄ］-［品質ﾒﾆｭｰ］ -［PS 印刷設

定］-［ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ］-［ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ特性］

［CMYK グ
レー再現］（シ
ミュレーショ
ン）

CMYK4 色で作成された黒色とグレーの再現

方法を設定します。
設定値：［4 色（CMYK）トナー］、［全て黒

（K）トナー］、［黒のみ黒（K）トナー］

初期値：［4 色（CMYK）トナー］

同機能の本機操作パネルのメニュー：
［PS/PCL ﾌﾟﾘﾝﾄ］-［品質ﾒﾆｭｰ］ -［PS 印刷設

定］-［ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ］ -［CMYK ｸﾞﾚｲ再現］

［階調補正］ ［濃度補正］ ［オン］に設定すると、濃度補正が行われま
す。
［オフ］に設定すると、濃度補正は行われま
せん。
設定値：［オン］、［オフ］
初期値：［オン］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［PS/PCL ﾌﾟﾘﾝﾄ］-［品質ﾒﾆｭｰ］-［階調補

正］-［濃度補正］

項目 説明
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［ハイライト
部］（シアン濃
度／マゼンタ
濃度／イエ
ロー濃度／ブ
ラック濃度）

ハイライト部の CMYK 濃度を設定します。

設定値：［3］、［2］、［1］、［0］、［-1］、
［-2］、［-3］
初期値：［0］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［PS/PCL ﾌﾟﾘﾝﾄ］-［品質ﾒﾆｭｰ］-［階調補

正］-［CMYK 濃度調整］-［ｼｱﾝ］／

［ﾏｾﾞﾝﾀ］／［ｲｴﾛｰ］／［ﾌﾞﾗｯｸ］-［ﾊｲﾗｲﾄ部］

［中間部］（シ
アン濃度／マ
ゼンタ濃度／
イエロー濃度
／ブラック濃
度）

中間部の CMYK 濃度を設定します。

設定値：［3］、［2］、［1］、［0］、［-1］、
［-2］、［-3］
初期値：［0］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［PS/PCL ﾌﾟﾘﾝﾄ］-［品質ﾒﾆｭｰ］-［階調補

正］-［CMYK 濃度調整］-［ｼｱﾝ］／

［ﾏｾﾞﾝﾀ］／［ｲｴﾛｰ］／［ﾌﾞﾗｯｸ］-［中］

［シャドウ部］
（シアン濃度／
マゼンタ濃度
／イエロー濃
度／ブラック
濃度）

シャドウ部の CMYK 濃度を設定します。

設定値：［3］、［2］、［1］、［0］、［-1］、
［-2］、［-3］
初期値：［0］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［PS/PCL ﾌﾟﾘﾝﾄ］-［品質ﾒﾆｭｰ］-［階調補

正］-［CMYK 濃度調整］-［ｼｱﾝ］／

［ﾏｾﾞﾝﾀ］／［ｲｴﾛｰ］／［ﾌﾞﾗｯｸ］-［ｼｬﾄﾞｳ部］

項目 説明
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［フォント / フォームのダウンロード］

この画面は、オプションのハードディスクキット HD-P03 またはコン
パクトフラッシュカードが装着されている場合にのみ、表示されま
す。

［PS フォント］

［プリント］-［フォント / フォームのダウンロード］-［PS フォント］画面
では、以下の項目を設定できます。

項目 説明

［PS フォン

トのダウン
ロード］

保存場所 PostScript フォントをダウンロードする場所

（［HDD］、［メモリーカード］）を指定します。

テキスト
ボックス

ダウンロードするフォントのファイル名を指定
します。

［参照］ボタ
ン

フォントファイルを参照するダイアログを表示
します。

［送信］ボタ
ン

指定した PostScript フォントファイルを、本機

にダウンロードします。

［PS フォン

トの削除］

チェック
ボックス

削除したいフォントのチェックボックスを選択
して［削除］をクリックすると、そのフォント
が本機から削除されます。

［番号］ フォントの管理番号が表示されます。

［フォント
名］

フォント名称が表示されます。

［保存場所］ フォントが保存されている場所が表示されま
す。
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［削除］ボタン 削除するフォントのいちばん左側のチェック
ボックスをチェックして［削除］ボタンをク
リックすると、そのフォントが削除されます。

項目 説明
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［フォーム］

［プリント］-［フォント / フォームのダウンロード ］-［フォーム］画面で
は、以下の項目を設定できます。

項目 説明

［フォームのダ
ウンロード］

保存場所 フォームをダウンロードする場所
（［HDD］、［メモリーカード］）を指定しま

す。

テキストボック
ス

ダウンロードするフォームのファイル名を
指定します。

［参照］ボタン フォームのファイルを参照するダイアログ
を表示します。

［送信］ボタン 指定したフォームのファイルを、本機にダ
ウンロードします。

［フォームの削
除］

チェックボック
ス

削除したいフォームのファイルのチェック
ボックスを選択して［削除］をクリックす
ると、そのフォームが本機から削除されま
す。

［番号］ フォームの管理番号が表示されます。

［ファイル名］ フォームのファイル名が表示されます。

［保存場所］ フォームが保存されている場所が表示され
ます。

［削除］ボタン 削除するフォームのいちばん左側のチェッ
クボックスをチェックして［削除］ボタン
をクリックすると、そのフォームが削除さ
れます。
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［カラープロファイル］

［プリント］-［フォント / フォームのダウンロード］-［カラープロファイ
ル］画面では、以下の項目を設定できます。

項目 説明

［カラープロ
ファイルのダ
ウンロード］

保存場所 カラープロファイルをダウンロードする場
所（［HDD］、［メモリーカード］）を指定し

ます。

テキストボック
ス

ダウンロードするカラープロファイルの
ファイル名を指定します。

［参照］ボタン カラープロファイルのファイルを参照する
ダイアログを表示します。

［送信］ボタン 指定したカラープロファイルのファイル
を、本機にダウンロードします。

［カラープロ
ファイルの削
除］

チェックボック
ス

削除したいカラープロファイルのファイル
のチェックボックスを選択して［削除］を
クリックすると、そのカラープロファイル
が本機から削除されます。

［番号］ カラープロファイルの管理番号が表示され
ます。

［ファイル名］ カラープロファイルのファイル名が表示さ
れます。

［プロファイル
名］

カラープロファイル名が表示されます。

［クラス］ カラープロファイルのクラスが表示されま
す。
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ダウンロードマネージャーを使用する場合、ダウンロードする
フォーム／ PostScript フォント／カラープロファイルのファイル名
に長いファイル名を指定できません。その場合、ファイル名は 8.3
形式（MS-DOS 形式）に準拠したものを指定してください。また、
プリンタードライバーでは、 大 31 文字のファイル名を指定できま
す。

［色空間］ カラープロファイルの色空間が表示されま
す。

［保存場所］ カラープロファイルが保存されている場所
が表示されます。

［削除］ボタン 削除するカラープロファイルのいちばん左
側のチェックボックスをチェックして［削
除］ボタンをクリックすると、そのカラー
プロファイルが削除されます。

項目 説明
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［スキャン］タブ

［スキャン］タブでは、本機に登録される宛先情報の設定やファクスの送受
信に関する設定を行うことができます。

［常用］（上記画面）

［スキャン］-［常用］画面では、以下の項目を設定できます。

項目 説明

［短縮 ダイアル］ボタ

ン

［短縮 ダイアル］ ボタンをクリックし、短縮ダイア

ルリストから常用に追加したい番号を選択します。
詳しくは、「［短縮 ダイアル］からの登録」（p.411）
をごらんください。

［グループ ダイアル］

ボタン

［グループ ダイアル］ ボタンをクリックし、グルー

プダイアルリストから常用に追加したい番号を選
択します。詳しくは、「［グループ ダイアル］から

の登録」（p.413）をごらんください。

［番号］ 常用に登録された番号が表示されます。

［宛先名（カナ）］ 常用に登録された名前が表示されます。

［宛先名］ 常用に登録されている相手先の説明が表示されま
す。

［宛先］ 常用に登録された相手先の宛先が表示されます。
グループ宛先の場合は、「（グループ）」と表示され
ます。

ごみ箱アイコン ごみ箱アイコンをクリックすると、常用リストか
ら削除されます。
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［短縮 ダイアル］からの登録

［スキャン］-［常用］-［短縮ダイアルリスト］画面では、以下の項目を設
定できます。

項目 説明

［短縮ダイアルリスト］同じ画面内の短縮ダイアルのリストにジャンプし
ます。

［スピード ダイアル　

リスト（Scan to 
Server）］

同じ画面内のスピードダイアルのリストにジャン
プします。

ラジオボタン 登録された短縮ダイアルリストから追加したい番
号のラジオボタンを選択します

［番号］ 短縮ダイアル番号が表示されます。

［宛先名（カナ）］ 短縮ダイアル番号に登録された相手先の名前が表
示されます。
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［宛先名］ 短縮ダイアル番号に登録された相手先の説明が表
示されます。

［宛先］ 短縮ダイアル番号に登録された相手先のファクス
番号、メール、FTP、SMB アドレスが表示されま

す。

項目 説明
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［グループ ダイアル］からの登録

［スキャン］-［常用］-［グループダイアルリスト］画面では、以下の項目
を設定できます。

項目 説明

ラジオボタン 登録されたグループダイアルリストから追加した
い番号のラジオボタンを選択します。

［番号］ グループダイアル番号が表示されます。
登録されたグループダイアルリストから追加した
い番号のラジオボタンを選択します。

［宛先名（カナ）］ グループダイアルに登録されたグループ名が表示
されます。

［宛先名］ グループダイアルの説明が表示されます。

［宛先］ グループダイアルに登録された相手先の宛先が
メールアドレスかファクスかを表示します。
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［短縮ダイアル設定］

［スキャン］-［短縮ダイアル設定］画面では、以下の項目を設定できます。

項目 説明

［短縮ダイアルリスト］同じ画面内の短縮ダイアルのリストにジャンプし
ます。
短縮ダイアル番号 001-220 はファクスとメールの

宛先になります。
短縮ダイアル番号 221-250 は FTP と SMB の宛先

になります。

［スピード ダイアル　

リスト（Scan to 
Server）］

同じ画面内のスピードダイアルのリストにジャン
プします。
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［番号］ 短縮ダイアル番号が表示されます。
短縮ダイアルが登録されていない場合、番号をク
リックすると短縮ダイアル登録画面が表示されま
す。短縮ダイアル登録画面で、登録したい送信タ
イプを選択して設定を行います。
短縮ダイアルがすでに登録されている場合、番号
をクリックすると登録情報を編集できます。
ファクス番号、メールアドレス、LDAP 検索した

メールアドレスを短縮ダイアルに登録する場合、
「［短縮ダイアル登録］」（p.416）をごらんくださ

い。
FTP または SMB を短縮ダイアルに登録する場合、

「［短縮ダイアル登録］（Scan to Server）」（p.420）
をごらんください。

［宛先名（カナ）］ 短縮ダイアル番号に登録された相手先の名前が表
示されます。

［宛先名］ 短縮ダイアル番号に登録された相手先の説明が表
示されます。

［宛先］ 短縮ダイアル番号に登録された相手先アドレスが
表示されます。

［一括送信］ 短縮ダイアルに登録された相手先に、メモリーに
蓄積したデータを一括送信する時間を表示します。

［削除］ボタン クリックした短縮ダイアル番号の登録情報を削除
します。

項目 説明
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［短縮ダイアル登録］

［スキャン］-［短縮ダイアル設定］-［短縮ダイアル登録］画面では、以下
の項目を設定できます。

項目 説明

［短縮ダイアル登録］ 短縮ダイアルに登録したい送信タイプを選択しま
す。
［ファクス］を選択すると、ファクス送信先画面が
表示されます。詳しくは、「［ファクス宛先］」
（p.417）をごらんください。

［E-mail］を選択すると、メール送信先画面が表示

されます。詳しくは、「［E-mail 送信先］」（p.418）
をごらんください。
［LDAP 検索］を選択すると、LDAP 検索画面が表

示されます。詳しくは、「［LDAP 検索］」（p.419）
をごらんください。
設定値：［ファクス］、［E-mail］、［LDAP 検索］

初期値：［ファクス］

［LDAP］画面（［ネットワーク］-［LDAP］）
で［LDAP］が［無効］に設定されている場
合は、［LDAP 検索］は表示されません。
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［ファクス宛先］

［スキャン］-［短縮ダイアル設定］-［短縮ダイアル登録］-［ファクス宛先］
画面では、以下の項目を設定できます。

項目 説明

［宛先名］ 相手先の名前を指定します。
範囲： 半角 20 文字以内

初期値：（空白）

［宛先名］ 相手先の説明を入力します。
範囲：　半角 20 文字以内

初期値：（空白）

［ファクス番号］ 送信先のファクス番号を指定します。
範囲： 半角 50 文字以内

初期値：（空白）

P（ポーズ）は大文字で入力できますが、
ファクス番号の 初に入力することはでき
ません。

［速度］ ファクスの伝送速度を設定します。
設定値：［9.6K］、［14.4K］、［33.6K］
範囲： ［33.6K］

［一括送信タイム
（時：分）］

メモリーに蓄積したデータを一括送信する時間を
設定します。
範囲： ［00:00］-［23:59］
初期値：（空白）
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［E-mail 送信先］

［スキャン］-［短縮ダイアル設定］-［短縮ダイアル登録］-［E-mail 送信
先］画面では、以下の項目を設定できます。

項目 説明

［宛先名］ 相手先の名前を指定します。
範囲： 半角 20 文字以内

初期値：（空白）

［宛先名］ 相手先の説明を入力します。
範囲：　半角 20 文字以内

初期値：（空白）

［E-mail アドレス］ 送信先のメールアドレスを指定します。
範囲： 半角 64 文字以内（英数字、記号）

初期値：（空白）
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［LDAP 検索］

［スキャン］-［短縮ダイアル設定］-［短縮ダイアル登録］-［LDAP 検索］
画面では、以下の項目を設定できます。

LDAP サーバーを使用する場合、Anonymous（匿名）権限でサーバー
から検索すると、正しい検索結果が得られない場合があります。

項目 説明

［LDAP 検索］ LDAP 検索時に検索対象とする項目を選択します。

設定値：［宛先名（カナ）］、［E-mai］
初期値：［宛先名（カナ）］

［LDAP 検索文字列］ 検索する文字列を入力します。
範囲： 半角 20 文字以内

初期値：（空白）

［適用］ボタン ［適用］ボタンをクリックし、LDAP 検索を開始し

ます。

［クリアー］ボタン この画面で行った設定をすべての設定変更をリ
セットし、初期設定に戻します。
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［短縮ダイアル登録］（Scan to Server）

［スキャン］-［短縮ダイアル設定］-［短縮ダイアル登録］画面では、以下
の項目を設定できます。

項目 説明

［短縮ダイアル登録］ 短縮ダイアルに登録したい送信タイプを選択しま
す。
［FTP］を選択する場合、「FTP サーバー設定」

（p.421）をごらんください。

［SMB］を選択する場合、「SMB サーバー設定」

（p.425）をごらんください。

設定値：［FTP］、［SMB］
初期値：［FTP］

［適用］ボタン ［適用］ボタンをクリックすると、それぞれの送信
タイプの設定画面を表示します。

［クリアー］ボタン この画面で行ったすべての設定変更をリセットし、
初期設定に戻します。
本機の設定420



FTP サーバー設定

送信タイプとして FTP を選択した場合の設定画面では、以降の項目を設定
できます。
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FTP サーバーへ送信する場合、［ネットワーク］ -［FTP］-［クライア
ント］画面の［送信］を有効に設定します。プロキシサーバーを使
用する場合、プロキシサーバーの設定を行ってください。詳細につ
いては、「［FTP］」（p.485）をごらんください。

項目 説明

［ファイル
送信先］

［宛先名］ 相手先の名前を入力します。
範囲： 半角 20 文字以内

初期値：（空白）

［宛先名］ 相手先の説明を入力します。
範囲：　半角 20 文字以内

初期値：（空白）

［FTP サーバ

アドレス］

FTP サーバーの IP アドレスまたはサーバーのホ

スト名を入力します。DNS サーバーを使用して

いる場合は、IP アドレスの代わりにホスト名を

入力できます。
範囲： 半角 64 文字以内（英数字、記号）

初期値：（空白）

［ディレクト
リ］

FTP サーバーのディレクトリーを入力します。

範囲： 半角 127 文字以内

初期値：（空白）

［プロキシを
使用する］

プロキシサーバーを使用するかどうかを設定しま
す。
設定値： オン、オフ
初期値： オフ

［リモート
ポート番号］

FTP サーバーと通信するときに使用するポート

番号を設定します。
範囲： ［1］-［65535］
初期値：［21］

［PASV モー

ド］

FTP サーバーとの通信で、PASV モードを使用す

るかどうかを設定します。
設定値：オン、オフ
初期値：オフ
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［基本設
定］

［カラー設
定］

カラーでスキャンするか白黒でスキャンするかを
選択します。
設定値：［白黒］、［カラー / グレー］

初期値：［カラー / グレー］

［解像度］ スキャンする解像度を選択します。
設定値：［150×150］、［300×300］
初期値：［300×300］

［モード］ 原稿の画質を選択します。
設定値：［文字］、［写真］、［文字 / 写真］

初期値：［文字 / 写真］

［添付ファイ
ル形式］

スキャンした画像を保存するファイル形式を選択
します。
設定値：［TIFF］、［PDF］、［JPEG］

初期値：［PDF］

カラー設定で［白黒］が選択されている場
合、［JPEG］を選択することができませ
ん。

［圧縮方式］ 白黒画像を送信する時の圧縮方式を選択します。
設定値：［MH］、［MR］、［MMR］

初期値：［MH］

カラー設定で、［カラー / グレー］が選択さ
れている場合、この設定は選択できませ
ん。

［スキャン範
囲］

スキャンする画像のサイズを選択します。
設定値：［A5］、［B5］、［A4］、［ST］、［LT］、
［LG］

初期値：［A4］

項目 説明
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［E-mail 通
知］

［E-mail 通知

を行う］

FTP サーバーへの送信を行った後、メール通知

をするかどうかを設定します。
通知をする場合は、チェックをつけます。
設定値：オン、オフ
初期値：オフ

［ネットワーク］-［E-mail］-［E-mail 送
信］画面の［SMTP］が［無効］になって
いる場合は、メール通知は行われません。

［通知アドレ
ス］

通知先のメールアドレスを設定します。
10 件の宛先を登録することができます。

範囲： 半角 64 文字以内（英数字、記号）

初期値：（空白）

［アカウン
ト情報］

［共通名］／
［プライベー
トサイト］

FTP サーバーにログインするアカウントの種類

を選択します。
［共通名］を選択した場合、アカウント名は
「Anonymous」、パスワードは「guest」としてロ

グインします。
［プライベートサイト］を選択した場合、［ユー
ザー名］、［パスワード］、［パスワードの再入力］
を設定します。
設定値：［共通名］、［プライベートサイト］
初期値：［共通名］

［ユーザー
名］

FTP サーバーへログインするためのユーザー名

を入力します。
範囲： 半角 20 文字以内（英数字、記号）

初期値：（空白）

［パスワー
ド］

FTP サーバーへログインするためのパスワード

を入力します。
範囲： 半角 20 文字以内（英数字、記号）

初期値：（空白）

［パスワード
の再入力］

確認のため、パスワードを再入力します。
範囲： 半角 20 文字以内（英数字、記号）

初期値：（空白）

項目 説明
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SMB サーバー設定

スキャン送信タイプとして SMB を選択した場合の設定画面では、以下の項
目が設定できます。

SMB サーバーへ送信する場合、［ネットワーク］-［SMB］画面の
「送信」を有効に設定します。詳細については、「［SMB］」（p.498）
をごらんください。

項目 説明

［ファイル
送信先］

［宛先名］ 相手先の名前を入力します。
範囲： 半角 20 文字以内

初期値：（空白）
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［宛先名］ 相手先の説明を入力します。
範囲：半角 20 文字以内

初期値：（空白）

［E-mail ア
ドレス］

SMB サーバーの IP アドレスまたは NetBIOS 名を

入力します。
範囲： 半角 64 文字以内（英数字、記号）

初期値：（空白）

［ディレク
トリ］

SMB サーバーのディレクトリーを入力します。

範囲： 半角 128 文字以内（英数字、記号、/）
初期値：（空白）

［基本設
定］

［カラー設
定］

カラーでスキャンするか、白黒でスキャンするか
を選択します。
設定値：［白黒］、［カラー / グレー］

初期値：［カラー / グレー］

［解像度］ スキャンする解像度を選択します。
設定値：［150×150］、［300×300］
初期値：［300×300］

［モード］ 原稿の画質を選択します。
設定値：［文字］、［写真］、［文字 / 写真］

初期値：［文字 / 写真］

［添付ファ
イル形式］

スキャンした画像を保存するファイルの形式を設
定します。
設定値：［TIFF］、［PDF］、［JPEG］

初期値：［PDF］

カラー設定で「白黒」が選択されている場
合、「JPEG」を選択することができません。

［圧縮方
式］

白黒画像を送信する時の圧縮方式を選択します。
設定値：［MH］、［MR］、［MMR］

初期値：［MH］

カラー設定で、［カラー / グレー］が選択さ
れている場合、この設定はできません。

［スキャン
範囲］

スキャンする画像のサイズを選択します。
設定値：［A5］、［B5］、［A4］、［ST］、［LT］、［LG］

初期値：［A4］

項目 説明
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［E-mail 通
知］

［E-mail 通
知を行う］

SMB サーバーへの送信を行った後、メール通知を

するかどうかを設定します。
通知をする場合は、チェックをつけます。

設定値：オン、オフ
初期値：オフ

［ネットワーク］-［E-mail］-［E-mail 送信］
画面の［SMTP］が［無効］になっている場
合は、メール通知は行われません。

［通知アド
レス］

通知先のアドレスを設定します。10 件のアドレス

を登録することができます。
範囲： 半角 64 文字以内（英数字、記号）

初期値：（空白）

［アカウン
ト情報］

［共通名］
／［プラ
イベート
サイト］

SMB サーバーにログインするアカウントの種類を

選択します。
［共通名］を選択した場合、アカウント名は
「Anonymous」、パスワードは「guest」としてログ

インします。
［プライベートサイト］を選択した場合、［ユー
ザー名］、［パスワード］、［パスワードの再入力］
を設定します。
設定値：［共通名］、［プライベートサイト］
初期値：［共通名］

［ユーザー
名］

SMB サーバーへログインするためのユーザー名を

入力します。
範囲： 半角 20 文字以内（英数字、記号）

初期値：（空白）

［パスワー
ド］

SMB サーバーへログインするためのパスワードを

入力します。
範囲： 半角 20 文字以内（英数字、記号）

初期値：（空白）

［パスワー
ドの再入
力］

確認のため、パスワードを再入力します。
範囲： 半角 20 文字以内（英数字、記号）

初期値：（空白）

項目 説明
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［グループダイアル設定］

［スキャン］-［グループダイアル設定］画面では、以下の項目を設定できま
す。

項目 説明

［番号］ グループダイアル番号が表示されます。
グループダイアルが登録されていない場合、番号
をクリックするとグループダイアル登録画面が表
示されます。詳しくは、「［グループダイアル登録］
（送信タイプ）」（p.429）をごらんください。

グループダイアルがすでに登録されている場合、
番号をクリックすると登録情報を編集できます。

［宛先名（カナ）］ グループ名が表示されます。

［宛先名］ グループダイアルの説明が表示されます。

［宛先］ グループダイアルが登録されている場合、「（ファ
クス）または（E-mail）」と表示されます。

［削除］ボタン クリックしたグループダイアル番号の登録情報を
削除します。
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［グループダイアル登録］（送信タイプ）

［スキャン］-［グループダイアル設定］-［グループダイアル登録］画面で
は、以下の項目を設定できます。

項目 説明

［グループダイアル登
録］

グループダイアルに登録したい送信タイプを選択
します。
［ファクス］を選択すると、グループのファクスの
宛先が表示されます。
［E-mail］を選択すると、グループのメールの宛先

が表示されます。
詳しくは、「［グループダイアル登録］（宛先の追
加）」（p.430）をごらんください。

設定値：［ファクス］、［E-mail］
初期値：［ファクス］
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［グループダイアル登録］（宛先の追加）

［スキャン］-［グループダイアル設定］-［グループダイアル登録］画面で
は、以下の項目を設定できます。

項目 説明

［グループダイアル名
（カナ）］

グループダイアル名を指定します。
範囲： 半角 20 文字以内

初期値：（空白）

［グループダイアル名］ グループダイアルの説明を入力します。
範囲：　半角 20 文字以内

初期値：（空白）

［短縮ダイアルのイン
デックス］

同じ画面内の短縮ダイアルのリストにジャンプ
します。
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［短縮 001-020］
［短縮 021-040］
［短縮 041-060］
［短縮 061-080］
［短縮 081-100］
［短縮 101-120］
［短縮 121-140］
［短縮 141-160］
［短縮 161-180］
［短縮 181-200］
［短縮 201-220］

短縮ダイアルのリストが 20 件ごとに表示され

ます。
登録された短縮ダイアル番号の左側のチェック
ボックスをチェックすることで、短縮ダイアル
の送信先をグループダイアルに登録することが
できます。

SMB と FTP に登録された宛先をグループ
ダイアルに登録することはできません。
また、ファクスとメールの宛先を同じグ
ループに登録することはできません。

項目 説明
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［ファクス設定］

［ユーザー登録］

［スキャン］-［ファクス設定］-［ユーザー登録］画面では、ユーザー情報
の登録ができます。

項目 説明

［発信者名（カナ）（32 
文字）］

発信者名を設定します。
範囲： 半角 32 文字以内（カタカナ、英数字、記

号）
初期値：（空白）
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾕｰｻﾞｰ設定］- 
［ﾕｰｻﾞｰ名］

［発信者名 (32 文字 )］ 発信者の説明を入力します。
範囲：半角 32 文字以内

初期値：（空白）

［ファクス番号（20 文

字）］

ファクス番号を設定します。
範囲： 半角 20 文字以内（数字、スペース、+、-）
初期値：（空白）
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾕｰｻﾞｰ設定］- 
［ﾌｧｸｽ番号］
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［送信設定］

［スキャン］-［ファクス設定］-［送信設定］画面では、以下の項目を設定
できます。

項目 説明

［濃度レベル］ スキャン原稿の読み取り濃度を設定します。
設定値：［-1］、［0］、［+1］
初期値：［0］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［ﾌｧｸｽ送信設定］-［濃度ﾚﾍﾞﾙ］

［優先画質］ 優先する画質を設定します。
設定値：［標準・ 文字］、［精細・文字］、［高精細・

文字］、［標準・写真］、［精細・写真］、［高精細・
写真］
初期値：［標準・文字］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［ﾌｧｸｽ送信設定］-［優先画質］

［優先送信モード］ 優先して原稿を送信するモードを設定します。
設定値：［メモリ送信］、［ダイレクト送信］
初期値：［メモリ送信］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［ﾌｧｸｽ送信設定］-［優先送信ﾓｰﾄﾞ］
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［ヘッダー］ 送信する文書に本機の発信元情報（送信日時、送
信者名、送信者ファクス番号など）を印字するか
どうかを設定します。
設定値：オン、オフ
初期値：オン
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［ﾌｧｸｽ送信設定］-［ﾍｯﾀﾞｰ］

項目 説明
本機の設定434



［受信設定］

［スキャン］-［ファクス設定］-［受信設定］画面では、以下の項目を設定
できます。
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項目 説明

［メモリ受信モード］ メモリ受信する（オン）か、しない（オフ）かを
設定します。
機密文書を受信する場合や、夜間などの無人時に
印刷出力をしたくない場合にオンにします。
受信文書はメモリに蓄積され、指定された時間や、
メモリ受信がオフに設定されたときに印刷されま
す。
パスワードを設定すると、メモリ受信の開始時間
と終了時間を設定したり、この機能を中止したり
できます。
開始時間と終了時間の設定は、メモリ受信を無効
にするまで、毎日有効になります。
設定値：オン、オフ
初期値：オフ
［開始時間］

範囲： ［00:00］-［23:59］
初期値：（空白）

［終了時間］

範囲： ［00:00］-［23:59］
初期値：（空白）

［パスワード］

範囲： 4 桁（数字のみ）

初期値：（空白）

同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［ﾌｧｸｽ受信設定］-［ﾒﾓﾘ受信ﾓｰﾄﾞ］

［呼び出し回数］ ファクス受信開始までの呼び出し音の回数を設定
します。
範囲：［0］-［15］（回）

同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［ﾌｧｸｽ受信設定］-［呼出し回数］
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［縮小受信］ 本機の印刷用紙よりも長い文書を受信した場合に、
縮小するか（オン）、分割するか（オフ）、破棄す
るか（カット）を選択します。
［オン］に設定すると、受信した文書は縮小されて
印刷されます。
［オフ］に設定すると、受信した文書はフルサイズ
のまま、複数のページに分割して印刷されます。
［カット］に設定すると、受信した文書のうち、
ページに収まらない部分は消去されて印刷されま
す。ただし、送信された文書が、用紙よりも 24 
mm 以上長い場合には、［カット］は利用できませ

ん。（この場合、文書は分割されます。）
設定値：［オン］、［オフ］、［カット］
初期値：［オン］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［ﾌｧｸｽ受信設定］-［縮小受信］

［受信プリント］ ファクス受信時に、受信が完了してから印刷する
か、受信しながら印刷するかを設定します。
［メモリ受信］に設定すると、すべてのページを受
信してから印刷します。
［プリント受信］に設定すると、 初のページを受
信した後に印刷を開始します。
設定値：［メモリ受信］、［プリント受信］
初期値：［メモリ受信］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［ﾌｧｸｽ受信設定］-［受信ﾌﾟﾘﾝﾄ］

［受信モード］ 受信モードを設定します。
設定値：［自動受信］、［手動受信］
初期値：［自動受信］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［ﾌｧｸｽ受信設定］-［受信ﾓｰﾄﾞ］

［転送モード］ 転送モードを設定します。
設定値：［オフ］、［オン］、［オン（プリント）］
初期値：［オフ］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［ﾌｧｸｽ受信設定］-［転送］

項目 説明
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［転送宛先］ 転送する宛先のメールアドレスまたはファクス番
号を設定します。
設定値
ファクス：半角 50 文字以内（数字、スペース、*、
#、-、P（ポーズ））

メール：半角 64 文字以内（英数字、記号）

初期値：（空白）
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［ﾌｧｸｽ受信設定］-［転送］

［フッタープリント］ 受信した文書にフッターを印字するかどうかを設
定します。
設定値：オン、オフ
初期値：オフ
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［ﾌｧｸｽ受信設定］-［ﾌｯﾀｰ］

［トレイ選択］ 受信ドキュメントや、送信レポートを印刷する場
合の給紙トレイを選択します。
設定値：［有効］、［無効］（トレイ 1、トレイ 2、ト

レイ 3）
初期値：［有効］（トレイ 1、トレイ 2、トレイ 3）
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［ﾌｧｸｽ受信設定］-［ﾄﾚｲ選択］

［トレイ 3］はオプションの給紙ユニットを
装着している場合に表示されます。

［転送受信］ 外付け電話を接続している場合に転送受信をする
かどうかを設定します。
設定値：オン、オフ
初期値：オフ

「オン」を選択すると、番号を 0 ～ 9 の範囲で
設定することができます。

［両面印刷］ 受信した文書に複数のページがある場合、両面印
刷を行うかどうかを設定します。
設定値：［有効］、［無効］
初期値：［無効］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［ﾌｧｸｽ受信設定］-［両面印刷］

項目 説明
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［通信設定］

［スキャン］-［ファクス設定］-［通信設定］画面では、以下の項目を設定
できます。

項目 説明

［トーン / パルス］ お使いの電話回線のダイアルを設定します。この
設定が正しく行われていないと、ファクスを送信
できません。
設定値：［トーン］、［パルス（10PPS）］、［パルス

（20PPS）］
初期値：［トーン］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［送信設定］-［ﾄｰﾝ /
ﾊﾟﾙｽ］

［回線モニター音量］ 回線モニターの音量を選択します。
設定値：［上部］、［下部］、［オフ］
初期値：［下部］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［送信設定］-［回線

ﾓﾆﾀｰ］

この設定を［オフ］にしても、本機の操作
パネルの［オンフック］ボタンを押せば、
モニター音を聞くことができます。
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［PSTN/PBX］ ［PSTN］または［PBX］は、ご利用の環境に合わ

せて選択してください。
［PSTN］は、ご利用の環境に電話交換などがない

場合に選択します。
［PBX］は、ご利用の環境に電話交換機などがあ

り、内線電話システムなどを用いている場合に選
択します。
設定値：［PSTN］、［PBX］
初期値：［PSTN］

同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［送信設定］-
［PSTN/PBX］

［PBX］を選択すると、PBX 番号を 0 ～ 9999
の範囲で設定することができます。

［TEL/FAX 自動切り替

え］

チェックすると、着信後、相手がファクスなのか
電話なのかを検知します。
設定値：オン、オフ
初期値：オフ
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［送信設定］-［電話

/ ﾌｧｸｽ ﾓｰﾄﾞ］

［電話呼び出し時間］ 相手が電話をかけてから呼び出すまでの時間を設
定します。
設定値：［5］、［10］、［15］、［20］、［25］、［30］、

［60］、［90］、［120］、［150］、［180］、［240］（秒）

初期値：［20］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［送信設定］-［電話

呼出し時間］

［留守番電話接続］ 留守番電話に接続するかどうかを設定します。
設定値：オン、オフ
初期値：オフ
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［送信設定］-［留守

番電話接続］

項目 説明
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［レポート設定］

［スキャン］-［ファクス設定］ -［レポート設定］画面では、以下の項目を設
定できます。

項目 説明

［通信管理レポート］ 通信管理レポートを印刷するかどうかを設定しま
す。
設定値：［オン］、［オフ］
初期値：［オン］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［ﾚﾎﾟｰﾄ設定］-［通信管理ﾚﾎﾟｰﾄ］
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［送信結果レポート］ 送信後に、送信結果を印刷するかどうかを設定し
ます。
［オン］に設定した場合、送信ごとに送信結果を印
刷します。
［オン（エラー）］に設定した場合、送信エラーが
発生したときのみ、送信結果を印刷します。

送信エラーとなった文書の1 ページ目を縮小
し、エラー結果とともに印刷します。

［オフ］に設定した場合、送信結果を印刷しませ
ん。エラーが発生した場合でも、レポートは印刷
されません。
設定値：［オン］、［オン（エラー）］、［オフ］
初期値：［オン（エラー）］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［ﾚﾎﾟｰﾄ設定］-［送信結果ﾚﾎﾟｰﾄ］

［受信結果レポート］ 受信後に、受信結果を印刷するかどうかを設定し
ます。
［オン］に設定した場合、受信ごとに受信結果を印
刷します。
［オン（エラー）］に設定した場合、受信エラーが
発生したときのみ、受信結果を印刷します。
［オフ］に設定した場合、受信結果を印刷しませ
ん。エラーが発生した場合でも、レポートは印刷
されません。
設定値：［オン］、［オン（エラー）］、［オフ］
初期値：［オン（エラー）］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［ﾚﾎﾟｰﾄ設定］-［受信結果ﾚﾎﾟｰﾄ］

項目 説明
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［ユーザー設定］

［スキャン］ -［ファクス設定］ -［ユーザー設定］画面では、以下の項目を設
定できます。

項目 説明

［ファクス PTT 設定］ 本機を設定している国が表示されます。
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾕｰｻﾞｰ設定］-
［ﾌｧｸｽ PTT 設定］

［日付種類］ 日付の表示形式を設定します。
設定値：［MM/DD/YY］、［DD/MM/YY］、［YY/MM/

aaDD］

初期値：［MM/DD/YY］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾕｰｻﾞｰ設定］-［日

付種類］

［固定倍率］ ズーム倍率のプリセットで使用する単位系を、イ
ンチまたはミリメートルのいずれかに設定します。
設定値：［インチ］、［メトリック］
初期値：［メトリック］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾕｰｻﾞｰ設定］-［固

定倍率］
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［オートリダイアル設定］

［スキャン］-［ファクス設定］-［オートリダイアル設定］画面では、以下
の項目を設定できます。

項目 説明

［オートリダイアル回
数］

後に送信したファクス番号を呼び出す回数を設
定します。
設定値：［1 ～ 10 回］

［オートリダイアル間
隔］

後に送信したファクス番号をリダイアルする間
隔を設定します。
設定値：［2 ～ 99 分］
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［相手先リストのダウンロード／アップロード］

［スキャン］-［相手先リストのダウンロード／アップロード］画面では、宛
先情報のダウンロードとアップロードができます。

ダウンロードした CSV ファイルを修正したい場合は、テキストエ
ディタを使用してください。テキストエディタ以外で保存した場合、
アップロード時にエラーが発生します。

項目 説明

［ダウンロード］ ［適用］ボタンをクリックすると、登録情報ファイ
ルをコンピューターに保存します。

［アップロード］ 登録情報ファイルの場所を指定し、［適用］ボタン
をクリックすると本機に登録情報をアップロード
します。
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［ネットワーク］タブ

［ネットワーク］タブでは、ネットワークの設定を行うことができます。こ
れらのプロトコルの詳細については、第 7 章「ネットワーク印刷」をごら
んください。

［TCP/IP］
［TCP/IP］（上記画面）

［ネットワーク］-［TCP/IP］-［TCP/IP］画面では、以下の項目を設定でき
ます。
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TCP/IP の詳細については、第 7 章「ネットワーク印刷」をごらんくださ
い。

項目 説明

［TCP/IP］ TCP/IP を有効にするかどうかを設定します。

設定値：［有効］、［無効］
初期値：［有効］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾈｯﾄﾜｰｸ設定］-
［TCP/IP］

［速度］ イーサネットの動作モードと速度を設定します。
設定値：［自動］、［10Base-T（Half）］、［10Base-T

（Full）］、［100Base-TX（Half）］、［100Base-TX
（Full）］、［1000Base-T（Full）］
初期値：［自動］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾈｯﾄﾜｰｸ設定］-
［SPEED/DUPLEX］

［LPD］ LPD を使用するかどうかを設定します。

設定値：［有効］、［無効］
初期値：［有効］

［SLP］ SLP を使用するかどうかを設定します。

設定値：［有効］、［無効］
初期値：［有効］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾈｯﾄﾜｰｸ設定］-
［SLP］

［LLMNR］ LLMNR を使用するかどうかを設定します。

設定値：［有効］、［無効］
初期値：［有効］
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［IPv4 設定］

［ネットワーク］-［TCP/IP］-［IPv4 設定］画面では、以下の項目を設定で
きます。
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TCP/IP の詳細については、第 7 章「ネットワーク印刷」をごらんくださ
い。

項目 説明

［Auto IP］ 本機の IP アドレスの自動割り当て方法を設定しま

す。
設定値：［DHCP］、［BootP］、［ARP/PING］

複数の項目を選択できます。

初期値：［DHCP］
同機能の本機操作パネルの設定メニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾈｯﾄﾜｰｸ設定］-
［DHCP］、［BOOTP］、［ARP/PING］

［IP アドレス］* 本機の IP アドレスを設定します。

書式：*.*.*.*（* の入力範囲：0-255）
初期値：［0.0.0.0］

範囲外の数値の IP アドレスが入力された場
合は、［適用］ボタンをクリックしても変更
が適用されません。以前の数値にもどりま
す。

同機能の本機操作パネルの設定メニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾈｯﾄﾜｰｸ設定］-
［IP ｱﾄﾞﾚｽ ﾌｨﾙﾀｰ］

［サブネットマスク］* 本機のサブネットマスクアドレスを設定します。
書式：*.*.*.*（* の入力範囲：0-255）
初期値：［0.0.0.0］

範囲外の数値のサブネットマスクアドレス
が入力された場合は、［適用］ボタンをク
リックしても変更が適用されません。以前
の数値にもどります。

同機能の本機操作パネルの設定メニュ－：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾈｯﾄﾜｰｸ設定］-
［IP ｱﾄﾞﾚｽ設定］
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［デフォルトゲート
ウェイ］*

ネットワ－クでル－ターを使用している場合は、
ル－ターのアドレスを設定します。
書式：*.*.*.*（* の入力範囲：0-255）
初期値：［0.0.0.0］

範囲外の数値のルーターのアドレスが入力
された場合は、［適用］ボタンをクリックし
ても変更が適用されません。以前の数値に
もどります。

同機能の本機操作パネルの設定メニュ－：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾈｯﾄﾜｰｸ設定］-
［IP ｱﾄﾞﾚｽ設定］

［ドメイン名自動取得］ドメイン名の自動取得を行うかどうかを選択しま
す。DHCP が有効の場合に設定します。

設定値：［有効］、［無効］
初期値：［有効］

［DNS サーバー自動取

得］

DNS サーバーアドレスの自動取得を行うかどうか

を設定します。DHCP が有効の場合に設定します。

設定値：［有効］、［無効］
初期値：［有効］

* これらのアドレスを入力するときは、各 3 桁中の上位桁の 0 を入れずに

入力してください。例えば、131.011.010.001 の場合は 131.11.10.1 とし

て入力します。

項目 説明
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［IPv6 設定］

［ネットワーク］-［TCP/IP］-［IPv6 設定］画面では、以下の項目を設定で
きます。

項目 説明

［IPv6］ IPv6 を有効にするかどうかを設定します。

設定値：［有効］、［無効］
初期値：［有効］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾈｯﾄﾜｰｸ設定］-
［IPv6］-［禁止 / 許可］

［IPv6 自動設定］ IPv6 アドレスを自動的に取得するかどうかを設定

します。
設定値：［有効］、［無効］
初期値：［有効］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾈｯﾄﾜｰｸ設定］-
［IPv6］-［自動設定］
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［IPv6 リンクローカル

アドレス］

IPv6 リンクローカルアドレスが表示されます。

同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾈｯﾄﾜｰｸ設定］-
［IPv6］-［ﾘﾝｸ ﾛｰｶﾙ ｱﾄﾞﾚｽ］

［IPv6 グローバルアド

レス］

IPv6 グローバルアドレスを設定します。

範囲：半角 4 - 43 文字

初期値：::/0
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾈｯﾄﾜｰｸ設定］-
［IPv6］-［ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ ｱﾄﾞﾚｽ］

［IPv6 自動設定］が［有効］に設定されてい
る場合、ここでの設定変更は適用されませ
ん

［IPv6 ゲートウェイア

ドレス］

IPv6 ゲートウェイアドレスを設定します。

範囲：半角 6 - 39 文字

初期値：::
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾈｯﾄﾜｰｸ設定］-
［IPv6］-［ｹﾞｰﾄｳｪｲ］

［IPv6］が［有効］に設定されている場合、
ここでの設定変更は適用されません。

［DHCPv6］ DHCPv6 を使用して IPv6 アドレスを取得するかど

うかを選択します。
設定値：［有効］、［無効］
初期値：［有効］

［DNS サーバー自動取

得］

DNS サーバーアドレスを自動取得するかどうかを

選択します。DHCPv6 が有効の場合に設定します。

設定値：［有効］、［無効］
初期値：［有効］

［検索ドメイン名の自
動取得］

検索ドメイン名の自動取得を行うかどうかを選択
します。DHCPv6 が有効の場合に設定します。

設定値：［有効］、［無効］
初期値：［有効］

［NTP サーバーの自動

取得］

NTP サーバーの IPv6 アドレスを自動取得するかど

うかを選択します。
DHCPv6 が有効の場合に設定します。

設定値：［有効］、［無効］
初期値：［有効］

項目 説明
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［RAW ポート設定］

［ネットワーク］-［TCP/IP］-［RAW ポート設定］画面では、以下の項目を
設定できます。

項目 説明

［RAW ポート］ RAW ポートを使用するかどうかを設定します。

設定値：［有効］、［無効］
初期値：［有効］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾈｯﾄﾜｰｸ設定］-
［RAW ﾎﾟｰﾄ］-［禁止 / 許可］
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［RAW ポート番号］ 本機の TCP/IP の RAW ポート番号を設定します。

設定値：［1］-［65535］
初期値：［9100］

現在使用しているポート番号と、80、161、
427、443、515、631 および 4567 は指定で
きません。

［RAW ポート双方向］ RAW ポートの双方向通信を有効にするかどうか設

定します。
設定値：［有効］、［無効］
初期値：［無効］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾈｯﾄﾜｰｸ設定］-
［RAW ﾎﾟｰﾄ］-［双方向］

項目 説明
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［DNS 設定］

［ネットワーク］-［TCP/IP］-［DNS 設定］画面では、以下の項目を設定で
きます。

項目 説明

［ホスト名］ ホスト名を設定します。
範囲：半角 1 - 63 文字

初期値：［BHC25-xxxxxx］

［xxxxxx］には、MAC アドレスの後半 6 桁が
16 進数で表示されます。

［ドメイン名］ ドメイン名を設定します。
範囲：半角 63 文字以下

初期値：（空白）

［DNS サーバー

（IPv4）］
IPv4 の DNS サーバーを設定します。

大 3 つまで登録できます。

初期値：［0.0.0.0］
本機の設定 455



［DNS サーバー

（IPv6）］
IPv6 の DNS サーバーを設定します。

大 3 つまで登録できます。

初期値：［::］

［検索ドメイン名］ DNS 検索ドメイン名を設定します。

初期値：（空白）

［ダイナミック DNS］ ダイナミック DNS を使用するかどうかを設定しま

す。
設定値：［有効］、［無効］
初期値：［無効］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾈｯﾄﾜｰｸ設定］-
［ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ DNS］

項目 説明
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［IP アドレスフィルタリング］

［ネットワーク］-［TCP/IP］-［IP アドレスフィルタリング］画面では、以
下の項目を設定できます。

以下の設定は、DNS サーバーと DHCP サーバーに対しては適用され
ません。

［許可アドレス］で許可した IP アドレスの範囲が、［拒否アドレス］
で拒否した IP アドレス範囲と重複した場合は、［拒否アドレス］の
拒否設定が優先されます。
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項目 説明

［許可アドレス］ ［有効］に設定すると、本機へのアクセスを
許可する IP アドレスの範囲を指定できます。

アクセスを許可する IP アドレスの範囲を、5
つまで指定できます。また、指定した範囲外
の IP アドレスからはアクセスできません。

［無効］に設定すると、アクセス許可の設定
は無効になります。
設定値：［有効］、［無効］
初期値：［有効］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾈｯﾄﾜｰｸ設定］

-［IP ｱﾄﾞﾚｽ ﾌｨﾙﾀｰ］-［ｱｸｾｽ許可］

アクセスを許可
する IP アドレ

ス範囲

アクセスが許可されている範囲の開始 IP アド

レスと、終了 IP アドレスを指定します。

書式：*.*.*.*（* の入力範囲：0-255）
初期値：［0.0.0.0］

単独の IPアドレスを指定する場合には、
開始 IP アドレスと終了 IP アドレスと
に同じ IP アドレスを入力するか、開始
IP アドレスもしくは終了 IP アドレスに
［0.0.0.0］を入力します。

終了 IPアドレスよりも開始 IPアドレス
の方が値が大きい場合、設定は反映さ
れません。
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［拒否アドレス］ ［有効］に設定すると、本機へのアクセスを
拒否する IP アドレスの範囲を指定できます。

アクセスを拒否する IP アドレスの範囲を、5
つまで指定できます。
［無効］に設定すると、アクセス拒否の設定
は無効になります。
設定値：［有効］、［無効］
初期値：［無効］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾈｯﾄﾜｰｸ設定］

-［IP ｱﾄﾞﾚｽ ﾌｨﾙﾀｰ］-［ｱｸｾｽ拒否］

アクセスを拒否
する IP アドレ

ス範囲

アクセスが拒否されている範囲の開始 IP アド

レスと、終了 IP アドレスを指定します。

書式：*.*.*.*（* の入力範囲：0-255）
初期値：［0.0.0.0］

単独の IPアドレスを指定する場合には、
開始 IP アドレスと終了 IP アドレスと
に同じ IP アドレスを入力するか、開始
IP アドレスもしくは終了 IP アドレスに
［0.0.0.0］を入力します。

終了 IPアドレスよりも開始 IPアドレス
の方が値が大きい場合、設定は反映さ
れません。

項目 説明
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［IPsec］

［ネットワーク］-［TCP/IP］-［IPsec］画面では、以下の項目を設定できま
す。

項目 説明

［一般設定］［IPsec］ IPsec が有効かどうかが表示されます。

［IKE 使用期限］ IKE の使用期限が表示されます。

［IKE Diffie-Hell-
man グル－プ］

IKE Diffie-Hellman グル－プが表示されます。

［IPsec SA 使用

期限］

IPsec SA の使用期限が表示されます。

［編集］アイコ
ン

クリックすると、［一般設定］画面が表示さ
れます。
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［IKE 設定］、［IPsec SA 設

定］、［IPsec Peer 設定］

登録されている設定が表示されます。

［編集］アイコ
ン

クリックすると、設定画面が表示されます。

［削除］アイコ
ン

クリックすると、設定を削除します。

項目 説明
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［一般設定］（［編集］）

［ネットワーク］-［TCP/IP］-［IPsec］-［一般設定］-［編集］画面では、
以下の項目を設定できます。

項目 説明

［IPsec］ IPsec を有効にするかどうかを設定します。

設定値：［有効］、［無効］
初期値：［無効］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾈｯﾄﾜｰｸ設定］-
［IPSEC］

［IKE 使用期限］ IKE の使用期限を設定します。

範囲：［80］-［604800］（秒）

初期値：［28800］
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［IKE Diffie-Hellman グル－

プ］

IKE Diffie-Hellman グループを選択します。

設定値：［グループ 1］、［グループ 2］
初期値：［グループ 2］

［IPsec SA 使用期限］ IPsec SA の使用期限を設定します。

範囲：［120］-［604800］（秒）

初期値：［3600］

項目 説明
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［IKE 設定］（［編集］）

［ネットワーク］-［TCP/IP］-［IPsec］-［IKE 設定］-［編集］画面では、
以下の項目を設定できます。

項目 説明

［番号］ 登録番号が表示されます。

［暗号化アルゴリズム］ 制御用トンネルを作るときに使用する暗号化ア
ルゴリズムを指定します。
設定値：［DES-CBC］、［3DES-CBC］

初期値：［DES-CBC］

［認証アルゴリズム］ 制御用トンネルを作るときに使用する認証アル
ゴリズムを指定します。
設定値：［MD5］、［SHA-1］
初期値：［MD5］
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［IPsec SA 設定］（［編集］）

［ネットワーク］-［TCP/IP］-［IPsec］-［IPsec SA 設定］-［編集］画面で
は、以下の項目を設定できます。

項目 説明

［番号］ 登録番号が表示されます。

［セキュリティープロトコ
ル］

セキュリティープロトコルを設定します。
設定値：［AH］、［ESP］、［ESP & AH］

初期値：［AH］

［ESP 暗号化アルゴリズ

ム］

［セキュリティープロトコル］が［ESP］に設定

されている場合、ESP 暗号化アルゴリズムを設

定します。
設定値：［なし］、［DES-CBC］、［3DES-CBC］、

［AES-CBC］、［AES-CTR］

初期値：［なし］
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［ESP 認証アルゴリズム］［セキュリティープロトコル］が［ESP］に設定

されている場合、ESP 認証アルゴリズムを設定

します。
設定値：［なし］、［MD5］、［SHA-1］
初期値：［なし］

［AH 認証アルゴリズム］ ［セキュリティープロトコル］が［AH］に設定

されている場合、AH 認証アルゴリズムを設定

します。
設定値：［MD5］、［SHA-1］
初期値：［MD5］

項目 説明
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［IPsec Peer 設定］（［編集］）

［ネットワーク］-［TCP/IP］-［IPsec］-［IPsec Peer 設定］-［編集］画面
では、以下の項目を設定できます。

項目 説明

［番号］ 登録番号が表示されます。

［パーフェクトフォワード
セキュリティー］

IKE の強度を上げたい場合は、［使用］を選択し

ます。
設定値：［使用しない］、［使用］
初期値：［使用しない］

［Peer アドレス］ 通信先の IP アドレスを設定します。

範囲：半角 2-39 文字以下

初期値：（空白）

IPv4またはIPv6アドレスで指定できます。
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［プレ共有キ－］ 通信相手先と共有するプレ共有キー文字列を設
定します。
範囲：半角 64 文字以下

初期値：（空白）

［カプセル化モード］ IPsec の動作モードを設定します。

設定値：［使用しない］、［トンネルモード］、
［トランスポートモード］
初期値：［使用しない］

項目 説明
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［Bonjour］

［ネットワーク］-［Bonjour］画面では、以下の項目を設定できます。

項目 説明

［Bonjour］ Bonjour 機能を有効にするかどうかを設定します。

設定値：［有効］、［無効］
初期値：［有効］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾈｯﾄﾜｰｸ設定］-
［BONJOUR］

［Bonjour 名］ 本機の Bonjour 名を設定します。

範囲：半角 1 - 63 文字

初期値：［KONICA MINOLTA bizhub C25（XX：
XX：XX）］

［優先プロトコル］ Bonjour で優先的に接続するプロトコルを指定しま

す。
設定値：［LPD］、［RAW ポート］、［IPP］
初期値：［RAW ポート］
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［LDAP］

［ネットワーク］-［LDAP］画面では、以下の項目を設定できます。

項目 説明

［LDAP］ LDAP サ－バ－を使用するかどうかを設定します。

設定値：［有効］、［無効］
初期値：［無効］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［LDAP 設定］-［有効

/ 無効］

［サーバーアドレス］ LDAP サーバーアドレスを設定します。

IPv4 アドレスまたは FQDN （Fully Qualified Domain 
Name）で指定できます。

範囲：半角 64 文字以下

初期値：［0.0.0.0］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［LDAP 設定］-
［LDAP ｻｰﾊﾞ ｱﾄﾞﾚｽ］
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［ポート番号］ LDAP サーバーのポート番号を設定します。

設定値：［1］-［65535］
初期値：［389］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［LDAP 設定］-
［LDAP ﾎﾟｰﾄ番号］

［SSL 使用設定］ SSL/TLS を使用するかどうかを設定します。

設定値：オン、オフ
初期値：オフ
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［LDAP 設定］-［SSL

設定］

［ポート番号
（SSL）］

SSL 通信で使用するポート番号を入力します。

設定値：［1］-［65535］
初期値：［636］

［検索ベース］ LDAP サーバーに配置されているディレクトリー構

造の中の検索起点を入力します。
範囲：半角 64 文字以下

初期値：（空白）
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［LDAP 設定］-［検索

ﾍﾞｰｽ］

［属性］ 情報を取得するノードの属性を指定します。
範囲：半角 32 文字以内

初期値：［cn］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［LDAP 設定］-［属

性］

［検索方法］ 検索で指定した文字が、 初か、含まれるか、 後
に出現するかを選択します。
設定値：［始まる］、［含む］、［終わる］
初期値：［含む］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［LDAP 設定］-［検索

方法］

項目 説明
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［タイムアウト］ LDAP 検索のタイムアウトの時間を設定します。

設定値：［5］-［300］（秒）

初期値：［60］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［LDAP 設定］-
［LDAP ﾀｲﾑｱｳﾄ］

［ 大検索数］ LDAP の検索結果として表示する 大数を入力しま

す。
設定値：［5］-［100］
初期値：［100］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［LDAP 設定］-［検索

大表示件数］

［認証方式］ LDAP サーバーへログインするときの認証方式を選

択します。
［共通名］を選択した場合は、［ドメイン名］、［パス
ワード］の設定は不要です。
［Simple］を選択した場合は、［ドメイン名］と［パ

スワード］の設定が必要です。
［Digest-MD5］を選択した場合は、一般的な LDAP
サーバーの設定が必要です。これは Active Directory
で使用することはできません。
［GSS-SPNEGO］を選択した場合は、Windows の

Active Directory を使用します。

［NTLMv2］を選択した場合は、Windows の NTLM
認証を使用します。
設定値：［共通名］、［Simple］、［Digest-MD5］、
［GSS-SPNEGO］、［NTLMv2］
初期値：［共通名］

［LDAP アカウント］ LDAP サーバーへログインするためのログイン名を

入力します。
範囲：半角 64 文字以下

初期値：（空白）
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［LDAP 設定］-
［LDAP ｱｶｳﾝﾄ］

項目 説明
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匿名で LDAP サーバーにアクセスしている場合は、正しい検索結果が
取得できないときがあります。

［パスワード］ LDAP サーバーへログインするためのパスワードを

入力します。
範囲：半角 32 文字以下

初期値：（空白）
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［LDAP 設定］-
［LDAP ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ］

［ドメイン名］ LDAP サーバーへログインするためのドメイン名を

入力します。
範囲：半角 64 文字以下

初期値：（空白）
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［LDAP 設定］-
［ﾄﾞﾒｲﾝ名］

［接続を確認してく
ださい］ボタン

クリックすると、設定した内容で LDAP サーバーに

接続できるかどうか確認します。

項目 説明
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［Web サービス設定］

［共通設定］

［ネットワーク］-［Web サービス設定］-［共通設定］画面では、以下の項
目を設定します。

項目 説明

［Friendly Name］ Friendly Name を入力します。

［セキュリティモード］ SSL を有効にする場合は、［有効］を選択します。

設定値：［有効］、［無効］
初期値：［無効］

この項目は、SSL/TSL が有効な場合にのみ
表示されます。
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［プリンター設定］

［ネットワーク］-［Web サービス設定］-［プリンター設定］画面では、以
下の項目を設定します。

項目 説明

［プリント機能］ WSD 印刷を有効にするかどうかを設定します。

設定値：［有効］、［無効］
初期値：［有効］

［プリンター名］ 本機のプリンター名を設定します。

［プリンター設置場所］本機の設置場所を設定します。

［プリンター情報］ 本機の情報を設定します。
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［スキャナー設定］

［ネットワーク］-［Web サービス設定］-［スキャナー設定］画面では、以
下の項目を設定します。

項目 説明

［スキャン機能］ WSD スキャンを有効にするかどうかを設定しま

す。
設定値：［有効］、［無効］
初期値：［有効］

［スキャナー名］ スキャナー名を設定します。

［スキャナー設置場所］スキャナーの設置場所を設定します。

［スキャナー情報］ スキャナーの情報を設定します。
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［LLTD］

［ネットワーク］-［LLTD］画面では、以下の項目を設定できます。

項目 説明

［LLTD］ LLTD 機能を有効にするかどうかを設定します。

設定値：［有効］、［無効］
初期値：［有効］
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［NetWare］
［NetWare］

［ネットワーク］-［NetWare］-［NetWare］画面では、以下の項目を設定で
きます。

項目 説明

［NetWar
e］

［NetWare
印刷］

NetWare 印刷を有効にするかどうかを設定します。

設定値：［有効］、［無効］
初期値：［無効］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾈｯﾄﾜｰｸ設定］ -
［NETWARE］

［フレーム
タイプ］

使用するフレームタイプを選択します。
設定値：［自動］、［Ethernet 802.2］、［Ethernet 
802.3］、［Ethernet II］、［Ethernet SNAP］
初期値：［自動］
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［モード］ NetWare のモードを設定します。

設定値：［無効］、［PServer］、［NPrinter/RPrinter］
初期値：［無効］

［PServer］［プリント
サーバー
名］

プリンターのサーバー名を設定します。
範囲：半角 63 文字以下

初期値：［BHC25-xxxxxx］
"xxxxxx" には、MAC アドレスの後半 6 桁が 16 進

数で表示されます。

［プリント
サーバー
パスワー
ド］

プリントサーバーのパスワードを設定します。
範囲：半角 31 文字以下

初期値：（空白）

［パスワー
ドの再入
力］

確認のためにパスワードを再入力します。
範囲：半角 31 文字以下

初期値：（空白）

［プリント
キュー取
得間隔］

キュースキャン間隔を設定します。
範囲：［1］-［65535］（秒）

初期値：［1］

［Bindery/
NDS］

Bindery の設定を行います。

設定値：［NDS］、［Bindery/NDS］、［Bindery］
初期値：［NDS］

［優先ファ
イルサー
バー］

プリンターの優先ファイルサーバーを設定します。
範囲：半角 47 文字以下

初期値：（空白）

［優先
DNS コン

テキスト
名］

プリンターの優先 NDS コンテキストを設定しま

す。
範囲：半角 191 文字以下

初期値：（空白）

［優先
NDS ツ

リー名］

プリンターの優先 NDS ツリーを設定します。

範囲：半角 63 文字以下

初期値：（空白）

項目 説明
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［NPrinter/
RPrinter］

［プリン
ター名］

本機のプリンター名を設定します。
範囲：半角 63 文字以下

初期値：［BHC25-xxxxxx］

"xxxxxx"には、MACアドレスの後半 6桁が 16
進数で表示されます。

［プリン
ター番号］

本機のプリンター番号を設定します。
範囲：［0］-［255］
初期値：［255］

項目 説明
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［NetWare ステータス］

［ネットワーク］-［NetWare］-［NetWare ステータス］画面では、以下の
項目を設定できます。

項目 説明

［ファイルサーバー］ NetWare のファイルサーバーが表示されます。

［キュー名］ NetWare のキュー名が表示されます。

［キューの状態］ NetWare のキューの状態が表示されます。
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［IPP］

［ネットワーク］-［IPP］画面では、以下の項目を設定できます。IPP の詳
細については、第 7 章［ネットワーク印刷］をごらんください。

設定を有効にするためには、設定後に本機を再起動してください。

項目 説明

［IPP 印刷］ IPP を有効にするかどうかを設定します。

設定値：［有効］、［無効］
初期値：［有効］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾈｯﾄﾜｰｸ設定］-
［IPP］

［IPP ジョブの受信］ IPP ジョブの受信を有効にするかどうかを設定し

ます。
設定値：［有効］、［無効］
初期値：［有効］
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［プリンター名］ 本機のプリンター名が表示されます。
範囲：半角 127 文字以下

初期値：［KONICA MINOLTA bizhub C25
（xx:xx:xx）］

この設定は、［システム］-［マシン設定］で
設定します。

［プリンターの場所］ 本機の設置場所が表示されます。
初期値：（空白）

この設定は、［システム］-［マシン設定］で
設定します。

［プリンターの情報］ 本機の情報が表示されます。
範囲：半角 127 文字以下

初期値：（空白）

この設定は、［システム］-［マシン設定］で
設定します。

［プリンター URI］ 本機の URI が表示されます。

http://<IP アドレス >/ipp

http://<FQDN>/ipp

ipp://<IP アドレス >/ipp

ipp://<FQDN>/ipp

https://<IP アドレス >/ipp

https://<FQDN>/ipp

"https://＜IPアドレス＞/ipp"および"https://＜
FQDN ＞ /ipp" は、SSL/TLS 設定が有効な場
合にのみ表示されます。

項目 説明
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［サポート
する操作］

［ジョブの
プリント］

この項目をチェックすると、ジョブがプリントで
きるようになります。
初期値：（チェック済み）

［ジョブの
確認］

この項目をチェックすると、プリントジョブを確
認できるようになります。
初期値：（チェック済み）

［ジョブの
キャンセ
ル］

この項目をチェックすると、ジョブをキャンセル
できるようになります。
初期値：（チェック済み）

［ジョブ属
性の取得］

この項目をチェックすると、ジョブの属性を取得
できるようになります。
初期値：（チェック済み）

［ジョブの
取得］

この項目をチェックすると、ジョブを取得できる
ようになります。
初期値：（チェック済み）

［プリン
ター属性
の取得］

この項目をチェックすると、本機のプリンターの
属性を取得できるようになります。
初期値：（チェック済み）

［IPP 認証］ IPP 印刷時の認証方式を設定します。

設定値：［なし］、［要求ユーザー名］、［ベーシック
認証］、［ダイジェスト認証］
初期値：［要求ユーザー名］

［ユーザー認証名］ ［ベーシック認証］、［ダイジェスト認証］で使用す
るユーザー名を設定します。
範囲：半角 1 - 20 文字

初期値：［user］

［パスワード］ ［ベーシック認証］、［ダイジェスト認証］で使用す
るパスワードを設定します。
範囲：半角 1 - 20 文字

初期値：［pass］

［領域］ 認証方式が［ベーシック認証］または［ダイジェ
スト認証］の場合、領域を設定します。
範囲：半角 1 - 127 文字

初期値：［IPP］

項目 説明
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［FTP］
［サーバー］

［ネットワーク］-［FTP］-［サーバー］画面では、以下の項目を設定でき
ます。

項目 説明

［FTP サーバー］ FTP サーバーを有効にするかどうかを設定します。

設定値：［有効］、［無効］
初期値：［有効］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾈｯﾄﾜｰｸ設定］-
［FTP ｻｰﾊﾞｰ］
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［クライアント］

［ネットワーク］-［FTP］-［クライアント］画面では、以下の項目を設定
できます。

項目 説明

［送信］ FTP 通信を有効にするかどうかを設定します。

設定値：［有効］、［無効］
初期値：［有効］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾈｯﾄﾜｰｸ設定］-
［FTP 送信］ 

［プロキシサーバー］ プロキシサーバーアドレスを設定します。
IPv4 アドレスまたは FQDN （Fully Qualified 
Domain Name）で指定できます。

範囲：半角 64 文字以下

初期値：［0.0.0.0］
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［Proxy 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。
設定値：［1］-［65535］
初期値：［21］

［接続タイムアウト］ FTP サーバーとの通信のタイムアウト時間を設定

します。
設定値：［5］-［300］（秒）

初期値：［60］

項目 説明
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［SNMP］

［ネットワーク］-［SNMP］画面では、以下の項目を設定できます。

項目 説明

［SNMP］ ［SNMP］ SNMP を有効にするかどうかを設定します。

設定値：［有効］、［無効］
初期値：［有効］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾈｯﾄﾜｰｸ設定］-
［SNMP］

［SNMP v1/
v2c(IP)］

SNMP v1/v2c（IP）を使用する場合は、［有効］

を選択します。
設定値：［有効］、［無効］
初期値：［有効］
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［SNMP 
v3(IP)］

SNMP v3（IP）を使用する場合は、［有効］を

選択します。
設定値：［有効］、［無効］
初期値：［有効］

［SNMP 
v1(IPX)］

SNMP v1（IPX）を使用する場合は、［有効］

を選択します。
設定値：［有効］、［無効］
初期値：［有効］

この項目は［ネットワーク］-
［NetWare］-［サーバー］画面で
［NetWare 印刷］を［有効］に設定して
いる場合のみ表示されます。

［UDP ポート］UDP ポート番号を設定します。

範囲：［1］-［65535］
初期値：［161］

ポート番号［427］と［500］は設定でき
ません。

［SNMP 
v1/v2c/
(IP)］

［リードコ
ミュニティー
名］

読み取り時に使用されるコミュニティー名を設
定します。
範囲：半角 15 文字以下

初期値：［public］

［ライト］ 読み書きを有効にするかどうかを設定します。

設定値：［有効］、［無効］
初期値：［有効］

［ライトコ
ミュニティー
名］

読み書き時に使用されるコミュニティー名を設
定します。
範囲：半角 1 - 15 文字

初期値：［private］

項目 説明
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［SNMP 
v3 ］

［コンテキス
ト名］

コンテキスト名を設定します。
範囲：半角 63 文字以下

初期値：（空白）

［開示］ 検出用ユーザー名を有効にするかどうかを設定
します。
設定値：［有効］、［無効］
初期値：［有効］

［開示ユー
ザー名］

検出用ユーザー名を設定します。
範囲：半角 1 - 32 文字

初期値：［public］

［リードユー
ザー名］

読み取り専用ユーザーのユーザー名を設定しま
す。
範囲：半角 32 文字以下

初期値：［initial］

［開示ユーザー名］、［ライトユーザー名］
とは別の名前を設定してください。

［リードセ
キュリティー
レベル］

読み取り専用ユーザーのセキュリティーレベル
を設定します。
設定値：［なし］、［認証パスワード］、［認証パ
スワード / プライバシーパスワード］

初期値：［認証パスワード / プライバシーパス

ワード］

［リード認証
パスワード］

読み取り専用ユーザーの認証パスワードを設定
します。
範囲：半角 8-32 文字

初期値：［AuthPassword］

［リードプラ
イバシーパス
ワード］

プライバシー（暗号）に使用する読み取り専用
ユ－ザ－のプライバシ－パスワ－ドを設定しま
す。
範囲：半角 8-32 文字

初期値：［PrivPassword］

項目 説明
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［ライトユー
ザー名］

読み書き専用ユーザーのユーザー名を設定しま
す。
範囲：半角 32 文字以下

初期値：［restrict］

［開示ユーザー名］、［ライトユーザー名］
とは別の名前を設定してください。

［ライトセ
キュリティー
レベル］

読み書き専用ユーザーのセキュリティーレベル
を設定します。
設定値：［なし］、［認証パスワード］、［認証パ
スワード / プライバシーパスワード］

初期値：［認証パスワード / プライバシーパス

ワード］

［ライト認証
パスワード］

読み書き専用ユーザーの認証パスワードを設定
します。
範囲：半角 8-32 文字

初期値：<Mac アドレス >（コロンは含まない）

［ライトプラ
イバシーパス
ワード］

プライバシー（暗号化）に使用される読み書き
専用ユーザーのプライバシーパスワードを設定
します。
範囲：半角 8-32 文字

初期値：<Mac アドレス >（コロンは含まない）

［暗号化アル
ゴリズム］

暗号化アルゴリズムを選択します。
設定値：［DES］、［AES-128］
初期値：［DES］

［認証方法］ 認証方式を選択します。
設定値：［MD-5］、［SHA-1］
初期値：［MD-5］

［TRAP 設

定］

［許可設定］ TRAP 機能を使用するかどうかを設定します。

設定値：［許可］、［制限］
初期値：［許可］

［認証失敗時
の TRAP 設

定］

認証失敗時に TRAP 機能を使用するかどうかを

設定します。
設定値：［有効］、［無効］
初期値：［無効］

項目 説明
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［AppleTalk］

［ネットワーク］-［AppleTalk］画面では、以下の項目を設定できます。

項目 説明

［AppleTalk］ AppleTalk を有効にするかどうかを設定します。

設定値：［有効］、［無効］
初期値：［有効］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾈｯﾄﾜｰｸ設定］-
［APPLETALK］

［プリンター名］ 本機のプリンター名を設定します。
範囲：半角 1 - 31 文字

初期値：［BHC25-xxxxxx］
"xxxxxx" には、MAC アドレスの後半 6 桁が 16 進

数で表示されます。

［ゾーン名］ ゾーン名を設定します。
範囲：半角 1 - 31 文字

初期値：［*］

［現在のゾーン名］ 現在設定されているゾーン名が表示されます。
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［E-mail］
［E-mail 送信］
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［ネットワーク］-［E-mail］-［E-mail 送信］画面では、以下の項目を設定
できます。

項目 説明

［E-mail］［SMTP］ 電子メールの送信を有効にするかどうかを
設定します。
設定値：［有効］、［無効］
初期値：［有効］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾒｰﾙ設定］-
［SMTP］

［スキャン送信］ スキャンしたデータをメールで送信する機
能を有効にするかどうかを設定します。
設定値：［有効］、［無効］
初期値：［有効］

［発信元名］ スキャンしたデータをメールで送信する場
合に、メール発信元の名前を設定します。
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾒｰﾙ設定］-
［発信元名］

［E-mail アドレス］ スキャンしたデータをメールで送信する場
合に、メール発信元のメールアドレスを設
定します。
範囲：半角 64 文字以下

初期値：（空白）
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾒｰﾙ設定］-
［E-mail ｱﾄﾞﾚｽ］

［E-mail アドレス］が空欄のまま［適
用］をクリックすると、エラーとな
ります。適切に設定を行ってくださ
い。

［件名］ スキャンしたデータをメールで送信する場
合の、メールの件名を設定します。
範囲：半角 20 文字以下

初期値：［From bizhub C25］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
 ［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾒｰﾙ設定］

-［件名初期値］
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［SMTP サーバーア

ドレス］

SMTP サーバーの IP アドレスまたはホス

ト名を指定します。
範囲：半角 64 文字以下

初期値：［0.0.0.0］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾒｰﾙ設定］-
［SMTP ｻｰﾊﾞ ｱﾄﾞﾚｽ］

SMTP サーバーアドレスを設定した
場合は、［E-mail アドレス］も設定し
てください。

［ポート番号］ SMTP サーバーと通信時に使用するポート

番号を設定します。
設定値：［1］-［65535］
初期値：［25］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾒｰﾙ設定］-
［SMTP ﾎﾟｰﾄ番号］

［接続タイムアウ
ト］

SMTP サーバーとの通信のタイムアウト時

間を設定します。
範囲：［30］-［300］（秒）

初期値：［60］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾒｰﾙ設定］-
［SMTP ﾀｲﾑｱｳﾄ］

［テキスト挿入］ スキャンしたデータをメールで送信する場
合に、メール本文にテキストを挿入するか
どうか選択します。
設定値：オン、オフ
初期値：オフ
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾒｰﾙ設定］-
［ﾃｷｽﾄ挿入］

［認証］ ［POP before 
SMTP］

POP before SMTP 認証を行う場合は、［有

効］を選択します。
設定値：［有効］、［無効］
初期値：［無効］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾒｰﾙ設定］-
［POP BEFORE SMTP］-［無効 / 有効］

項目 説明
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［POP before 
SMTP 時間］

POP サーバーにログインしてから SMTP
サーバーにアクセスするまでの時間を入力
します。
設定値：［0］-［60］（秒）

初期値：［1］

［POP3 サーバアド

レス］

POP before SMTP の認証に使用する POP3
サーバーの、IP アドレスまたはホスト名を

指定します。
範囲：半角 64 文字以下

初期値：［0.0.0.0］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾒｰﾙ設定］-
［POP BEFORE SMTP］-［POP3 ｻｰﾊﾞ 
ｱﾄﾞﾚｽ］

［アカウント名］ POP3 サーバーで使用するアカウント名を

設定します。
範囲：半角 63 文字以下

初期値：（空白）
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾒｰﾙ設定］-
［POP BEFORE SMTP］-［POP3 ｱｶｳﾝﾄ］

［パスワード］ POP3 サーバーで使用するパスワードを設

定します。
範囲：半角 15 文字以下

初期値：（空白）
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾒｰﾙ設定］-
［POP BEFORE SMTP］-［POP3 ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ］

［ポート番号］ SMTP サーバーとの通信で使用するポート

番号を設定します。
範囲：［1］-［65535］
初期値：［110］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾒｰﾙ設定］-
［POP BEFORE SMTP］-［POP3 ﾎﾟｰﾄ番
号］

項目 説明
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［POP3 タイムアウ

ト］

POP3 サーバーとの通信のタイムアウト時

間を設定します。
範囲：［30］-［300］（秒）

初期値：［30］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
 ［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾒｰﾙ設定］

-［POP BEFORE SMTP］-［POP3 ﾀｲﾑ
ｱｳﾄ］

［SMTP 認証］ SMTP 認証を行う場合は、［有効］を選択

します。
設定値：［有効］、［無効］
初期値：［無効］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾒｰﾙ設定］-
［SMTP 認証］-［無効 / 有効］

［ユーザー認証名］ SMTP 認証のユーザー ID を入力します。

範囲：半角 63 文字以下

初期値：（空白）
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾒｰﾙ設定］-
［SMTP 認証］-［SMTP ﾕｰｻﾞ名］

［パスワード］ SMTP 認証のパスワードを入力します。

範囲：半角 15 文字以下

初期値：（空白）
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾒｰﾙ設定］-
［SMTP 認証］-［SMTP ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ］

［領域］ 認証方式が［Digest-MD5］の場合に設定が

必要になります。SMTP 認証のドメイン名

（realm）を入力します。

範囲：半角 255 文字以下

初期値：（空白）

項目 説明
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［SMB］

［SMB 送信］

［ネットワーク］-［SMB］-［SMB 送信］画面では、以下の項目を設定でき
ます。

項目 説明

［送信］ SMB 送信機能を有効にするかどうかを設定しま

す。
設定値：［有効］、［無効］
初期値：［有効］
同機能の本機操作パネルのメニュー：
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］-［ﾈｯﾄﾜｰｸ設定］-
［SMB 宛先］

［NTLM 設定］ NTLM のバージョンを設定します。

設定値：［v1］、［v2］、［v1/v2］
初期値：［v1］
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［Direct Hosting 設定］

［ネットワーク］-［SMB］-［Direct Hosting 設定］画面では、以下の項目を
設定できます。

［ユーザー認証］ NTLM のユーザー認証を行うかどうかを選択しま

す。
設定値：［オン］、［オフ］
初期値：［オン］

［DFS］ 分散ファイルシステム（DFS）を用いて構築され

た環境で SMB 送信を行う場合は、［有効］を選択

します。
設定値：［有効］、［無効］
初期値：［有効］

項目 説明

［Direct Hosting］ IPv6 アドレスで通信する場合は、［有効］を選択し

ます。
設定値：［有効］、［無効］
初期値：［有効］

項目 説明
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［SSL/TLS］
［SSL/TLS 情報］

［ネットワーク］-［SSL/TLS］-［SSL/TSL 情報］画面では、SSL/TLS の設
定を行うことができます。

SSL/TLS は、デフォルトではインストールされていません。［設定］
ボタンをクリックすると、証明書を自己作成して SSL の設定を行う
ことができます。

項目 説明

［設定］ボタン SSL/TLS 設定画面が表示されます。
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［SSL/TLS 設定］（証明書がインストールされていない場合）

［ネットワーク］-［SSL/TLS］-［SSL/TLS 設定］画面では、次に表示する
SSL/TLS の設定画面を選択します。

項目 説明

［証明書の自己作成］ 証明書を自己作成します。

［証明書の要求］ 証明書発行を認証局に要求するためのデータを作
成します。

［証明書のインストー
ル］

認証局が発行した証明書をインストールします。

［次へ］ボタン 選択した画面が表示されます。

［キャンセル］ボタン この画面で行った設定変更をリセットして、SSL/
TLS 情報画面に戻ります。
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［SSL/TLS 設定］（証明書がインストールされている場合）

［ネットワーク］-［SSL/TLS］-［SSL/TLS 設定］画面では、次に表示する
SSL/TLS の設定画面を選択します。

項目 説明

［SSL/TLS 暗号化強度

の設定］

暗号化の強度を設定できます。

［証明書の破棄］ 証明書を破棄できます。

［SSL/TLS で通信する

モード］

SSL/TLS を有効にするかどうかを設定します。

［次へ］ボタン 選択した画面が表示されます。

［キャンセル］ボタン この画面で行った設定変更をリセットして、SSL/
TLS 情報画面に戻ります。
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［自己作成証明書の設定］

［ネットワーク］-［SSL/TLS］-［自己作成証明書の設定］画面では、証明
書を自己発行して、SSL の設定を行うことができます。

項目 説明

［Common Name］ SSL 証明書の作成に使用する、本機のコモンネー

ムが表示されます。コモンネームは［本機のホス
ト名 .DNS サーバー名］で構成されています。

DNS サーバーが利用できない場合には、コモン

ネームには本機のホスト名のみが使用されます。

この文字列は変更できません。

［Organization］ 組織名または団体名を設定します。
範囲： 半角 63 文字以下

初期値：（空白）

［Organization Unit］ 部署名を設定します。
範囲： 半角 63 文字以下

初期値：（空白）

［Locality］ 市町村名を設定します。
範囲： 半角 127 文字以下

初期値：（空白）
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［State/Province］ 州名または県名を設定します。
範囲： 半角 127 文字以下

初期値：（空白）

［Country］ 国名を、ISO03166 で規定されている国コードで設

定します。
範囲： 半角 2 文字

初期値：（空白）

［Email Address］ 電子メールのアドレスを指定します。
範囲： 半角 127 文字以下

初期値：（空白）

［有効期間開始日］ 現在時刻が表示されます。

［有効期間］ 有効期間を設定します。
範囲： ［1］-［3650］（日）

初期値：［1］

［暗号化の強度］ 暗号の強度を選択します。
設定値：

–［AES_256bits］
–［AES_256bits, 3DES_168bits］
–［AES_256bits, 3DES_168bits, RC4_128bits］
–［AES_256bits, 3DES_168bits, RC4_128bits, 

DES_56bits, RC4_40bits］
初期値：［AES_256bits, 3DES_168bits, 
RC4_128bits, DES_56bits, RC4_40bits］

［作成］ボタン 自己証明書を作成します。

証明書を作成するために数分かかります。

自己証明書が作成されたあと、証明書のエ
ラーによりページの表示を停止したという旨
の、Web ブラウザーのメッセージが表示さ
れる場合があります。この場合は、ページの
表示を続ける操作を行ってください。

［戻る］ボタン SSL/TLS 設定画面に戻ります。

［キャンセル］ボタン この画面で行った設定変更をリセットして、SSL/
TLS 情報画面に戻ります。

項目 説明
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［証明書の要求］

［ネットワーク］-［SSL/TLS］-［証明書の要求］画面では、以下の項目が
設定できます。

項目 説明

［Common Name］ SSL 証明書の作成に使用する、本機のコモンネー

ムが表示されます。コモンネームは［本機のホス
ト名 .DNS サーバー名］で構成されています。

DNS サーバーが利用できない場合には、コモン

ネームには本機のホスト名のみが使用されます。

この文字列は変更できません。

［Organization］ 組織名または団体名を設定します。
範囲： 半角 63 文字以下

初期値：（空白）

［Organization Unit］ 部署名を設定します。
範囲： 半角 63 文字以下

初期値：（空白）

［Locality］ 市町村名を設定します。
範囲： 半角 127 文字以下

初期値：（空白）
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［State/Province］ 州名または県名を設定します。
範囲： 半角 127 文字以下

初期値：（空白）

［Country］ 国名を、ISO03166 で規定されている国コードで設

定します。
範囲： 半角 2 文字

初期値：（空白）

［Email Address］ 電子メールのアドレスを指定します。
範囲： 半角 127 文字以下

初期値：（空白）

［次へ］ボタン 証明書発行のための要求データを作成します。

［戻る］ボタン SSL/TLS 設定画面に戻ります。

［キャンセル］ボタン この画面で行った設定変更をリセットして、SSL/
TLS 情報画面に戻ります。

項目 説明
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［証明書の要求］

［ネットワーク］-［SSL/TLS］-［証明書の要求］画面では、認証局に提出
する、証明書発行要求用のデータを表示します。

項目 説明

［証明書の要求］ 認証機関に提出するためのデータを表示します。
このデータは証明書署名要求（CSR、Certificate 
Signing Request）と呼ばれ、ユーザーから認証機

関に提出されることになります。

［保存］ボタン 証明書発行要求用データを、名前を付けて保存し
ます。

［OK］ボタン SSL/TLS 情報画面に戻ります。
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［証明書のインストール］

［ネットワーク］-［SSL/TLS］-［証明書のインストール］画面では、認証
局から発行された証明書をインストールできます。

項目 説明

［証明書のインストー
ル］

署名済みの証明書署名要求（CSR、Certificate 
Signing Request）をこのテキストエリアに貼り付

けます。

［次へ］ボタン 暗号化の強度の設定画面が表示されます。

［戻る］ボタン SSL/TLS 設定画面に戻ります。

［キャンセル］ボタン この画面で行った設定変更をリセットして、SSL/
TLS 情報画面に戻ります。
本機の設定508



［暗号化の強度の設定］

この画面は、証明書がインストールされている場合に表示されます。

［ネットワーク］-［SSL/TLS］-［暗号化の強度の設定］画面では、暗号化
の強度を設定できます。

項目 説明

［暗号化の強度］ 暗号の強度を設定します。
設定値：

–［AES_256bits］
–［AES_256bits, 3DES_168bits］
–［AES_256bits, 3DES_168bits, RC4_128bits］
–［AES_256bits, 3DES_168bits, RC4_128bits, 

DES_56bits, RC4_40bits］
初期値：［AES_256bits, 3DES_168bits, 
RC4_128bits, DES_56bits, RC4_40bits］

［作成］ボタン 暗号化の強度を設定します。［ネットワーク］-
［SSL/TLS］-［証明書のインストール］画面から

移動してきた場合には、証明書をインストールし
ます。

［戻る］ボタン SSL/TLS 設定画面に戻ります。
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［証明書の破棄］

この画面は、証明書がインストールされている場合に表示されます。

［ネットワーク］-［SSL/TLS］-［証明書の破棄］画面では、インストール
されている証明書を破棄することができます。

［キャンセル］ボタン この画面で行った設定変更をリセットして、SSL/
TLS 情報画面に戻ります。

項目 説明

［OK］ボタン 確認画面が表示されます。確認画面で［OK］ボタ

ンをクリックすると、証明書が破棄されます。

［戻る］ボタン SSL/TLS 設定画面に戻ります。

［キャンセル］ボタン この画面で行った設定変更をリセットして、SSL/
TLS 情報画面に戻ります。

項目 説明
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［SSL/TLS で通信するモード］

この画面は、証明書がインストールされている場合に表示されます。

［ネットワーク］-［SSL/TLS］-［SSL/TLS で通信するモード］画面では、
SSL で通信するモードを設定できます。

項目 説明

［SSL/TLS で通信する

モード］

SSL/TLS を有効にするかどうかを設定します。

設定値：［無効］、［有効］
初期値：［無効］

［適用］ボタン この画面で行った設定を適用します。

［クリアー］ボタン この画面で行った設定変更をリセットします。

［戻る］ボタン SSL/TLS 設定画面に戻ります。

［キャンセル］ボタン この画面で行った設定変更をリセットして、SSL/
TLS 情報画面に戻ります。
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［認証］

［ユーザー認証］

この画面は、オプションのハードディスクキット HD-P03 またはコン
パクトフラッシュカードが装着されている場合にのみ、表示されま
す。

［ネットワーク］-［認証］-［ユーザー認証］画面では、以下の項目を設定
できます。

ユーザー認証画面で、［ユーザー認証］を［オン］に、［パブリック
許可］を［制限］に設定した場合、認証設定可能なホスト
（Windows 用プリンタードライバー、または PageScope Direct Print）
以外からの印刷はできなくなります。また、リソース（フォント、
カラープロファイル、フォーム）のダウンロード、ファームウェア
のアップデートも行うことができなくなります。

項目 説明

［ユーザー認証］ ユーザー認証を行うかどうかを設定します。
設定値：［オン］、［オフ］
初期値：［オフ］
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［パブリック許可］ ユーザー認証有効時に、パブリックユーザーのロ
グインを許可するかどうかを設定します。
設定値：［許可］、［制限］
初期値：［許可］

項目 説明
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［オートログアウト］

［ネットワーク］-［認証］-［オートログアウト］画面では、以下の項目を
設定できます。

項目 説明

［管理者モードログア
ウト時間］

管理者モードのログインタイムアウトを設定しま
す。
範囲： ［1］-［60］（分）

初期値：［10］

［ユーザーモードログ
アウト時間］

ユーザーモードのログインタイムアウトを設定し
ます。
範囲： ［1］-［60］（分）

初期値：［60］
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［IEEE802.1x］

［ネットワーク］-［認証］-［IEEE802.1x ］画面では、以下の項目を設定で
きます。

項目 説明

［IEEE802.1x］ IEEE802.1x を使用するかどうかを設定します。

設定値：［有効］、［無効］
初期値：［無効］
同機能の本機操作パネルのメニュー :
［設定ﾒﾆｭｰ］-［管理者設定］ -［ﾈｯﾄﾜｰｸ設定］-
［IEEE802.1X］

［EAP タイプ］ IEEE802.1x で使用する認証方式を指定します。

設定値：［なし］、［EAP-MD5］、［EAP-TLS］、
［EAP-TTLS］、［PEAP］、［サーバーの規格に従う］

初期値：［なし］
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［ユーザー ID］ EAP タイプを［EAP-MD5］、［EAP-TLS］、
［EAP-TTLS］、［PEAP］または［サーバーの規格

に従う］に設定した場合、ユーザー ID を設定しま

す。
範囲： 半角 128 文字以下

初期値：（空白）

［パスワード］ EAP タイプを［EAP-MD5］、［EAP-TLS］、
［EAP-TTLS］、［PEAP］または［サーバーの規格

に従う］に設定した場合、パスワードを設定しま
す。
範囲： 半角 128 文字以下

初期値：（空白）

［TTLS 匿名］ EAP-TTLS の認証で使用するログイン名を設定し

ます。EAP タイプを［EAP-TTLS］または［サー

バーの規格に従う］に設定した場合に設定します。
範囲： 半角 128 文字以下

初期値：［anonymous］

EAP タイプが［サーバーの規格に従う］で
実際の認証方式が EAP-MD5 の場合、ユー
ザー ID と同じ値を入力してください。

［TTLS 認証タイプ］ EAP-TTLS の phase2 認証手順を指定します。

EAP タイプを［EAP-TTLS］または［サーバーの

規格に従う］に設定した場合に設定します。
設定値：［PAP］、［MS-CHAP］、［MS-CHAPv2］
初期値：［MS-CHAPv2］

［サーバー証明書検証］サーバー証明書の検証を行うときに、どの項目を
確認するか選択します。EAP タイプを

［EAP-TLS］、［EAP-TTLS］または［PEAP］に設

定した場合に設定します。
設定値：［有効期間］、［CA チェイン］、［サーバー

ID］

複数の項目を選択できます。

初期値：［有効期間］

項目 説明
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［クライアント証明書
送信］

サーバーからクライアント証明書を要求された場
合に、クライアント証明書を送付するかどうかを
設定します。EAP タイプを［EAP-TTLS］または

［PEAP］に設定した場合に設定します。

設定値：［有効］、［無効］
初期値：［無効］

［クライアント証明書］クライアント証明書がインストールされているか
どうかが表示されます。

証明書のインストールは［ネットワーク］-
［SSL/TLS］画面で行います。

［CA 証明書］ サーバー証明書の CA 信頼性検証に使用される CA
証明書がインストールされているかどうかが表示
されます。

証明書のインストールは［ネットワーク］-
［認証］-［CA 証明書］画面で行います。

［サーバー ID］ サーバー証明書の CN アトリビュート値と後方一

致で検証させるための文字列を設定します。EAP
タイプを［EAP-TLS］、［EAP-TTLS］または

［PEAP］に設定した場合に設定します。

範囲： 半角 64 文字以下

初期値：（空白）

［暗号化の強度］ EAP-TLS/TTLS/PEAP での TLS パケットの暗号化

強度を設定します。
EAP タイプを［EAP-TLS］、［EAP-TTLS］または

［PEAP］に設定した場合に設定します。

設定値：［下部］、［中間］、［上部］
初期値：［下部］

［ネットワーク停止ま
での時間］

認証が成功しない場合の、認証開始からネット
ワーク停止までの猶予時間を設定します。
範囲： ［0］、［60］-［255］（秒）

初期値：［0］

項目 説明
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［CA 証明書］

［CA 証明書情報］

［ネットワーク］-［認証］-［CA 証明書］-［CA 証明書情報］画面では、
CA 証明書の情報を確認することができます。

初期状態では、CA 証明書はインストールされていません。証明書を
インストールする場合は、［設定］ボタンをクリックしてください。

項目 説明

［設定］ボタン CA 証明書設定画面が表示されます。
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［CA 証明書設定］（証明書がインストールされていない場合）

［ネットワーク］-［認証］-［CA 証明書］-［CA 証明書設定］画面では、以
下の項目を設定できます。

項目 説明

［証明書のインストー
ル］

認証局で発行された証明書をインストールします。

［次へ］ボタン 選択した設定画面が表示されます。

［キャンセル］ボタン 証明書情報画面に戻ります。
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［CA 証明書設定］ （証明書がインストールされている場合）

［ネットワーク］-［認証］-［CA 証明書］-［CA 証明書設定］画面では、以
下の項目を設定できます。

項目 説明

［証明書の破棄］ 認証局で発行された証明書を破棄します。

［次へ］ボタン 選択した設定画面が表示されます。

［キャンセル］ボタン 証明書情報画面に戻ります。
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［証明書のインストール］

［ネットワーク］-［認証］-［CA 証明書］-［証明書のインストール］画面
では、認証局で発行された証明書をインストールできます。

項目 説明

［証明書のインストー
ル］

認証局から送付されてきたテキスト形式の CSR
（証明書署名要求）をこのテキストエリアに貼り付
けてインストールします。

［次へ］ボタン クリックすると、［ネットワーク］-［認証］-［CA
証明書］-［証明書のインストール］画面を表示し

ます。

［戻る］ボタン クリックすると、［ネットワーク］-［認証］-［CA
証明書］-［CA 証明書設定］画面に戻ります。

［キャンセル］ボタン クリックすると、入力した内容を破棄して、［ネッ
トワーク］-［認証］-［CA 証明書］-［CA 証明書

情報］画面に戻ります。
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［証明書の破棄］

［ネットワーク］-［認証］-［CA 証明書］-［証明書の破棄］画面では、イ
ンストールされた証明書を破棄することができます。

項目 説明

［OK］ボタン 確認画面が表示されます。確認画面で［OK］をク

リックすると、証明書が破棄されます。

［戻る］ボタン クリックすると、［ネットワーク］-［認証］-［CA
証明書］-［CA 証明書設定］画面に戻ります。

［キャンセル］ボタン クリックすると、［ネットワーク］-［認証］-［CA
証明書］-［CA 証明書情報］画面に戻ります。
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