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はじめにはじめにはじめにはじめに

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございま
す。

bizhub C450 にはプリンタコントローラが内蔵されており、Windows 対
応コンピュータまたは Macintosh から直接プリントすることができま
す。

このユーザーズガイドには、プリンタコントローラのプリンタ機能や操
作方法、使用上のご注意などについて記載しています。本機の性能を十
分に発揮させて、効果的にご利用いただくために、ご使用の前にこの
ユーザーズガイドを 後までお読みください。

安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず「ユーザーズガ
イド コピー機能編『設置・取り扱いの注意』」をお読みください。

ユーザーズガイド内で使用しているイラストなどは、実際の装置とは異
なる場合があります。

電波障害について電波障害について電波障害について電波障害について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準
に基づくクラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用する
と電波妨害を引き起こすことがあります。

この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがありま
す。

この製品にはシールドされたネットワークケーブルおよびパラレルケー
ブルを使う必要があります。そうでない場合は、電波障害を引き起こす
ことがあります。

商標、著作権等について商標、著作権等について商標、著作権等について商標、著作権等について

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

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

� Netscape Communications、Netscape Communications ロゴ、
Netscape Navigator、Netscape Communicator および Netscape は、
Netscape Communications Corporation の商標です。

� Novell、NetWare は、米国 Novell, Inc. の登録商標です。

� Microsoft、Windows および Windows NT は、Microsoft Corporation の
登録商標です。

� IBM は、米国 International Business Machines, Inc. の登録商標です。
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� Apple、Macintosh、および Mac は、Apple Computer, Inc. の登録商標
です。

� Adobe、Adobe ロゴ、Acrobat、Acrobat ロゴ、PostScript、および
PostScript ロゴは、Adobe Systems Incorporated の登録商標または
商標です。

� Ethernet は、Xerox Corporation の登録商標です。

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

� 本ユーザーズガイドに記載されているその他の会社名、商品名は、
該当各社の登録商標または商標です。

� This machine and PageScope Box Operator are based in part on the 
work of the Independent JPEG Group.

� Compact-VJE
Copyright 1986-2003 VACS Corp.

� RC4® is a registered trademark or trademark of RSA Security Inc. in 
the United States and/or other countries.

� RSA® BSAFETM 
RSA は RSA Security Inc. の登録商標です。BSAFE は RSA Security 
Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。

ライセンス情報

本製品は、RSA Security Inc. の RSA® BSAFETM ソフ
トウェアを搭載しています。

� その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

OpenSSL Statement

� OpenSSL License
Copyright © 1998-2000 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 conditions and the following disclaimer in the 
documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software 
must display the following acknowledgment:
“This product includes software developed by the OpenSSL Project 
for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)”
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4. The names “OpenSSL Toolkit” and “OpenSSL Project” must not 
be used to endorse or promote products derived from this software 
without prior written permission. For written permission, please 
contact opensslcore@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 PURPOSE 
ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR 
ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, 
INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQENTIAL 
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF 
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR 
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND 
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT 
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) 
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN 
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young 
(eay@crypt-Soft.com). This product includes software written by Tim 
Hudson (tjh@cryptsoft.com).
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� Original SSLeay License
Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights 
reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young 
(eay@cryptsoft.com).
The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as 
the following conditions are aheared to. The following conditions apply 
to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, Ihash, DES, 
etc., code; not just the SSL code.
The SSL documentation included with this distribution is covered by 
the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson 
(tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young’s, and as such any Copyright notices 
in the code are not to be removed. If this package is used in a product, 
Eric Young should be given 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 conditions and the following disclaimer in the 
documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software 
must display the following acknowledgement:
“This product includes cryptographic software written by Eric Young 
(eay@crypt-soft.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 Tin Hudson 
(tjh@cryptsoft.com)”
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THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG “AS IS” AND ANY 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY 
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN 
NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE 
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS 
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) 
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER 
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE 
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY 
OF SUCH DAMAGE.

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

Copyright

© 2004 Konica Minolta Business Technologies, Inc. All Rights Reserved.

免責免責免責免責

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

� コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社は、本プリンティ
ングシステムおよび本ユーザーズガイドを運用した結果の影響につ
きましては、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

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

� プリンタドライバの著作権は、コニカミノルタビジネステクノロ
ジーズ株式会社にあります。
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ソフトウェア使用許諾契約書ソフトウェア使用許諾契約書ソフトウェア使用許諾契約書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、プリンタシステムの一部を構成するソ
フトウエア、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、それらすべての
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、本ソフトウェアおよびドキュメン
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
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およびド
キュメンテーションに対する権利および所有権を第三者（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すべ
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、およ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すべて KMBT およびそのラ
イセンサーに帰属します。
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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したがっ
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、
すべてのソフトウェアおよ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 およ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 およびそのライセン
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。
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本書について本書について本書について本書について

本書は、コニカミノルタプリンタコントローラで実現できるプリント機
能のユーザーズガイドです。コピー機能、スキャナ機能、ボックス機
能、ファクス機能についてはそれぞれのユーザーズガイドをごらんくだ
さい。

本書はコンピュータの基本操作、およびコピー機の基本操作を理解して
いるお客様を対象としています。Windows または Macintosh の各オペ
レーティングシステムの操作方法や、アプリケーションの操作方法は、
それぞれの操作説明書をごらんください。

マニュアルの構成マニュアルの構成マニュアルの構成マニュアルの構成

コントローラに関するユーザーズガイドは機能ごとに以下のように分か
れています。

表記について表記について表記について表記について

ユーザーズガイドユーザーズガイドユーザーズガイドユーザーズガイド 説明説明説明説明

プリンタ機能編 本書です。プリンタとして使用するときにお読みくださ
い。

プリンタ機能編
クイックガイド

プリンタとして使用するときにお読みください。

ネットワーク／スキャナ機
能編

スキャナとして使用するときにお読みください。

ボックス機能編 本機のボックス機能を使用するときにお読みください。

ファクシミリ機能編 ファクスとして使用するときにお読みください。

ネットワークファクス編 ネットワークファクス機能（インターネットファクス /SIP
ファクス /IP アドレスファクス）を使用するときにお読み
ください。

製品名製品名製品名製品名

bizhub C450
プリンタ本体（コピー機）

本機、コピー機、またはプリンタ

内蔵ネットワークコントローラ ネットワークコントローラ

プリンタコントローラ、コピー機を組み合
わせたプリンティングシステム

プリンティングシステム

Microsoft Windows Windows
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本書で使用している画面について本書で使用している画面について本書で使用している画面について本書で使用している画面について

プリンタドライバの機能に関する説明は、とくに断りのない限り、
Windows XP 用プリンタドライバを使用して説明しています。

本書の使い方本書の使い方本書の使い方本書の使い方

4

C450 4-1

4

4.1

Windows 

1

2

✎

3
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概要 1
1 概要概要概要概要

1.1 プリンタコントローラとはプリンタコントローラとはプリンタコントローラとはプリンタコントローラとは

プリンタコントローラは、コピー機にプリンタ機能、ネットワークプリ
ント機能を実現するための装置です。

プリンタコントローラの役割プリンタコントローラの役割プリンタコントローラの役割プリンタコントローラの役割

プリンタコントローラは、あらかじめ、コピー機に内蔵されています。

プリンティングシステムとつながっているコンピュータ上のアプリケー
ションからプリントができます。コピー機をネットワークプリンタとし
て使用する場合も、コンピュータ上のアプリケーションからプリントが
できます。

プリンタコントローラでできることプリンタコントローラでできることプリンタコントローラでできることプリンタコントローラでできること

プリンタコントローラは、以下の機能を持っています。

� コンピュータからのプリント機能（PCL/PS 各プリンタドライバ使
用）

� TCP/IP、NetBEUI、IPX/SPX、AppleTalk などのネットワークプロト
コルをサポート

� SMB 印刷（Windows 印刷）、LPR 印刷、IPP 印刷などを利用した、
ネットワーク経由によるプリント機能

� ネットワーク経由での、クライアント PC からの本機／プリンタコ
ントローラの設定（Web ブラウザ使用）

� プリント枚数の管理（ユーザ認証・部門管理機能）

� コンピュータを使用したファクス機能（FAX 送信）

コンピュータ

プリンティングシステム

プリンタ
コント
ローラ

コピー機
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✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
FAX 送信を行うには、オプションの FAX キット FK-502 が必要で
す。

各モード各モード各モード各モード

プリンタドライバの設定は主にコンピュータで行いますが、コピー機の
操作パネルでフォントリストのプリントやコントローラの設定、プリン
ト時の初期設定ができます。また、モードを切換えることによってファ
クシミリやスキャナとして使うこともできます。

モードの切換えは、操作パネルの各モードに対応するキーで行います。

【コピー】

本体をコピー機として使用します。

【スキャン】

本体をスキャナとして使用します。

【ファクス】

本体をファクシミリとして使用します。

【ボックス】

本体にジョブを保存したり、ネットワーク上のコンピュータへ転送する
ドキュメントフォルダとして使用します。

✎
ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）
どのモードでも、本体をプリンタとして使用することができます。

プリント時の初期設定を変更する場合は、設定メニューで行います。
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概要 1

プリントの流れプリントの流れプリントの流れプリントの流れ

プリンタとして本プリンティングシステムを使用するときの大まかな処
理の流れは以下のとおりです。

アプリケーションから送られたプリントコマンドは、プリンタドライバ
が受け取ります。

ローカルプリンタとして使用する場合はパラレルインターフェース
（IEEE1284）、USB プリンタとして使用する場合は USB インター
フェース、ネットワークプリンタとして使用する場合は Ethernet

（TCP/IP、IPX/SPX、AppleTalk）を通じてデータが本機に送られ、本機
からプリンタコントローラに渡されます。プリンタコントローラでは画
像のラスタライズ（出力する文字や画像をビットマップデータに展開す
る）処理が行われます。このデータが本機からプリントされます。

✎
重要）重要）重要）重要）
USB とパラレルインターフェースは同時に使用することができません。

プリンタとして機能している途中で、コピー機能やネットワークスキャ
ン機能の原稿読み取りを行うことができます。コピー機として使用する
ときは、操作パネルの【コピー】を押すと、コピーができるようになり
ます。

コンピュータ

ネットワークプリンタと
して使用する場合

USB プリンタとして使用
する場合

ローカルプリンタとして
使用する場合

アプリケーション アプリケーション アプリケーション

プリンタドライバ プリンタドライバ プリンタドライバ

Ethernet（TCP/IP、
IPX/SPX、AppleTalk）

USBパラレルインター
フェース（IEEE1284）

コピー機

印刷

プリンタコントローラ

PS/PCL 処理（ラスタライズ）
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コピー中にプリントジョブを受信したときは、データが本機のメモリに
蓄積されます。コピーが終了すると自動的に出力を開始します。

PC-Fax 送信送信送信送信の流れの流れの流れの流れ

通常、ファクスを送信するときは、紙に書かれたものや印刷されたもの
をファクスにセットして送信します。

PC-FAX を用いると、コンピュータから操作するだけで、紙を使用せず
にファクスを直接送信できます。

アプリケーションから送られた送信コマンドは、プリンタドライバが受
け取ります。

ローカルプリンタとして使用する場合はパラレルインターフェース
（IEEE1284）、USB プリンタとして使用する場合は USB インター
フェース、ネットワークプリンタとして使用する場合は Ethernet
（TCP/IP、IPX/SPX、AppleTalk）を通じてデータが本機に送られ、本機
からプリンタコントローラに渡されます。プリンタコントローラでは画
像のラスタライズ（出力する文字や画像をビットマップデータに展開す
る）処理が行われます。このデータが本機のメモリに蓄積され、通常の
ファクスジョブと同様にファクス送信されます。

コンピュータ

ネットワークプリンタと
して使用する場合

USB プリンタとして使用
する場合

ローカルプリンタとして
使用する場合

アプリケーション アプリケーション アプリケーション

プリンタドライバ プリンタドライバ プリンタドライバ

Ethernet（TCP/IP、
IPX/SPX、AppleTalk）

USBパラレルインター
フェース（IEEE1284）

コピー機

ファク
ス送信

プリンタコントローラ

PS/PCL 処理（ラスタライズ）
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概要 1
1.2 動作環境動作環境動作環境動作環境

本プリンティングシステムを使うために必要なシステムと、接続に使用
するインターフェースについて説明します。

接続できるコンピュータと接続できるコンピュータと接続できるコンピュータと接続できるコンピュータと OS

接続するコンピュータが、以下の条件を満たしていることを確認してく
ださい。

Windows

Macintosh

オペレーティングシステム Windows 98 Second Edition、Windows Me、Windows 
NT4.0（Service Pack 6a 以降）、Windows 2000 Professional

（Service Pack 4 以降）、Windows XP Home Edition/
Professional（Service Pack 2 以降）、Windows Server 2003

CPU Pentium 以上

メモリ OS が推奨するメモリ容量
OS および使用するアプリケーションにおいて、メモリリ
ソースが十分であること。

ドライブ CD-ROM ドライブ

Web ブラウザ
（PageScope Web 
Connection 使用時）

Microsoft Internet Explorer Ver.6 以降推奨（JavaScript 有
効・Cookie 有効）
Internet Explorer Ver.5.5 の使用の場合、Microsoft XML 
parser MSXML3.X のインストールが必須
Netscape Navigator Ver.7.02 以降（JavaScript 有効・
Cookie 有効）
Macromedia® Flash®（表示形式で Flash を選択する場合、
Ver.7.0 以降のプラグイン必須）

オペレーティングシステム Macintosh OS 9.2/OS X（10.2 または 10.3、10.4）

CPU PowerPC、Intel プロセッサ

メモリ OS が推奨するメモリ容量

ドライブ CD-ROM ドライブ

Web ブラウザ
（PageScope Web 
Connection 使用時）

Netscape Navigator Ver.7.02 以降（JavaScript 有効・Cookie
有効）
Macromedia® Flash®（表示形式で Flash を選択する場合、
Ver.7.0 以降のプラグイン必須）
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接続に使用する接続に使用する接続に使用する接続に使用するインターフェースインターフェースインターフェースインターフェース

本プリンティングシステムとコンピュータを接続するには、以下の種類
のインターフェースが使用できます。

Ethernet

本プリンティングシステムをネットワークプリンタとして使用するとき
に接続します。

100Base-TX および 10Base-T 規格に対応しています。また、プロトコ
ルは TCP/IP（LPD/LPR、ピア・ツー・ピア）、IPX/SPX（NetWare）、
AppleTalk（EtherTalk）などに対応しています。

パラレルインターフェース（オプション）

本プリンティングシステムをローカルプリンタとして使用するときに接
続します。

接続には Windows のコンピュータと IEEE1284 パラレルケーブルが必
要です。パラレルケーブルは、一端がアンフェノール 36pin オスコネク
タのものを使用してください。

パラレルインターフェースはコンパチブル、ニブル、ECP の各モード
に対応しています。

USB インターフェース（オプション）

本プリンティングシステムを USB プリンタとして使用するときに接続
します。

Windows コンピュータで接続できます。接続には USB ケーブルが必要
です。USB ケーブルは A タイプ（4 ピンオス）- B タイプ（4 ピンオス） 
のものを使用してください。USB ケーブルは 3 m 以下をおすすめいた
します。

USB とパラレルインターフェースは同時に使用することができません。
管理者モードで切換えます。
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接続図

プリンタケーブルは、本機背面の各ポートに接続します。

コピー機背面

USB ケーブル

パラレルプリンタケーブル

パラレルポート Ethernet
（100Base-TX）
/10Base-T

USB ポート
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1.3 セットアップの流れセットアップの流れセットアップの流れセットアップの流れ

本プリンティングシステムをご使用いただくためには、セットアップを
行う必要があります。

セットアップとは、本機とコンピュータを接続し、プリンタドライバを
コンピュータへインストールする一連の準備をいいます。

セットアップする場合は、以下の流れとなります。

1 本機とコンピュータを接続する。（「接続に使用するインターフェー
ス」（p. 1-6）参照）

2 プリンタドライバをインストールする。（「プリンタドライバのイン
ストール」（p. 2-1）参照）

3 ネットワーク接続の場合は、ネットワークを設定する。（「ネット
ワーク印刷の設定」（p. 3-1）参照）

4 テストプリントをして確認をする。（「テスト印刷」（p. 4-2）参照）

プリンタドライバのインストールは、本機との接続方法やご使用になる
コンピュータの OS、プリンタドライバの種類によって、手順が異なり
ます。

✎
ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）
本機とコンピュータを接続する場合は「接続に使用するインター
フェース」（p. 1-6）をごらんください。

既存のプリンタドライバをアップデートする場合は、先に既存のプ
リンタドライバを削除してください。詳しくは、「プリンタドライバ
をアンインストールする場合」（p. 2-16）、（p. 2-25）をごらんくだ
さい。

必要に応じて、操作パネルの設定メニューでインターフェースのタ
イムアウト設定やパラレルインターフェースを使用する場合のモー
ド（Compatible、Nibble、ECP）設定を行います。詳しくは、「管理
者モードのプリンタ設定」（p. 10-28）をごらんください。パラレル
/USB のローカルポートを使用する場合は、ご使用するポートを選
択する必要があります。詳しくは、「パラレル /USB の設定」
（p. 10-36）をごらんください。
C450 1-8



概要 1

5 スクリーンフォントをインストールする。

❍ User Software CD-ROM および PostScript Printer Driver CD-ROM 
には、欧文の TrueType フォントが「スクリーンフォント」とし
て添付されています。

❍ インストールについては、OS 標準のフォントの追加から行いま
す。

❍ 詳細は、OS のヘルプをごらんください。
❍ スクリーンフォントは CD-ROM の Screenfont または、

Screenfonts フォルダにあります。
❍ Mac のフォントの場合、フォントが圧縮されていますので、解

凍後、インストールをしてください。
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プリンタドライバのインストール 2
2 プリンタドライバのインストールプリンタドライバのインストールプリンタドライバのインストールプリンタドライバのインストール

2.1 プリンタドライバの種類とプリンタドライバの種類とプリンタドライバの種類とプリンタドライバの種類と対応対応対応対応 OS
本プリンティングシステムを使用するためには、プリンタドライバのイ
ンストールが必要です。プリンタドライバとは、出力するデータの処理
などを制御するプログラムで、使用する前に付属の CD からコンピュー
タにインストールします。

付属の CD に含まれるプリンタドライバと、対応しているコンピュータ
の OS は以下のとおりです。必要なプリンタドライバをインストールし
てください。

* PCL プリンタドライバは「User Software CD-ROM」、PostScript プリンタドライバは
「PostScript Printer Driver CD-ROM」に含まれています。

プリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバ ページ記述言語ページ記述言語ページ記述言語ページ記述言語 対応対応対応対応 OS

PCL コニカミノルタ製
ドライバ

PCL
PCL XL

Windows 98 Second Edition、
Windows Me、Windows NT4.0（SP6a）、
Windows 2000 Professional（SP4 以降）、
Windows XP Home Edition/Professional

（SP2 以降）、
Windows Server 2003

PostScript コニカミノ
ルタ製ドライバ

PostScript3
Emulation

Windows NT4.0（SP6a）、
Windows 2000 Professional（SP4 以降）、
Windows XP Home Edition/Professional

（SP2 以降）、
Windows XP Professional x64、
Windows Server 2003、 
Windows Server 2003 x64

PostScript PPD
ドライバ

Windows 98 Second Edition、
Windows Me

Macintosh OS 9.2 以降
Macintosh OS X 10.2/10.3/10.4
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2.2 Windows で使用する場合で使用する場合で使用する場合で使用する場合

Windows プリンタドライバのインストール方法は、接続方法や使用す
るプリンタドライバによって異なります。また、コンピュータの OS に
よってインストール方法が異なります。お使いのコンピュータの OS に
合わせて、以下の参照ページをごらんください。

✎
ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）
ネットワーク環境での設定方法については、「ネットワーク印刷の設
定」（p. 3-1）で説明しています。あらかじめ他のネットワークの設
定が必要ですので、ここではローカル接続の方法でインストールし
ます。

Windows XP/Server 2003/2000/NT 4.0 の場合は、Administrator 権限
のあるユーザー名でログオンしてプリンタドライバをインストール
してください。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
パラレル接続および USB 接続を行うには、オプションのローカル
接続キットが必要です。

プリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバ 接続方法接続方法接続方法接続方法 参照ページ参照ページ参照ページ参照ページ

PCL コニカミノル
タ製ドライバ
PostScript コニカ
ミノルタ製ドライ
バ

全ての接続方
法

「インストーラによる自動インストール」（p. 2-3）

PCL コニカミノル
タ製ドライバ
PostScript コニカ
ミノルタ製ドライ
バ
PostScript PPD

ネットワーク
接続

「プリンタの追加ウィザードを使ったインストール」
（p. 2-6）
「Windows 98SE/Me/2000/NT 4.0 の場合」（p. 2-10）
「Windows XP/Server 2003 の場合」（p. 2-6）

パラレル接続 「プラグアンドプレイを使ったインストール」
（p. 2-12）
「Windows 98SE の場合」（p. 2-12）
「Windows Me/2000 の場合」（p. 2-13）
「Windows XP/Server 2003 の場合」（p. 2-14）

「プリンタの追加ウィザードを使ったインストール」
（p. 2-6）
「Windows 98SE/Me/2000/NT 4.0 の場合」（p. 2-10）
「Windows XP/Server 2003 の場合」（p. 2-6）

USB 接続 「プラグアンドプレイを使ったインストール」
（p. 2-12）
「Windows 98SE の場合」（p. 2-12）
「Windows Me/2000 の場合」（p. 2-13）
「Windows XP/Server 2003 の場合」（p. 2-14）
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インストーラによる自動インストールインストーラによる自動インストールインストーラによる自動インストールインストーラによる自動インストール

本インストーラを利用すると、コンピュータと同じ TCP/IP ネットワー
ク上の本機や、USB で接続されている本機が自動的に検出され、必要
なプリンタドライバがインストールされます。また、手動で指定してイ
ンストールすることも可能です。

✎
ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）
ネットワーク接続の場合本機を自動的に検出するため、あらかじめ
本機に IP アドレスを設定しておきます。設定方法については、「本
機の IP アドレスの設定」（p. 3-5）をごらんください。

Windows NT4.0/2000/XP/Server 2003 にインストールするときは、
管理者権限が必要です。

USB またはパラレル接続で、新しいハードウェアを追加するための
ウィザード画面が表示された場合は、［キャンセル］ をクリックして
ください。

IPP 印刷を行う場合は、プリンタドライバのインストール時に IPP
印刷用の設定を行うため、ここでプリンタドライバをインストール
する必要はありません。IPP 印刷については、「IPP 印刷（Windows 
2000/XP/Server 2003）」（p. 3-17）をごらんください。

インストーラの動作環境

* Windows NT4.0 で、ネットワークに TCP/IP プロトコルで直接接続されている本機をイン
ストールするには、お使いのコンピュータにあらかじめ Microsoft TCP/IP 印刷サービスが
インストールされている必要があります。

OS Windows 98 Second Edition、Windows Me、Windows NT4.0
（Service Pack 6a 以降）*、Windows 2000 Professional
（Service Pack 4 以降）、Windows XP Home Edition/
Professional（Service Pack 2 以降）、Windows Server 2003

CPU Pentium 300MHz 以上を推奨

メモリ 64MB 以上 （128MB 以上を推奨）
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インストールインストールインストールインストール

1 Windows用プリンタドライバのCD-ROMをコンピュータのCD-ROM
ドライブに入れます。

「User Software CD-ROM」（PCL ドライバ用）の場合は、インス
トーラが起動するのを確認し、手順 2 へ進みます。

「PostScript Printer Driver CD-ROM（Win）」（PS ドライバ用）の場
合は、CD-ROM 内の「Driver\UserInst.exe」をダブルクリックし、
手順 3 へ進みます。

2 「プリンタのインストール」をクリックします。

プリンタドライバのインストーラが起動します。

3 使用許諾契約書の全ての条項に同意する場合は、［同意します］ をク
リックします。

❍ 同意していただけない場合は、インストールできません。
❍ 左下のボックスでインストーラの表示言語を変更することがで

きます。

4 セットアップの内容を選択する画面が表示された場合は「プリンタ
のインストール」を選択して［次へ］をクリックします。

接続されているプリンタ・複合機が検出されます。
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5 本機を選択してインストールを進めます。

以降は、表示される画面にしたがって操作してください。
❍ 本機の接続が認識できない場合や、パラレル接続の場合は、リ

ストに表示されません。この場合は、画面下部の「上記以外の
プリンタ／複合機を指定します。（IP アドレス、ホスト名、共有
名など）」を選択し、手動で指定してください。
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プリンタの追加ウィザードプリンタの追加ウィザードプリンタの追加ウィザードプリンタの追加ウィザードを使ったインストールを使ったインストールを使ったインストールを使ったインストール

✎
ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）
IPP 印刷を行う場合は、プリンタドライバのインストール時に IPP
印刷用の設定を行うため、ここでプリンタドライバをインストール
する必要はありません。

IPP 印刷については、「IPP 印刷（Windows 2000/XP/Server 2003）」
（p. 3-17）をごらんください。

Windows XP/Server 2003 の場合の場合の場合の場合

1 Windowsプリンタドライバ用のCDをコンピュータのCD-ROMドラ
イブに入れます。

❍ PCL コニカミノルタ製ドライバ：User Software CD-ROM
❍ PostScript コニカミノルタ製ドライバ：PostScript Printer Driver 

CD-ROM

2 ［スタート］をクリックして、「プリンタと FAX」をクリックします。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）

［スタート］メニューに「プリンタと FAX」が表示されていない
場合は、［スタート］メニューから［コントロールパネル］を開
き、「プリンタとその他のハードウェア」を選び、さらに「プリ
ンタと FAX」を選びます。
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3 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。

4 ［次へ］をクリックします。

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

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

Windows XP の場合 Windows Server 2003 の場合
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✎
ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）
ネットワーク環境での設定方法については、「ネットワーク印刷
の設定」（p. 3-1）で説明しています。あらかじめ他のネット
ワークの設定が必要ですので、ここではローカル接続の方法で
インストールします。

6 「プリンタポートの選択」ダイアログが表示されます。ここでは、
「LPT1」を選択して、［次へ］をクリックします。

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 各 CD-ROM 内のプリンタドライバのあるフォルダを使用する OS や
プリンタドライバに応じて指定し、［OK］をクリックします。

❍ PCL コニカミノルタ製ドライバ：User Software CD-ROM
「Driver\bizhubC450」フォルダ

❍ PostScript コニカミノルタ製ドライバ：PostScript Printer Driver 
CD-ROM「Driver\bizhubC450」フォルダ

10［OK］をクリックします。

❍ 「プリンタ」リストが表示されます。

11［次へ］をクリックします。

12 画面の指示にしたがって操作します。
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✎
ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）

「デジタル署名」に関する画面が表示されるときは、［続行］を
クリックします。

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

13 インストール終了後、インストールしたプリンタアイコンが「プリ
ンタと FAX」ウィンドウに表示されていることを確認します。

14 CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出します。

これで、プリンタドライバのインストールが完了しました。
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Windows 98SE/Me/2000/NT 4.0 の場合の場合の場合の場合

1 Windowsプリンタドライバ用のCDをコンピュータのCD-ROMドラ
イブに入れます。

❍ PCL コニカミノルタ製ドライバ：User Software CD-ROM
❍ PostScript コニカミノルタ製ドライバ：PostScript Printer Driver 

CD-ROM

2 ［スタート］をクリックして、「設定」－「プリンタ」をクリックし
ます。

❍ 「プリンタ」ウィンドウが表示されます。

3 「プリンタの追加」アイコンをダブルクリックします。

❍ 「プリンタの追加ウィザード」が起動します。

4 画面の指示にしたがって操作します。

5 接続方法を指定する画面で、「ローカルプリンタ」を選択します。

✎
ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）
ネットワーク環境での設定方法については、「ネットワーク印刷
の設定」（p. 3-1）で説明しています。あらかじめ他のネット
ワークの設定が必要ですので、ここではローカル接続の方法で
インストールします。

6 ［次へ］をクリックします。

7 ［ディスク使用］をクリックします。
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8 ［参照］をクリックします。

9 CD-ROM 内のプリンタドライバのあるフォルダを使用する OS やプ
リンタドライバに応じて指定し、［OK］をクリックします。

10［OK］をクリックします。

❍ 「プリンタ」リストが表示されます。

11［次へ］をクリックします。

12 接続しているポートを指定します。ここでは、「LPT1」を選択しま
す。

13 画面の指示にしたがって操作します。

OS プリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバ CD

Windows 98SE/
Me

PCL コニカミノルタ製 User Software CD-ROM
「Driver\bizhubC450」フォルダ

PostScript PPD PostScript Printer Driver CD-ROM
「Driver\PS-PPD」フォルダ

Windows 2000 PCL コニカミノルタ製 User Software CD-ROM
「Driver\bizhubC450」フォルダ

PostScript コニカミノルタ製 PostScript Printer Driver CD-ROM
「Driver\bizhubC450」フォルダ

Windows NT 4.0 PCL コニカミノルタ製 User Software CD-ROM
「Driver\bizhubC450」フォルダ

PostScript コニカミノルタ製 PostScript Printer Driver CD-ROM
「Driver\bizhubC450」フォルダ
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✎
ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）
ネットワーク接続の場合は、ネットワーク設定完了後にテスト
プリントを行ってください。

14 インストール終了後、インストールしたプリンタアイコンが「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。

15 CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出します。

これで、プリンタドライバのインストールが完了しました。

プラグアンドプレイプラグアンドプレイプラグアンドプレイプラグアンドプレイを使ったインストールを使ったインストールを使ったインストールを使ったインストール

Windows 98SE の場合の場合の場合の場合

1 本機とコンピュータをパラレルケーブルまたは USB ケーブルで接続
後、コンピュータを起動します。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
コンピュータの起動中は、ケーブルの抜き差しを行わないでく
ださい。

2 Windowsプリンタドライバ用のCDをコンピュータのCD-ROMドラ
イブに入れます。

❍ PCL コニカミノルタ製ドライバ：User Software CD-ROM
❍ PostScript コニカミノルタ製ドライバ：PostScript Printer Driver 

CD-ROM

3 本機の主電源を入れます。

❍ 「新しいハードウェアの追加ウィザード」ダイアログが表示され
ます。

4 ［次へ］をクリックします。

5 「使用中のデバイスに 適なドライバを検索する（推奨）」を選択し、
［次へ］をクリックします。

6 「検索場所の指定」を選択し、［参照］をクリックします。
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7 CD-ROM 内のプリンタドライバのあるフォルダを使用する OS やプ

リンタドライバに応じて指定し、［OK］をクリックします。

❍ PCL コニカミノルタ製ドライバ：User Software CD-ROM
「Driver\bizhubC450」フォルダ

❍ PostScript PPD ドライバ：PostScript Printer Driver CD-ROM
「Driver\PS-PPD」フォルダ

8 ［次へ］をクリックし、画面の指示にしたがって操作します。
パラレル接続の場合は手順 10 へ進みます。

9 「新しいハードウェアの追加ウィザード」ダイアログが表示されるの
で、手順 4 ～ 8 を繰り返します。

10 インストール終了後、インストールしたプリンタアイコンが「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。

11 CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出します。

これで、プリンタドライバのインストールが完了しました。

Windows Me/2000 の場合の場合の場合の場合

1 本機とコンピュータをパラレルケーブルまたは USB ケーブルで接続
後、コンピュータを起動します。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
コンピュータの起動中には、ケーブルの抜き差しを行わないで
ください。

2 Windowsプリンタドライバ用のCDをコンピュータのCD-ROMドラ
イブに入れます。

❍ PCL コニカミノルタ製ドライバ：User Software CD-ROM
❍ PostScript コニカミノルタ製ドライバ：PostScript Printer Driver 

CD-ROM

3 本機の主電源を入れます。

❍ 「新しいハードウェアの検出ウィザード」（Windows Me の場合
は、「新しいハードウェアの追加ウィザード」）ダイアログが表
示されます。

4 「デバイスに 適なドライバを検索する（詳細）」（Windows Me の場
合は、「適切なドライバを自動的に検索する（詳細）」）を選択し、
［次へ］をクリックします。
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5 Windows 2000 の場合は、「場所の指定」を選択し、［次へ］をクリッ

クします。

Windows Me の場合は、「検索場所の指定」を選択し、［参照］をク
リックします。

6 CD-ROM 内のプリンタドライバのあるフォルダを使用する OS やプ
リンタドライバに応じて指定し、［OK］をクリックします。

選択できるプリンタドライバ :

7 ［OK］（Windows Me の場合は、［次へ］）をクリックし、画面の指示
にしたがって操作します。

8 ［完了］をクリックします。

9 インストール終了後、インストールしたプリンタアイコンが「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。

10 CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出します。

これで、プリンタドライバのインストールが完了しました。

Windows XP/Server 2003 の場合の場合の場合の場合

1 本機とコンピュータをパラレルケーブルまたは USB ケーブルで接続
後、コンピュータを起動します。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
コンピュータの起動中は、ケーブルの抜き差しを行わないでく
ださい。

OS プリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバ CD

Windows Me PCL コニカミノルタ製 User Software CD-ROM
「Driver\bizhubC450」フォルダ

PostScript PPD PostScript Printer Driver CD-ROM
「Driver\PS-PPD」フォルダ

Windows 2000 PCL コニカミノルタ製 User Software CD-ROM
「Driver\bizhubC450」フォルダ

PostScript コニカミノルタ製 PostScript Printer Driver CD-ROM
「Driver\bizhubC450」フォルダ
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2 Windowsプリンタドライバ用のCDをコンピュータのCD-ROMドラ

イブに入れます。

❍ PCL コニカミノルタ製ドライバ：User Software CD-ROM
❍ PostScript コニカミノルタ製ドライバ：PostScript Printer Driver 

CD-ROM

3 本機の主電源を入れます。

❍ 「新しいハードウェアの検出ウィザード」ダイアログが表示され
ます。

✎
ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）

「新しいハードウェアの検出ウィザード」ダイアログが表示され
ない場合は、本体の電源をオフ／オンしてください。

電源をオフ／オンする場合は、サブ電源スイッチをオフにして
からメイン電源スイッチをオフにします。また、電源をオフに
して、10 秒以上経過してからオンにしてください。間隔をあけ
ないと、正常に機能しないことがあります。

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

5 「次の場所で 適のドライバを検索する」から「次の場所を含める」
を選択し、［参照］をクリックします。

6 CD-ROM 内のプリンタドライバのあるフォルダを使用する OS やプ
リンタドライバに応じて指定し、［OK］をクリックします。

❍ PCL コニカミノルタ製ドライバ：User Software CD-ROM
「Driver\bizhubC450」フォルダ

❍ PostScript コニカミノルタ製ドライバ：PostScript Printer Driver 
CD-ROM「Driver\bizhubC450」フォルダ

7 ［次へ］をクリックし、画面の指示にしたがって操作します。

✎
ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）

「デジタル署名」に関する画面が表示されるときは、［続行］を
クリックします。

8 ［完了］をクリックします。

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

これで、プリンタドライバのインストールが完了しました。

プリンタドライバをアンインストールする場合プリンタドライバをアンインストールする場合プリンタドライバをアンインストールする場合プリンタドライバをアンインストールする場合

プリンタドライバを再インストールするときなど、プリンタドライバを
削除する必要がある場合は、以下の手順でドライバを削除してくださ
い。

1 Windows 98SE/Me/2000/NT 4.0 の場合は、［スタート］をクリック
し、「設定」－「プリンタ」をクリックします。
Windows XP/Server 2003 の場合は、［スタート］をクリックして、

「プリンタと FAX」をクリックします。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）

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

2 「プリンタ」（Windows XP/Server 2003 の場合は「プリンタと FAX」）
ウィンドウで、削除したいプリンタのアイコンを選択します。

3 コンピュータの［Delete］キーを押し、プリンタドライバを削除し
ます。

4 あとは、画面の指示にしたがって操作します。

❍ 削除が終了すると「プリンタ」（Windows XP/Server 2003 の場合
は「プリンタと FAX」）ウィンドウからアイコンが消えます。

Windows 98SE/Me/NT 4.0 の場合は、これでアンインストール完了で
す。
Windows 2000/XP/Server 2003 の場合は、引き続きサーバーのプロパ
ティでプリンタドライバを削除します。

5 ［ファイル］メニューをクリックし、［サーバーのプロパティ］をク
リックします。

6 ［ドライバ］タブをクリックします。

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

8 削除の確認画面で［はい］をクリックします。
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9 ［プリントサーバーのプロパティ］画面と「プリンタ」（Windows 

XP/Server 2003 の場合は「プリンタと FAX」）ウィンドウを閉じま
す。

10 コンピュータを再起動します。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
必ず再起動してください。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
上記の方法でプリンタドライバを削除しても、機種情報ファイ
ルはコンピュータに残ります。このため同一バージョンのプリ
ンタドライバを再インストールする場合、ドライバが書き替え
できない場合があります。この場合以下のファイルも削除して
ください。

「C: \WINDOWS \system32 \spool \drivers \w32x86」フォルダ
を確認し、該当機種のフォルダがあれば削除します。ただし、
PCL コニカミノルタ製ドライバと PostScript コニカミノルタ製
ドライバの両方がインストールされている場合は、両方の機種
情報が削除されます。一方のドライバを残す場合は削除しない
でください。

「C: \WINDOWS \inf」フォルダにある「oem*.inf」と
「oem*.PNF」を削除します（ファイル名の「*」は番号を示し、
番号はコンピュータの環境により異なります）。
削除する前に inf ファイルを開いて、 後の数行に記述してある
機種名を確認し、該当機種のファイルであることを確認してく
ださい。PNF ファイルは inf ファイルと同じ番号となります。

これでプリンタドライバの削除は完了です。
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2.3 Macintosh で使用する場合で使用する場合で使用する場合で使用する場合

Macintosh プリンタドライバのインストール方法は、Mac OS のバー
ジョンおよび使用するドライバによって異なります。お使いの Mac OS 
に合わせて、以下の参照ページをごらんください。

プリンタドライバのインストールプリンタドライバのインストールプリンタドライバのインストールプリンタドライバのインストール

Macintosh OS X の場合の場合の場合の場合

1 Macintosh を起動します。

2 Macintosh用のCDをコンピュータのCD-ROMドライブに入れます。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
アプリケーションソフトが起動しているときは、全て終了して
おきます。

3 CD の「Japanese」－「Driver」－「OS10_2_x」または
「OS10_3_x」フォルダをダブルクリックして開きます。

4 Mac OS のバージョンに合わせて、ドライバ用のファイルをデスク
トップ上にコピーします。

OS X 10.2：KONICAMINOLTA_C450_102.pkg
OS X 10.3：KONICAMINOLTA_C450_103.pkg
OS X 10.4：KONICAMINOLTA_C450_103.pkg

5 デスクトップ上にコピーしたファイルをダブルクリックします。

Mac OS プリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバ 参照ページ参照ページ参照ページ参照ページ

Macintosh OS X 
10.2/10.3/10.4

PostScript PPD 「プリンタドライバのインストール」
（p. 2-18）

Macintosh OS 9.2
以降

PostScript PPD 「プリンタの選択」（p. 2-20）
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✎
ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）
途中で、管理者の名前とパスワードを要求されますので入力し
てください。

管理者の名前とパスワードは、ネットワーク管理者にお問合わ
せください。

［キャンセル］を押すと、インストーラは終了します。

6 「インストール」画面が表示されるまで、画面の指示にしたがって
［続ける］をクリックします。

7 「簡易インストール」画面で、「インストール］をクリックします。

❍ プリンタドライバがコンピュータにインストールされます。イ
ンストールが終了すると、メッセージが表示されます。

✎
ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）
2 回目以降のインストールでは、［インストール］ボタンが
［アップグレード］に変わることがあります。

8 ［閉じる］をクリックします。

これで、プリンタドライバのインストールが完了しました。

続いて、プリンタの選択をしてください。
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プリンタの選択プリンタの選択プリンタの選択プリンタの選択

Macintosh OS X の場合の場合の場合の場合

本機接続後、［プリントセンター］（または［プリンタ設定ユーティリ
ティ］）で使用するプリンタを選択すると、プリンタとして使用できま
す。

1 インストールされた「HDD」－「アプリケーション」－「ユーティ
リティ」内にある［プリントセンター］（または［プリンタ設定ユー
ティリティ］）をダブルクリックして開きます。

2 「プリンタの追加」画面が表示された場合は、［追加］をクリックし
ます。プリンタリストが表示された場合は、［追加］をクリックしま
す。

❍ OS X 10.4 は手順 3 に進みます。
❍ OS X 10.2 と 10.3 は手順 4 に進みます。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
すでに使用可能なプリンタを設定している場合は、「プリンタの
追加」画面は表示されません。
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3 本機が Bonjour（ボンジュール）接続のプリンタとして出現した場合

は、「使用するドライバ」で「KONICA MINOLTA」を選択し、機種
一覧から「KONICA MINOLTA C450 PS(P)」を選択して［追加］を
クリックします。

❍ 選択したプリンタが「プリンタリスト」に登録されると、設定
は終了です。

❍ プリンタとして出現しない場合や AppleTalk で接続する場合は、
［ほかのプリンタ］をクリックして手順 4 に進みます。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
OS X 10.4 で Bonjour 接続をする場合は、本機の Bonjour 設定が
必要です。Bonjour 設定については、「Macintosh による利用」

（p. 3-32）をごらんください。
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4 該当する接続方法を選択し、プリンタ名を選択します。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
AppleTalk 接続で AppleTalk ゾーンを設定している場合は「ロー
カル AppleTalk ゾーン」を選択します。

AppleTalk 接続をする場合は、本機の AppleTalk 設定が必要で
す。AppleTalk 設定については、「Macintosh による利用」

（p. 3-32）をごらんください。

Rendezvous（ランデブー）接続をする場合は、本機の Bonjour
設定が必要です。Bonjour 設定については、「Macintosh による
利用」（p. 3-32）をごらんください。

IP プリントでプロトコルに「IPP」を指定する場合は、キュー名
の入力欄が表示されます。OS 10.3 の場合はキュー名を空欄にし
てください。OS 10.4 の場合は、キュー名に「ipp」と入力して
ください。

5 「プリンタの機種」をクリックし、「KONICA MINOLTA」を選択しま
す。

6 「KONICA MINOLTA C450 PS(P)」を選択し、［追加］をクリックし
ます。

❍ 選択したプリンタが「プリンタリスト」に登録されます。
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Macintosh OS 9.2 の場合の場合の場合の場合

本機に接続後、「セレクタ」で PostScrpt プリンタを選択し、「プリンタ
記述ファイル（PPD ファイル）」を指定すると、プリンタとして使用で
きるようになります。

まず、「プリンタ記述ファイル（PPD ファイル）」をコンピュータにコ
ピーします。

1 Macintosh用のCDをコンピュータのCD-ROMドライブに入れます。

2 CD の「Japanese」－「Driver」－「OS 9_x」フォルダをダブルク
リックして開きます。

3 「KONICAMINOLTAC450JVxxx.ppd」の PPD ファイルを選択し、コ
ンピュータの「HDD」－「システムフォルダ」－「機能拡張」－

「プリンタ記述ファイル」内にコピーします。

続いて、プリンタを選択します。
プリンタドライバは、Macintosh 標準の LaserWriter を使用します。

4 「アップルメニュー」の「セレクタ」を選択します。

5 「AppleTalk」が「使用」になっていることを確認して、
［LaserWriter］アイコンをクリックします。

6 「PostScript プリンタの選択」一覧から、プリンティングシステムに
該当するプリンタ名をクリックし、［作成］をクリックします。

❍ PostScript プリンタ記述（PPD） ファイルの選択画面が表示され
ます。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
すでに別の PPD ファイルが選択されている場合は、手順 6 で
［再設定］をクリックし、さらに表示される画面で［PPD の選
択］をクリックします。
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7 該当する PPD ファイルをクリックし、［選択］（または［開く］）を

クリックします。

❍ 追加オプションの設定画面が表示されます。

8 本機に装着しているオプションを設定します。

9 ［OK］をクリックします。

❍ 「セレクタ」画面にもどります。

10「セレクタ」画面を閉じます。
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プリンタドライバをプリンタドライバをプリンタドライバをプリンタドライバをアンインストールする場合アンインストールする場合アンインストールする場合アンインストールする場合

プリンタドライバを再インストールするときなど、プリンタドライバを
削除する必要がある場合は、以下の手順でドライバを削除してください。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
アプリケーションソフトが起動しているときは、全て終了しておき
ます。

Macintosh OS X の場合の場合の場合の場合

1 「HDD」－「アプリケーション」－「ユーティリティ」内にある
［プリントセンター］（または［プリンタ設定ユーティリティ］）をダ
ブルクリックして開きます。

2 削除するプリンタ名を選択し、［削除］をクリックします。

❍ 選択したプリンタが削除されます。

3 「プリンタリスト」を閉じます。

4 インストールした「HDD」の「ライブラリ」－「Printers」－
「PPDs」－「Contents」－「Resoures」－「ja.lproj」内の以下の
ファイルを「ゴミ箱」へドラッグします。

❍ 「KONICA MINOLTA C450.gz」

5 「ライブラリ」－「Printers」内の不要なファイルを削除します。

OS 10.3/10.4 の場合は、「ライブラリ」－「Printers」－
「KONICAMINOLTA」－「filter」内の「***c450」フォルダと、「ライ
ブラリ」－「Printers」－「KONICAMINOLTA」－「PDEs」内の以
下の 4 つのフォルダを「ゴミ箱」へドラッグします。
❍ KONICAMINOLTAC450 Finishing.plugin
❍ KONICAMINOLTAC450 ImageLayout.plugin
❍ KONICAMINOLTAC450 Security.plugin
❍ KONICAMINOLTAC450 Setup.plugin

OS 10.2 の場合は、「ライブラリ」－「Printers 」－「PPD Plugins 」
内の以下の 4 つのフォルダを「ゴミ箱」へドラッグします。
❍ KONICAMINOLTAC450 Finishing.plugin
❍ KONICAMINOLTAC450 ImageLayout.plugin
❍ KONICAMINOLTAC450 Security.plugin
❍ KONICAMINOLTAC450 Setup.plugin

OS 10.2 の場合は、続いて、［移動］－［フォルダへ移動］で「/usr」
を入力して「/usr」フォルダへ移動し、「libexec」－「cups」－
「filter」内の「***c450」フォルダをゴミ箱へドラッグします。
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6 コンピュータを再起動します。

これでプリンタドライバの削除は完了です。

Macintosh OS 9.2 の場合の場合の場合の場合

1 「HDD」－「システムフォルダ」－「機能拡張」－「プリンタ記述
ファイル」内の「KONICAMINOLTAC450JVxxx.ppd」の PPD ファ
イルを選択し、「ゴミ箱」へドラッグします。

❍ プリンタドライバ関連ファイルが削除されます。

2 コンピュータを再起動します。

これでプリンタドライバの削除は完了です。
C450 2-26



ネットワーク印刷の設定 3
3 ネットワーク印刷の設定ネットワーク印刷の設定ネットワーク印刷の設定ネットワーク印刷の設定

3.1 ネットワーク機能の概要ネットワーク機能の概要ネットワーク機能の概要ネットワーク機能の概要

ネットワーク機能とはネットワーク機能とはネットワーク機能とはネットワーク機能とは

本機の Ethernet をネットワークに接続すると、本プリンティングシス
テムをネットワークプリンタとして使用できます。

本プリンティングシステムは、100Base-TX および 10Base-T 規格に対
応しています。また、プロトコルは TCP/IP（LPD/LPR、IPP、SMB）、
NetBEUI（SMB）、IPX/SPX（NetWare）、AppleTalk（EtherTalk）など
に対応しています。

✎
ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）
ネットワーク設定を行う場合、「管理者モード」に入る管理者パス
ワードが必要です。

管理者パスワードについては、本機の管理者におたずねください。

ネットワーク

プリンティング
システム

ハブ

コピー機
Ethernet
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ネットワーク機能の特徴ネットワーク機能の特徴ネットワーク機能の特徴ネットワーク機能の特徴

本プリンティングシステムは、さまざまなネットワーク環境に柔軟に対
応できるよう、以下のネットワーク機能を備えています。

� 10Base-T / 100Base-TX（Fast Ethernet）の自動選択。

� DHCP や BOOTP などにより、IP アドレスの自動取得が可能。

� SMB 印刷によるプリント（Windows98SE/Me/2000/XP/Server 
2003）
Windows 98SE/Me/2000/XP/Server2003 で、SMB による印刷がで
きます。

� LPR によるプリント（Windows NT 4.0/2000/XP/Server2003）
Windows NT 4.0/2000/XP/Server2003 で、LPD/LPR による印刷がで
きます。Windows 98SE/Me では利用できません。

✎
ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）
LPR（Line Printer Request）：Windows NT4.0/2000/XP/Server2003
で利用できるプリント要求方式です。キュー名は「Print」と入力し
ます。

� Port9100 によるプリント（Windows98SE/Me/2000/XP/Server 2003）
Windows98SE/Me/2000/XP/Server2003 で、Port9100 による印刷

（Raw 印刷）ができます。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
Windows 98SE/Me で Port9100 接続を利用する場合、Peer to Peer 
Printing Tool のインストールが必要となる場合があります。
Peer to Peer Printing Tool の入手については、製品を購入した販売店
にお問い合わせください。

� Novell Netware の Pserver および Rprinter（Nprinter）の両方をサ
ポート。

� Novell NetWare のプリントサーバ機能に対応し、バインダリモード
と Novell DirectoryService（NDS）の両方をサポート。
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NetWare による利用

Novell NetWare 4.x ～ 6 の、プリントサーバ機能に対応しています。

ネットワーク OS として Novell NetWare 4.x ～ 6 が使用されているネッ
トワークに本プリンティングシステムを接続し、クライアントからプリ
ントサーバ（ネットワークコントローラ）にプリント指示を送ることが
できます。対応モードは、以下の 3 種類です。

� Nprinter

� Pserver

� NDS/NDPS

✎
ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）
NetWare の機能の詳細は、NetWare の操作説明書をごらんくださ
い。

Macintosh による利用

Macintosh から、LPR または AppleTalk、Bonjour/Rendezvous による印
刷ができます。

AppleTalk 環境、Bonjour/Rendezvous 環境のプリントサーバに本プリ
ンティングシステムを接続し、Macintosh から本機にプリント指示を送
ることもできます。

各各各各 Windows OS で選択可能なで選択可能なで選択可能なで選択可能なネットワーク接続方式ネットワーク接続方式ネットワーク接続方式ネットワーク接続方式

この章では、ネットワーク印刷に必要な設定について説明しています。

ネットワーク印刷方法（SMB 印刷、LPR 印刷、IPP 印刷）により、設
定方法が異なります。ご使用の環境に 適なネットワーク印刷方法を選
択してください。

Windows OS からのネットワーク印刷方法からのネットワーク印刷方法からのネットワーク印刷方法からのネットワーク印刷方法

*1 Windows 98SE/Me で Port9100 印刷を利用する場合、Peer to Peer 
Printing Tool のインストールが必要となる場合があります。
詳細については、次表をごらんください。

使用する使用する使用する使用する
プロトコプロトコプロトコプロトコ
ルルルル

Windows 
98SE

Windows 
Me

Windows 
2000

Windows 
XP

Windows 
NT 4.0

Windows 
Server 
2003

SMB 印刷 TCP/IP 、
NetBEUI

○ ○ ○ ○ ○

LPR 印刷 TCP/IP ○ ○ ○ ○

IPP 印刷 TCP/IP ○ ○ ○

Port9100 印刷 TCP/IP △ *1
△ *1

○ ○ ○
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Port9100 使用時に Peer to Peer Printing Tool のインストールが必要な場
合

*1 本機をネットワークに接続した状態で、インストーラを利用したプ
リンタドライバのインストールをすると、自動的に必要な Peer to 
PeerPrinting Tool もインストールされ、Port9100 が作成される

*2 プリンタドライバがオペレーティングシステムに非対応
*3 インストーラによるプリンタドライバのインストールに非対応
*4 オペレーティングシステム標準の機能を使用するため不要

� Peer to Peer Printing Tool の入手については、製品を購入した販売店
にお問い合わせください。

� Peer to Peer Printing Tool をインストールした場合のドライバ側の設
定については、「Port9100 印刷（Windows 98SE/Me/2000/XP/Server 
2003）」（p. 3-14）をごらんください。

� SMB 印刷をご利用いただくと、Peer to Peer Printing Tool などのソ
フトウェアをインストールせずにネットワークプリントを行うこと
ができます。SMB 印刷については、「SMB 印刷による利用」

（p. 3-9）をごらんください。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
ネットワーク印刷の設定を行う前に、プリンタドライバをインス
トールしておいてください。詳しくは、「プリンタドライバのインス
トール」（p. 2-1）をごらんください。

ネットワーク印刷を行うには、インストールしたプリンタドライバ
のプリントのポートをネットワーク接続用に変更し、必要に応じて
本機の設定を変更します。
ただし、IPP 接続の場合は、プリンタドライバのインストールから
行う必要があります。

NetWare 環境でのネットワーク印刷方法環境でのネットワーク印刷方法環境でのネットワーク印刷方法環境でのネットワーク印刷方法

オペレーティングシステムオペレーティングシステムオペレーティングシステムオペレーティングシステム

Windows 98SE/Me Windows 2000/XP/2003

ドライバ種類ドライバ種類ドライバ種類ドライバ種類
インストーラインストーラインストーラインストーラ

使用使用使用使用
インストーラインストーラインストーラインストーラ

使用せず使用せず使用せず使用せず
インストーラインストーラインストーラインストーラ

使用使用使用使用
インストーラインストーラインストーラインストーラ

使用せず使用せず使用せず使用せず

PCL コニカミノルタ製 不要 *1 必要

不要 *4PostScript コニカ
ミノルタ製

-  *2

PostScript PPD -  *3 必要 -  *2

NetWare バージョンバージョンバージョンバージョン 使用するプロトコル使用するプロトコル使用するプロトコル使用するプロトコル エミュレーションエミュレーションエミュレーションエミュレーション サービスモードサービスモードサービスモードサービスモード

NetWare 4.x IPX NDS ／バインダリ Pserver/Nprinter

NetWare 5.x/6 IPX NDS Pserver

TCP/IP NDPS(lpr)
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3.2 本機の本機の本機の本機の IP アドレスの設定アドレスの設定アドレスの設定アドレスの設定

まず、本機操作パネルで、IP アドレスを割当てます。

✎
ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）
ネットワークに関する設定は、ネットワーク管理者の指示にした
がって行ってください。

1 操作パネルで【設定メニュー / カウンタ】を押し、［管理者設定］
キーを押して、管理者パスワードを入力します。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）

「管理者モード」に入るにはパスワードが必要です。管理者パス
ワードについては、本機の管理者におたずねください。

2 ［ネットワーク設定］－［TCP/IP 設定］の画面を表示します。

3 ［使用する］に設定します。
次の画面に進みます。自動的に進まない場合は［次画面］を押しま
す。
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4 「IP 確定方法」を「直接入力」に設定します。

5 以下の項目を設定します。

6 ［OK］を押します。

IP アドレス： 本機の IP アドレスを設定します。

サブネットマスク： 接続するネットワークのサブネットマスク
を設定します。

デフォルトゲート
ウェイ：

接続するネットワークのデフォルトゲート
ウェイアドレスを設定します。
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✎
ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）
ここでは DHCP サーバを使用せずに、固定の IP アドレスを入力
する方法を説明していますが、DHCP サーバから自動的に IP ア
ドレスを割当てることも可能です。「IP 確定方法」を「自動取
得」にし、表示される設定画面で「DHCP 設定」の項目を「使
用する」に設定すると、ネットワーク上の DHCP サーバから自
動的に、IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲート
ウェイが割当てられるため、それらを手動で割当てる必要があ
りません。ただし、「DHCP 設定」の項目を「使用する」に設定
するにあたって、以下の点に注意してください。

ネットワーク管理者に、DHCP サーバが存在していることを確
認してください。DHCP サーバが存在しない場合は、必ず「IP
アドレス設定」「サブネットマスク」「デフォルトゲートウェイ」
を設定してください。

DHCP サーバを使用して IP アドレス等が割当てられた場合、IP
アドレスなどが自動的に変更される可能性があります。IP アド
レス等が変更されると、IP アドレスでネットワーク上のプリン
タを指定してプリントする設定にしている場合、通信ができな
いためプリントができなくなる可能性があります。「DHCP 設
定」の項目を「使用する」に設定した場合は、DHCP サーバ側
の設定で、本機に割当てる IP アドレスを固定にすることを推奨
します。

7 設定を有効にするため、本機の電源の再投入（オフ／オン）を行い
ます。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
電源をオフ／オンする場合は、サブ電源スイッチをオフにして
からメイン電源スイッチをオフにします。また、電源をオフに
して、10 秒以上経過してからオンにしてください。間隔をあけ
ないと、正常に機能しないことがあります。

電源を ON にすると IP アドレスの設定が有効になります。
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3.3 PageScope Web Connection へのアクセス方法へのアクセス方法へのアクセス方法へのアクセス方法

本機の IP アドレスを設定すると、PageScope Web Connection へアク
セスできるようになります。

PageScope Web Connection へは、Web ブラウザで直接アクセスしま
す。

1 Web ブラウザを起動します。

2 URL フィールドに、以下のように本機の IP アドレスを入力して、
［Enter］キーを押します。

❍ http:// ＜本機の IP アドレス＞ /
例：本機の IP アドレスが 192.168.1.20 の場合
http://192.168.1.20/

PageScope Web Connection の画面が表示されます。

✎
ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）
ユーザ認証機能が有効の場合は、ユーザ名とパスワードを入力
する必要があります。

PageScope Web Connection については、「PageScope Web Connection 
の使い方」（p. 10-38）をごらんください。
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3.4 SMB 印刷印刷印刷印刷による利用による利用による利用による利用

SMB 印刷（Windows 印刷）を利用して Windows 98SE/Me のコン
ピュータから Microsoft ネットワーク上でのダイレクト印刷を可能にし
ます。

本機の設定本機の設定本機の設定本機の設定

本機に IP アドレスを設定します。設定方法については、「本機の IP ア
ドレスの設定」（p. 3-5）をごらんください。

また、PageScope Web Connection で以下のように Windows 印刷の設
定を行います。

1 PageScope Web Connection を起動します。
ログイン画面が表示されていない場合は、［ログアウト］をクリック
してログアウトします。

2 ログイン画面で「管理者」を選択し、［ログイン］をクリックしま
す。

3 管理者パスワードを入力し、管理者モードにログインします。

4 「ネットワーク」タブから「SMB 設定」－「プリント設定」メ
ニューを選択します。
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5 以下の項目を設定します。

6 設定を有効にするため、本機の電源の再投入（オフ／オン）を行い
ます。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
電源をオフ／オンする場合は、サブ電源スイッチをオフにして
からメイン電源スイッチをオフにします。また、電源をオフに
して、10 秒以上経過してからオンにしてください。間隔をあけ
ないと、正常に機能しないことがあります。

プリント設定： SMB 印刷サービスを使用するかどうかを設
定します。ここでは「使用する」を選択し
ます。

NetBIOS 名： NetBIOS 名を設定します（半角 15 文字以
内。記号は - のみ使用可能。）。

プリントサービス
名：

プリントサービス名を設定します（/ \ を除
く半角 12 文字以内）。

ワークグループ： ワークグループ名を設定します（“ \ ; : , * < 
> | + = ? を除く半角 15 文字以内）。
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プリンタドライバ側の設定プリンタドライバ側の設定プリンタドライバ側の設定プリンタドライバ側の設定

Windows 98SE/Me の場合の場合の場合の場合

1 ［スタート］をクリックし、「設定」－「プリンタ」をクリックしま
す。

2 インストールしたプリンタのアイコンを右クリックして「プロパ
ティ」をクリックします。

3 「詳細」タブの［ポートの追加］をクリックします。

4 「ネットワーク」を選択し、［参照］をクリックします。ネットワー
ク構成を表示し、目的のプリンタアイコンを選択します。

Windows 2000/XP/Server 2003 の場合の場合の場合の場合

1 Windows 2000 の場合は、［スタート］をクリックし、「設定」－「プ
リンタ」をクリックします。
Windows XP/Server 2003 の場合は、［スタート］をクリックして、
「プリンタと FAX」をクリックします。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）

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

2 インストールしたプリンタのアイコンを右クリックして「プロパ
ティ」をクリックします。

3 「ポート」タブの［ポートの追加］をクリックし、「Local Port」をダ
ブルクリック、または「Local Port」を選択後［新しいポート］をク
リックして、\\NetBIOS 名 \プリントサービス名を入力します。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
NetBIOS 名とプリントサービス名は、PageScope Web 
Connection で入力したものと同じ名前を入力してください。設
定内容については、「本機の設定」（p. 3-9）をごらんください。

4 ［閉じる］をクリックして終了します。
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3.5 LPR 印刷印刷印刷印刷による利用による利用による利用による利用

LPR 印刷サービスは、Windows 2000/XP/NT 4.0/Server 2003 では標準
でサポートされています。ネットワークプロトコルは、TCP/IP を使用
します。

本機の設定本機の設定本機の設定本機の設定

本機に IP アドレスを設定します。設定方法については、「本機の IP ア
ドレスの設定」（p. 3-5）をごらんください。

プリンタドライバ側の設定プリンタドライバ側の設定プリンタドライバ側の設定プリンタドライバ側の設定

Windows 2000/XP/Server 2003 の場合の場合の場合の場合

1 Windows 2000 の場合は、［スタート］をクリックし、「設定」－「プ
リンタ」をクリックします。
Windows XP/Server 2003 の場合は、［スタート］をクリックして、
「プリンタと FAX」をクリックします。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）

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

2 インストールしたプリンタのアイコンを右クリックして「プロパ
ティ」をクリックします。

3 「ポート」タブの［ポートの追加］をクリックします。

4 「利用可能なポートの種類」リスト内で「Standard TCP/IP Port」を
選択し、［新しいポート］をクリックします。

5 標準 TCP/IP プリンタポートの追加ウィザードが起動したら、［次へ］
をクリックします。

6 「プリンタ名または IPアドレス」ボックスに本機の IPアドレスを入力
し、［次へ］をクリックします。

7 「カスタム」をチェックし、［設定］をクリックします。

8 「LPR」をチェックし、「キュー名」ボックスに「Print」と入力し、
［OK］をクリックします。
大文字、小文字も正確に入力する必要があります。
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9 ［次へ］、［完了］をクリックして終了します。

Windows NT 4.0 の場合の場合の場合の場合

1 ［スタート］をクリックし、「設定」－「プリンタ」をクリックしま
す。

2 インストールしたプリンタのアイコンを右クリックして「プロパ
ティ」をクリックします。

3 「ポート」タブの［ポートの追加］をクリックします。

4 「利用可能なプリンタポート」リスト内で「LPR Port」を選択し、
［新しいポート］をクリックします。

✎
ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）

「LPR Port」がリストにない場合は、［スタート］をクリックし、
「コントロールパネル」－「ネットワーク」を選択します。
「サービス」タブの［追加］をクリックして Microsoft TCP/IP 印
刷サービスをインストールしてください。

5 「LPR 互換プリンタの追加」ダイアログで、「lpd を提供しているサー
バの名前またはアドレス」ボックスに、本機の IP アドレスを入力し
ます。

6 「サーバのプリンタ名またはプリンタキュー名」ボックスに「Print」
と入力します。
大文字、小文字も正確に入力する必要があります。

7 ［OK］をクリックして終了します。
C450 3-13



ネットワーク印刷の設定 3
3.6 Port9100 印刷（印刷（印刷（印刷（Windows 98SE/Me/2000/XP/Server 
2003））））
Port9100 印刷サービスは、Windows 2000/XP/ Server 2003 では標準で
サポートされています。ネットワークプロトコルは、TCP/IP を使用し
ます。Windows 98SE/Me で Port9100 印刷を利用する場合、Peer to 
Peer Printing Tool のインストールが必要となる場合があります。

どのような場合に Peer to Peer Printing Tool のインストールが必要とな
るかについては、「Windows OS からのネットワーク印刷方法」（p. 3-3）
をごらんください。

本機の設定本機の設定本機の設定本機の設定

本機に IP アドレスを設定します。設定方法については、「本機の IP ア
ドレスの設定」（p. 3-5）をごらんください。

プリンタドライバ側の設定（プリンタドライバ側の設定（プリンタドライバ側の設定（プリンタドライバ側の設定（Windows 2000/XP/Server 2003））））

Port9100 印刷を利用する場合は、プリンタドライバのポートを
Port9100 ポートに変更します。

1 Windows 2000 の場合は、［スタート］をクリックし、「設定」－
「プリンタ」をクリックします。
Windows XP/Server 2003 の場合は、［スタート］をクリックして、
「プリンタと FAX」をクリックします。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）

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

2 インストールしたプリンタのアイコンを右クリックして「プロパ
ティ」をクリックします。

3 「ポート」タブの［ポートの追加］をクリックします。

4 「利用可能なポートの種類」リスト内で「Standard TCP/IP Port」を
選択し、［新しいポート］をクリックします。

5 標準 TCP/IP プリンタポートの追加ウィザードが起動したら、［次へ］
をクリックします。

6 「プリンタ名または IP アドレス」ボックスに本機の IP アドレスを入
力し、［次へ］をクリックします。
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7 「カスタム」をチェックし、［設定］をクリックします。

8 「RAW」をチェックし、「ポート番号」ボックスに RAW ポート番号
（初期設定では「9100」）を入力します。

9 ［次へ］、［完了］をクリックして終了します。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
TCP/IP 設定で、RAW ポートを使用しない状態になっているときは
プリントできません。

Peer to Peer Printing Tool をインストールしてをインストールしてをインストールしてをインストールして Port9100 接続をする場接続をする場接続をする場接続をする場
合（合（合（合（Windows 98SE/Me））））

Windows 98SE/Me で Peer to Peer Printing Tool をインストールして
Port9100 接続をする場合、Peer to Peer Printing Tool の入手について
は、製品を購入した販売店にお問い合わせください。

Port9100 によるネットワーク接続を行うには、Peer to Peer Printing 
Tool をインストール後、プリンタドライバ側で次の設定を行ってくだ
さい。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
Peer to Peer Printing Tool をアンインストールする場合は、Peer to 
Peer ポートを使用しているプリンタドライバを削除してから、「コ
ントロールパネル」の「アプリケーションの追加と削除」で Peer to 
Peer Printing Tool を削除してください。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
複数のプリンタドライバが Peer to Peer Printing Tool を使用して
ネットワーク接続されている場合、Peer to Peer Printing Tool をアン
インストールすると、Peer to Peer Printing Tool によりネットワーク
接続されているすべてのプリンタドライバがネットワーク接続でき
なくなります。
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Peer to Peer Printing Tool をインストールしてをインストールしてをインストールしてをインストールして Port9100 接続をする場接続をする場接続をする場接続をする場
合のプリンタドライバ側の設定（合のプリンタドライバ側の設定（合のプリンタドライバ側の設定（合のプリンタドライバ側の設定（Windows 98SE/Me））））

Windows 98SE/Me で Peer to Peer Printing Tool をインストールして、
Port9100 接続をする場合、Peer to Peer Printing Tool をインストール
後、プリンタドライバのポートを Peer to Peer ポートに変更する必要が
あります。

1 ［スタート］をクリックし、「設定」－「プリンタ」をクリックしま
す。

2 インストールしたプリンタのアイコンを右クリックして「プロパ
ティ」をクリックします。

3 「詳細」タブの［ポートの追加］をクリックします。

4 「その他」をクリックし、リスト内で「KONICA MINOLTA Peer to 
Peer Port」を選択し、［OK］をクリックします。
Peer to Peer セットアップ画面が表示されます。ネットワーク上に
接続されているプリンタは自動的に検出されます。

5 デバイスリストからプリンタを選択し、ポート番号を入力して
［ポートの追加］をクリックします。

❍ 手順 8 に進みます。
❍ デバイスリストに目的のプリンタが表示されないときは、手順 6

に進みます。

6 ［手動セットアップ］をクリックします。

7 接続しているネットワークに合わせてTCP/IPまたは IPXの項目を入
力し、［ポートの追加］をクリックします。

❍ 手順 8 に進みます。

8 確認画面で［OK］をクリックします。

❍ ポートが追加されます。

9 成功画面で［OK］をクリックして終了します。
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3.7 IPP 印刷（印刷（印刷（印刷（Windows 2000/XP/Server 2003））））
IPP（Internet Printing Protocol）印刷サービスは、Windows 2000/XP/
Server 2003 では標準でサポートされています。ネットワークプロトコ
ルは、TCP/IP を使用します。

本機の設定本機の設定本機の設定本機の設定

本機に IP アドレスを設定します。設定方法については、「本機の IP ア
ドレスの設定」（p. 3-5）をごらんください。

また、PageScope Web Connection で IPP 印刷の設定を行います（デ
フォルトの設定のままでも印刷可能です）。

1 PageScope Web Connection を起動します。
ログイン画面が表示されていない場合は、［ログアウト］をクリック
してログアウトします。

2 ログイン画面で「管理者」を選択し、［ログイン］をクリックしま
す。

3 管理者パスワードを入力し、管理者モードにログインします。
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4 「ネットワーク」タブから「IPP 設定」メニューを選択します。

5 以下の項目を設定します。

IPP： IPP 印刷を行うかどうかを設定します。こ
こでは「使用する」を選択します。

プリンタ名： プリンタ名を設定します（半角英数字 127
文字以内）。

プリンタ設置場所： プリンタ設置場所を設定します（半角英数
字 127 文字以内）。

プリンタ情報： プリンタ製造情報を設定します（半角英数
字 127 文字以内）。

Printer URI： IPP を利用して印刷できるプリンタの URI
が表示されます。

オペレーション
サポート情報：

IPP でサポートする印刷操作を指定します。
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プリンタドライバのインストールプリンタドライバのインストールプリンタドライバのインストールプリンタドライバのインストール

IPP 印刷の場合は、プリンタドライバをインストールしなおします。

1 Windowsプリンタドライバ用のCDをコンピュータのCD-ROMドラ
イブに入れます。

❍ PCL コニカミノルタ製ドライバ：User Software CD-ROM
❍ PostScript コニカミノルタ製ドライバ：PostScript Printer Driver 

CD-ROM

2 Windows 2000 の場合は、［スタート］をクリックし、「設定」－「プ
リンタ」をクリックします。
Windows XP/Server 2003 の場合は、［スタート］をクリックして、
「プリンタと FAX」をクリックします。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）

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

3 Windows 2000/Server 2003 の場合は、「プリンタの追加」をダブル
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。

「プリンタの追加ウィザード」が起動します。

4 ［次へ］をクリックします。

5 「ローカルまたはネットワークプリンタ」画面で、「ネットワークプ
リンタ」を選択し、［次へ］をクリックします。

6 「プリンタの検索」画面で、「インターネットまたはイントラネット
上のプリンタに接続します」を選択します。

IPP ジョブ許可： IPP 受信機能を使用するかどうかを設定し
ます。

IPP 認証設定： IPP 接続での認証方式とユーザ名、パス
ワードを設定します。
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7 「URL」フィールドに、以下の形式で、本機の URL を入力し、［次へ］

をクリックします。

❍ http:// ＜本機の IP アドレス＞ /ipp
例：本機の IP アドレスが 192.168.1.20 の場合
http://192.168.1.20/ipp

8 確認のダイアログが表示されたら、［OK］をクリックします。

9 ［ディスク使用］をクリックします。

10［参照］をクリックし、CD-ROM 内のプリンタドライバのあるフォ
ルダを指定し、［OK］をクリックします。

❍ PCL コニカミノルタ製ドライバ：User Software CD-ROM
「Driver\bizhubC450」フォルダ

❍ PostScript コニカミノルタ製ドライバ：PostScript Printer Driver 
CD-ROM「Driver\bizhubC450」フォルダ

11「プリンタ」リストにプリンタ名が表示されることを確認して、［次
へ］をクリックします。

12 Windows で通常使うプリンタに設定するかどうかを選択し、［次へ］
をクリックします。

13［完了］をクリックして、プリンタの追加ウィザードを終了します。

設定が完了したプリンタは、通常のローカルプリンタと同様に使用でき
ます。また、Windows 上でプリンタを共有設定することにより、ネッ
トワーク内の他の Windows コンピュータからネットワークプリンタと
して使用できます。
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3.8 NetWare による利用による利用による利用による利用

プリンタコントローラは、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環境でのネットワーク印刷方法環境でのネットワーク印刷方法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バインダリエミュレーション動作モードでのバインダリエミュレーション動作モードでの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リモートプリリモートプリリモートプリ
ンタモードの場合ンタモードの場合ンタモードの場合ンタモードの場合

✎
ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）
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。

✎
ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）
キューを使用するユーザー権限、プリンタ通知オプション、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 バージョンバージョンバージョンバージョン 使用するプロトコル使用するプロトコル使用するプロトコル使用するプロトコル エミュレーションエミュレーションエミュレーションエミュレーション サービスモードサービスモードサービスモードサービスモード

NetWare 4.x IPX NDS ／バインダリ 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 設定」メニューを選択し、各項目を設定します。

IPX 設定： 使用する

イーサネットフレー
ムタイプ：

自動検出（ネットワーク環境によって、フ
レームタイプを選択してください）

NetWare プリント
モード：

Nprinter/Rprinter

プリンタ名： プリンタ名を設定します。

プリンタ番号： プリンタ番号（0 ～ 255）を設定します。
255 を設定すると“自動”になります。
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8 本機の電源の再投入（オフ／オン）を行います。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
電源をオフ／オンする場合は、サブ電源スイッチをオフにして
からメイン電源スイッチをオフにします。また、電源をオフに
して、10 秒以上経過してからオンにしてください。間隔をあけ
ないと、正常に機能しないことがあります。

9 NetWare Server のコンソールで、プリントサーバ画面を表示し、接
続しているプリンタ 0 に、作成したプリンタが「ジョブの待機中」
になっていることを確認してください。

NetWare 4.x バインダリエミュレーション動作モードでのバインダリエミュレーション動作モードでのバインダリエミュレーション動作モードでの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プリントサープリントサープリントサー
バモードの場合バモードの場合バモードの場合バモードの場合

✎
ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）
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。
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6 PageScope Web Connection の管理者モードで「ネットワーク」タ

ブから「NetWare 設定」メニューを選択し、各項目を設定します。

IPX 設定： 使用する

イーサネットフレー
ムタイプ：

自動検出（ネットワーク環境によって、フ
レームタイプを選択してください）

NetWare プリント
モード：

Pserver

プリントサーバ名： 手順 4 で作成したプリントサーバ名

プリントサーバパス
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。（「●●●●」で表示さ
れます）

ポーリング間隔： 1（必要に応じて変更してください）

Bindery/NDS： NDS/Bindery 設定

ファイルサーバ名： Pserver を接続するファイルサーバ名
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7 本機の電源の再投入（オフ／オン）を行います。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
電源をオフ／オンする場合は、サブ電源スイッチをオフにして
からメイン電源スイッチをオフにします。また、電源をオフに
して、10 秒以上経過してからオンにしてください。間隔をあけ
ないと、正常に機能しないことがあります。

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。

NetWare 4.x リモートプリンタモード（リモートプリンタモード（リモートプリンタモード（リモートプリンタモード（NDS）の場合）の場合）の場合）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、プリンタの「タイプ」名を「その他／不明」
に設定して、保存します。

✎
ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）
キューを使用するユーザー権限、プリンタ通知オプション、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。
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5 PageScope Web Connection の管理者モードで「ネットワーク」タ

ブから「NetWare 設定」メニューを選択し、各項目を設定します。

IPX 設定： 使用する

イーサネットフレー
ムタイプ：

自動検出（ネットワーク環境によって、フ
レームタイプを選択してください）

NetWare プリント
モード：

Nprinter/Rprinter

プリンタ名： プリンタ名を設定します。

プリンタ番号： プリンタ番号（0 ～ 255）を設定します。
255 を設定すると“自動”になります。
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6 本機の電源の再投入（オフ／オン）を行います。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
電源をオフ／オンする場合は、サブ電源スイッチをオフにして
からメイン電源スイッチをオフにします。また、電源をオフに
して、10 秒以上経過してからオンにしてください。間隔をあけ
ないと、正常に機能しないことがあります。

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、プリントサーバ画面を表示し、接
続しているプリンタ 0 に、「C450」（作成したプリンタ）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。

NetWare 4.x/5.x/6 プリントサーバモード（プリントサーバモード（プリントサーバモード（プリントサーバモード（NDS）の場合）の場合）の場合）の場合

✎
ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）
プリントサーバモードを使用する場合は、NetWare サーバに 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。

✎
ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）
キューを使用するユーザー権限、プリンタ通知オプション、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。
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5 PageScope Web Connection の管理者モードで「ネットワーク」タ

ブから「NetWare 設定」メニューを選択し、各項目を設定します。

IPX 設定： 使用する

イーサネットフレー
ムタイプ：

自動検出（ネットワーク環境によって、フ
レームタイプを選択してください）

NetWare プリント
モード：

Pserver

プリントサーバ名： 手順 4 で作成したプリントサーバ名

プリントサーバパス
ワード：

NetWare サーバ側で設定している場合のみ
設定してください。（「●●●●」で表示さ
れます）

ポーリング間隔： 1（必要に応じて変更してください）

Bindery/NDS： NDS

NDS コンテキスト
名：

Pserver を接続するコンテキスト名

NDS ツリー名： Pserver がログインするツリー名
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6 本機の電源の再投入（オフ／オン）を行います。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
電源をオフ／オンする場合は、サブ電源スイッチをオフにして
からメイン電源スイッチをオフにします。また、電源をオフに
して、10 秒以上経過してからオンにしてください。間隔をあけ
ないと、正常に機能しないことがあります。

7 NetWare サーバのコンソールで、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。

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

✎
ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）
NDPS に関する設定を行う前に、NDPS ブローカと NDPS マネー
ジャが作成、ロードされていることを確認してください。

NetWare サーバで 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。
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8 「Novell NDPS の設定」ウインドウで、プリンタ「（なし）」、ポート

ハンドラ「Novell ポートハンドラ」を選択し、登録します。

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

10 本機に設定した IP アドレスをホストアドレスに、プリンタ名に
「Print」と入力して「完了」を押して登録します。

11 プリンタドライバ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。

✎
ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）
プリンタを使用するユーザー権限、プリンタ通知オプション、
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。

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

1 Windows 98SE/Me/2000/NT 4.0 の場合は、［スタート］をクリック
し、「設定」－「プリンタ」をクリックします。
Windows XP/Server 2003 の場合は、［スタート］をクリックして、
「プリンタと FAX」をクリックします。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）

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

2 Windows 98SE/Me/2000/NT 4.0/Server 2003 の場合は、「プリンタの
追加」をダブルクリックします。
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。

「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 プリンタ名）を指定します。
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4 プリンタのモデル一覧で、CD-ROM 内のプリンタドライバのある

フォルダを使用する OS やプリンタドライバに応じて指定します。

5 画面の指示にしたがってインストールを完了します。

OS プリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバ フォルダフォルダフォルダフォルダ

Windows 98SE/Me PCL コニカミノルタ製 User Software CD-ROM
「Driver\bizhubC450」フォルダ

PostScript PPD PostScript Printer Driver CD-ROM
「Driver\PS-PPD」フォルダ

Windows NT 4.0/
2000/XP/Server 
2003

PCL コニカミノルタ製 User Software CD-ROM
「Driver\bizhubC450」フォルダ

PostScript コニカミノル
タ製

PostScript Printer Driver CD-ROM
「Driver\bizhubC450」フォルダ
C450 3-31



ネットワーク印刷の設定 3
3.9 Macintosh による利用による利用による利用による利用

ここでは、本機の設定と Macintosh のネットワーク設定について説明し
ています。

プリンタのネットワークポートの設定は、プリンタドライバインストー
ル後、プリンタの選択時に行います。プリンタの選択については、「プ
リンタの選択」（p. 2-20）をごらんください。

本機の設定本機の設定本機の設定本機の設定

本機に IP アドレスを設定します。設定方法については、「本機の IP ア
ドレスの設定」（p. 3-5）をごらんください。

また、PageScope Web Connection で AppleTalk または Bonjour の設定
を行います。

AppleTalk の設定の設定の設定の設定

本機を Macintosh と AppleTalk 接続するときは、AppleTalk の設定が必
要です。

1 PageScope Web Connection を起動します。
ログイン画面が表示されていない場合は、［ログアウト］をクリック
してログアウトします。

2 ログイン画面で「管理者」を選択し、［ログイン］をクリックしま
す。

3 管理者パスワードを入力し、管理者モードにログインします。
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4 「ネットワーク」タブから「AppleTalk 設定」メニューを選択します。

5 以下の項目を設定します。

6 設定を有効にするため、本機の電源の再投入（オフ／オン）を行い
ます。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
電源をオフ／オンする場合は、サブ電源スイッチをオフにして
からメイン電源スイッチをオフにします。また、電源をオフに
して、10 秒以上経過してからオンにしてください。間隔をあけ
ないと、正常に機能しないことがあります。

AppleTalk 設定 ： AppleTalk を使用するかどうかを設定しま
す。ここでは「使用する」を選択します。

プリンタ名： プリンタ名を設定します（半角英数字 31 文
字以内）。

ゾーン名： 接続する「ゾーン名」を設定します（半角
英数字 31 文字以内）。
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Bonjour の設定の設定の設定の設定

本機を Macintosh と Bonjour/Rendezvous 接続するときは、Bonjour の
設定が必要です。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
Bonjour 接続は OS X 10.4 の機能で、10.3 以前の Rendezvous 接続
と同等の機能です。

1 PageScope Web Connection を起動します。
ログイン画面が表示されていない場合は、［ログアウト］をクリック
してログアウトします。

2 ログイン画面で「管理者」を選択し、［ログイン］をクリックしま
す。

3 管理者パスワードを入力し、管理者モードにログインします。

4 「ネットワーク」タブから「Bonjour 設定」メニューを選択します。

5 以下の項目を設定します。

❍ Bonjour設定 ： Bonjour/Rendezvous接続を使用するかどうかを設
定します。ここでは「使用する」を選択します。

❍ Bonjour名： 接続機器名として表示させるBonjour名を設定します
（半角英数字記号 63 文字以内）。
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6 設定を有効にするため、本機の電源の再投入（オフ／オン）を行い

ます。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
電源をオンする場合は、サブ電源スイッチをオフにしてからメイン
電源スイッチをオフにします。また、電源をオフにして、10 秒以上
経過してからオンにしてください。間隔をあけないと、正常に機能
しないことがあります。

Macintosh の設定の設定の設定の設定

接続している Macintosh で、TCP/IP と AppleTalk を設定します。

✎
ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）
ネットワーク設定の詳細は、ネットワーク管理者に確認してくださ
い。

プリンタドライバのインストール方法は、「プリンタドライバのイン
ストール」（p. 2-1）をごらんください。

Bonjour（OS X 10.4 の機能）は常に有効であるため、設定を変更す
る必要はありません。
Bonjour/Rendezvous は、OS X の機能です。Mac OS 9.2 は、
AppleTalk で接続してください。

Mac OS X の場合の場合の場合の場合

1 「アップル」メニューの「システム環境設定」を選択します。

2 「ネットワーク」アイコンをクリックします。

3 「表示」で「内蔵 Ethernet」を選択します。

4 「TCP/IP」タブをクリックします。

5 Macintosh を接続するネットワークの設定に応じて、該当する「設
定」項目を選択し、IP アドレスやサブネットマスクなどを設定しま
す。

6 AppleTalk 接続を利用する場合は、「AppleTalk」タブをクリックし、
「AppleTalk 使用」チェックボックスが ON になっているか確認しま
す。
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7 画面左上のクローズボタンをクリックします。

「設定の変更を適用しますか？」というメッセージが表示されます。

8 ［適用］をクリックします。

変更した設定が保存されます。

Mac OS 9.2 の場合の場合の場合の場合

1 「アップル」メニューの「コントロールパネル」－「AppleTalk」を
選択します。

2 「経由先」で「Ethernet」を選択します。

3 「アップル」メニューの「コントロールパネル」－「TCP/IP」を選
択します。

4 「経由先」で「Ethernet」を選択します。

5 Macintosh を接続するネットワークの設定に応じて、該当する「設
定方法」の項目を選択し、IP アドレスやサブネットマスクなどを設
定します。

6 画面左上のクローズボタンをクリックします。

「変更内容を現在の設定に保存しますか？」というメッセージが表示
されます。

7 ［保存］をクリックします。
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4 色々な印刷方法色々な印刷方法色々な印刷方法色々な印刷方法

4.1 印刷操作印刷操作印刷操作印刷操作

Windows の場合の場合の場合の場合

アプリケーションソフトウェアからプリントする。

通常、プリントはアプリケーションソフトウェアから指定します。

1 アプリケーションソフトウェアでデータを開き、［ファイル］をク
リックしてメニューから「印刷」（または「プリント」）をクリック
します。

2 「プリンタ名」（または「プリンタの選択」）でプリントしたいプリン
タ名が選択されているか確認します。

目的のプリンタが選択されていないときは、クリックして選択しま
す。

✎
ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）

「印刷」画面は、アプリケーションソフトウェアによって異なり
ます。

3 プリントするページ範囲や部数を設定します。
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4 必要に応じて［プロパティ］（または［詳細設定］）をクリックし、

プリンタドライバの設定を変更します。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）

「印刷」画面で［プロパティ］や［詳細設定］をクリックする
と、プリンタドライバの設定画面が表示され、各種機能を設定
できます。詳しくは、「PCL ドライバの設定」（p. 5-1）または
「PostScript ドライバの設定（Windows）」（p. 6-1）、「PPD ドラ
イバの設定（Windows）」（p. 7-1）をごらんください。

「印刷」画面から変更したプリンタドライバの設定は保存され
ず、アプリケーションソフトウェアを終了すると元にもどりま
す。

5 ［印刷］をクリックします。

コピー機のデータランプが点滅します。

テスト印刷テスト印刷テスト印刷テスト印刷

プリンタドライバのインストールやネットワーク設定が完了すると、プ
リントできるようになります。正しく接続されているかどうか確認する
ときは、Windows 標準のテストページが利用できます。

テストページは、プリンタドライバのプロパティから行います。

1 Windows 98SE/Me/2000/NT 4.0 の場合は、［スタート］をクリック
し、「設定」－「プリンタ」をクリックします。
Windows XP/Server 2003 の場合は、［スタート］をクリックし、「プ
リンタと FAX」をクリックします。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）

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

2 インストールしたプリンタのアイコンを右クリックして「プロパ
ティ」をクリックします。

3 「全般」タブを選択し、［テストページの印刷］（または［印字テス
ト］）をクリックします。

テストページがプリントされ、確認画面が表示されます。
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4 確認したら、［OK］（または［はい］）をクリックします。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
正しくプリントされない場合は、正しいプリンタドライバがイ
ンストールされていること、ネットワーク設定が完了している
ことを確認してください。
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Macintosh の場合の場合の場合の場合

プリンタドライバのインストールやネットワーク設定が完了すると、プ
リントできるようになります。通常、プリントはアプリケーションソフ
トウェアから指定します。

Mac OS X の場合の場合の場合の場合

1 アプリケーションでデータを開き、［ファイル］をクリックしてメ
ニューから「プリント」（または「印刷」）をクリックします。

2 「プリンタ名」でプリントしたいプリンタ名が選択されているか確認
します。

3 部数と印刷範囲を設定して、［プリント］をクリックします。

コピー機のデータランプが点滅します。

✎
ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）
プリンタが表示されないときは、［プリントセンター］（または

［プリンタ設定ユーティリティ］）でプリンタを選択します。詳
しくは、「プリンタの選択」（p. 2-20）をごらんください。

「プリント」画面はアプリケーションによって異なります。
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Mac OS 9.2 の場合の場合の場合の場合

1 アプリケーションでデータを開き、［ファイル］をクリックしてメ
ニューから「プリント」（または「印刷」）をクリックします。

2 「プリンタ名」でプリントしたいプリンタ名が選択されているか確認
します。

3 「一般設定」を選択します。

✎
ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）
プリンタが表示されないときは、「セレクタ」でプリンタを選択
します。詳しくは、「プリンタの選択」（p. 2-20）をごらんくだ
さい。

「プリント」画面はアプリケーションによって異なります。

［設定を保存］をクリックすると、設定内容が保存されます。

4 部数と印刷範囲を設定して、［プリント］をクリックします。

コピー機のデータランプが点滅します。
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4.2 プリンタ機能を設定するにはプリンタ機能を設定するにはプリンタ機能を設定するにはプリンタ機能を設定するには

コンピュータからプリントするときでも、ソートや製本など、本機の機
能を指定できます。本機の機能の設定方法は、接続しているコンピュー
タの OS によって異なります。

機能一覧機能一覧機能一覧機能一覧

印刷に関する主な設定項目とプリンタドライバの対応をまとめていま
す。

✎
ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）
機能の名称は、Windows XP の PCL プリンタドライバで表示される
ものを基本に記載しています。また、記載されている項目や設定値
はオプションの有無や設定によって表示が異なる場合があります。

機能機能機能機能 概要概要概要概要

プリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバ

PCL Post
Script PPD

原稿の向き 原稿の用紙方向を選択します。 ○ ○ ○

原稿サイズ 原稿の用紙サイズを設定します。 ○ ○

出力サイズ プリントする用紙のサイズを設定しま
す。

○ ○ ○

ズーム 拡大・縮小してプリントします。 ○ ○ ○

給紙トレイ プリントする給紙トレイを選択します。 ○ ○ ○

用紙種類設定 給紙トレイの用紙種類を設定します。 ○ ○ ○

とじ位置 とじ位置を選択します。 ○ ○ ○

印刷種類 印刷種類（片面、両面、小冊子）を選択
します。

○ ○ ○

ページ割付 複数ページを 1 枚の用紙に割付けてプリ
ントします。

○ ○ ○

とじしろ パンチ穴をあけたり、ステープル止めす
るための余白をつけます。

○

ステープル ステープル止めをします。 ○ ○ ○

パンチ穴 パンチ穴を開けます。 ○ ○ ○

中とじ / 折り 中とじに仕上げます。 ○ ○ ○

出力方法
（ジョブ管理）

通常のプリントのほか、機密プリントや
ボックス保存など特殊な出力形態を選択
します。

○ ○ △
（Mac 
OS X
のみ）

部数 プリントする部数を指定します。 ○ ○ ○

排紙トレイ 用紙を排出するトレイを選択します。 ○ ○ ○
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ソート 複数ページのデータを 1 部ずつまとめて
プリントします。

○ ○ ○

仕分け 複数部数をプリントするときに、1 部ず
つ位置をずらして排出します。

○ ○ ○

白紙抑制 データに白ページがある場合、プリント
しません。

○

オモテ表紙 表紙を付けてプリントします。 ○ ○ ○

ウラ表紙 ウラ表紙を付けてプリントします。 ○ ○ ○

OHP 合紙 OHP フィルムに合紙を付けてプリント
します。

○ ○ ○

ページ単位設定 ページ単位で用紙やトレイを切換えま
す。

○

章分け オモテ面にプリントするページを指定し
ます。

○

フォーム 別途作成したフォームデータと原稿を重
ねてプリントします。

○

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

○ ○

ナンバリング 部数番号を付けてプリントします。 ○

カラー選択 カラープリントと白黒プリントを選択し
ます。

○ △
（2 色
カ
ラー
の選
択な
し）

△
（2 色
カ
ラー
の選
択な
し）

光沢モード 光沢効果を加えてプリントします。 ○ ○ ○

原稿種類 選択した原稿に適した画質でプリントし
ます。

○ ○ ○

画質調整 画質を調整します。 ○ ○ ○

パターン グラフィックパターンの細かさを設定し
ます。

○

プリンタフォント
を使用する

TrueType フォントをプリンタフォント
に置換える設定を行います。

○ ○ ○

FAX 送信 FAX として送信します。 ○

ユーザ認証 登録したユーザ名とパスワードを入力し
てからプリントを行います。

○ ○ △
（Mac 
OS X
のみ）

部門管理 部門管理を行います。 ○ ○ △
（Mac 
OS X
のみ）

機能機能機能機能 概要概要概要概要

プリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバ

PCL Post
Script PPD
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機能概要機能概要機能概要機能概要

各機能の概要をまとめています。

原稿の向き原稿の向き原稿の向き原稿の向き

用紙に対する印刷方向を「縦」または「横」に設定します。

OS プリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバ 参照先参照先参照先参照先

Windows PCL コニカミノルタ製 「セットアップタブの設定」（p. 5-5）

PostScript コニカミノル
タ製

「セットアップタブの設定」（p. 6-7）

PostScript PPD 「用紙タブの設定」（p. 7-4）

Macintosh OS X PostScript PPD 「ページ属性（基本設定）」（p. 9-5）

Macintosh OS 9.2 「ページ属性（基本設定）」（p. 8-6）

ABCD ABCDEF

縦
横
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原稿サイズ／出力サイズ原稿サイズ／出力サイズ原稿サイズ／出力サイズ原稿サイズ／出力サイズ

原稿の用紙サイズとプリントする用紙のサイズを設定します。それぞれ
の項目を設定することで、拡大・縮小を指定できます。

✎
ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）
Windows/Macintosh 用 PostScript PPD ドライバは、プリントする用
紙サイズのみ指定できます。

原稿サイズ 出力サイズ

OS プリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバ 参照先参照先参照先参照先

Windows PCL コニカミノルタ製 「セットアップタブの設定」（p. 5-5）

PostScript コニカミノル
タ製

「セットアップタブの設定」（p. 6-7）

PostScript PPD 「用紙タブの設定」（p. 7-4）

Macintosh OS X PostScript PPD 「ページ属性（基本設定）」（p. 9-5）

Macintosh OS 9.2 「ページ属性（基本設定）」（p. 8-6）
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ズーム（ズーム（ズーム（ズーム（拡大縮小）拡大縮小）拡大縮小）拡大縮小）

拡大・縮小倍率を数値で指定します。

OS プリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバ 参照先参照先参照先参照先

Windows PCL コニカミノルタ製 「セットアップタブの設定」（p. 5-5）

PostScript コニカミノル
タ製

「セットアップタブの設定」（p. 6-7）

PostScript PPD 「グラフィックスタブ」（p. 7-1）

Macintosh OS X PostScript PPD 「ページ属性（基本設定）」（p. 9-5）

Macintosh OS 9.2 「ページ属性（基本設定）」（p. 8-6）

ABCD

ABCD
ABCD

ABCD

ABC

原稿

縮小

拡大
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給紙トレイ（給紙トレイ（給紙トレイ（給紙トレイ（給紙方法）給紙方法）給紙方法）給紙方法）

給紙トレイでは、プリントする給紙トレイを選択します。用紙種類を変
更する場合など、給紙トレイを選択することで使い分けられます。

用紙種類用紙種類用紙種類用紙種類

プリントする用紙種類を指定します。

✎
ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）
Windows 用 PCL コニカミノルタ製ドライバは、給紙トレイに対し、
用紙種類を設定します。

OS プリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバ 参照先参照先参照先参照先

Windows PCL コニカミノルタ製 「セットアップタブの設定」（p. 5-5）

PostScript コニカミノル
タ製

「セットアップタブの設定」（p. 6-7）

PostScript PPD 「用紙タブの設定」（p. 7-4）

Macintosh OS X PostScript PPD 「給紙」（p. 9-10）

Macintosh OS 9.2 「一般設定（基本設定）」（p. 8-9）

トレイ

OS プリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバ 参照先参照先参照先参照先

Windows PCL コニカミノルタ製 「セットアップタブの設定」（p. 5-5）

PostScript コニカミノル
タ製

「セットアップタブの設定」（p. 6-7）

PostScript PPD 「用紙タブの設定」（p. 7-4）
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印刷種類（両面印刷／小冊子印刷）印刷種類（両面印刷／小冊子印刷）印刷種類（両面印刷／小冊子印刷）印刷種類（両面印刷／小冊子印刷）

文書を、用紙の両面、または小冊子形式（見開き、中とじ）にプリント
できます。複数ページの文書をとじる場合に便利です。

とじ位置を指定することで、とじる辺を指定できます。

両面印刷

小冊子印刷

プリントプリントデータ プリントプリントデータ

左とじ 上とじ

プリントプリントデータ

OS プリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバ 参照先参照先参照先参照先

Windows PCL コニカミノルタ製 「セットアップタブの設定」（p. 5-5）

PostScript コニカミノル
タ製

「レイアウトタブの設定」（p. 6-14）

PostScript PPD 「デバイスオプションの設定」（p. 7-5）

Macintosh OS X PostScript PPD 「出力設定」（p. 9-14）

Macintosh OS 9.2 「プリンタ固有機能（Finishing Option 1 ～
5）」（p. 8-11）
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ページ割付ページ割付ページ割付ページ割付

複数ページの文書を 1 枚の用紙にプリントします。プリントする用紙の
枚数を節約したい場合などに便利です。

1 2 1 2

3 4

1 2

4 5

3

6

1 2

4 5

3

6

7 8 9

1 2

5 6

3

7

9 10 11

4

8

12

13 14 15 16

2up

4up 6up

9up 16up

OS プリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバ 参照先参照先参照先参照先

Windows PCL コニカミノルタ製 「セットアップタブの設定」（p. 5-5）

PostScript コニカミノル
タ製

「レイアウトタブの設定」（p. 6-14）

PostScript PPD 「用紙タブの設定」（p. 7-4）

Macintosh OS X PostScript PPD 「レイアウト（ページ割付）」（p. 9-9）

Macintosh OS 9.2 「レイアウト（ページ割付）」（p. 8-10）
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ステープル／パンチステープル／パンチステープル／パンチステープル／パンチ

文書をステープルでとじたり、パンチ穴を開けます。

とじしろを指定すると、ステープルまたはパンチ穴用の余白を設定でき
ます。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
ステープル機能は、オプションのフィニッシャー FS-507 または
FS-603 が装着されている場合のみ使用可能となります。

パンチ機能は、オプションのフィニッシャー FS-507 または FS-603
が装着されている場合のみ使用可能となります。さらに、FS-603 の
場合は、パンチキットが装着されている必要があります。

ABCD ABCDEF ABCD ABCDEF

ステープル パンチ

OS プリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバ 参照先参照先参照先参照先

Windows PCL コニカミノルタ製 「セットアップタブの設定」（p. 5-5）

PostScript コニカミノル
タ製

「レイアウトタブの設定」（p. 6-14）

PostScript PPD 「デバイスオプションの設定」（p. 7-5）

Macintosh OS X PostScript PPD 「出力設定」（p. 9-14）

Macintosh OS 9.2 「プリンタ固有機能（Finishing Option 1 ～
5）」（p. 8-11）
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出力方法（ジョブ管理）出力方法（ジョブ管理）出力方法（ジョブ管理）出力方法（ジョブ管理）

プリント時にパスワードを必要とする「機密プリント」や、ドキュメン
トフォルダに保存する「ボックス保存」などが選択できます。

ソート（部単位）／仕分け（オフセット）ソート（部単位）／仕分け（オフセット）ソート（部単位）／仕分け（オフセット）ソート（部単位）／仕分け（オフセット）

1、2、3...、1、2、3...、と部数ごとに印刷することができます。

仕分けを指定すると、部数単位で排紙位置を手前と奥にずらして排出で
きます。（シフト可能なフィニッシャー付きの場合、フィニッシャーが
ない場合は、交互給紙されます。）

OS プリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバ 参照先参照先参照先参照先

Windows PCL コニカミノルタ製 「セットアップタブの設定」（p. 5-5）

PostScript コニカミノル
タ製

「セットアップタブの設定」（p. 6-7）

PostScript PPD 「デバイスオプションの設定」（p. 7-5）

Macintosh OS X PostScript PPD 「セキュリティ」（p. 9-11）

ABCD
ABCD

3

ABCD

2

ABCD

1

ABCD

3

ABCD

2

ABCD

1

ABCD ABCD

ソート 仕分け

OS プリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバ 参照先参照先参照先参照先

Windows PCL コニカミノルタ製 「セットアップタブの設定」（p. 5-5）

PostScript コニカミノル
タ製

「セットアップタブの設定」（p. 6-7）

PostScript PPD 「デバイスオプションの設定」（p. 7-5）

Macintosh OS X PostScript PPD 「一般設定（基本設定）」（p. 9-8）、「出力
設定」（p. 9-14）

Macintosh OS 9.2 「一般設定（基本設定）」（p. 8-9）、「プリ
ンタ固有機能（Finishing Option 1 ～ 5）」

（p. 8-11）
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白紙抑制（白紙節約）白紙抑制（白紙節約）白紙抑制（白紙節約）白紙抑制（白紙節約）

データに白ページがある場合、プリントしません。

オモテ表紙／ウラ表紙／オモテ表紙／ウラ表紙／オモテ表紙／ウラ表紙／オモテ表紙／ウラ表紙／ OHP 合紙合紙合紙合紙

表紙やウラ表紙を付けてプリントしたり、OHP フィルムに合紙を付け
てプリントします。

ページ単位設定ページ単位設定ページ単位設定ページ単位設定

ページ間に用紙を挿入したり、ページごとに片面／両面の印刷種類やプ
リントする用紙を設定できます。

OS プリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバ 参照先参照先参照先参照先

Windows PCL コニカミノルタ製 「セットアップタブの設定」（p. 5-5）

ABCDABCD
ABCD ABCD

オモテ表紙 ウラ表紙

OS プリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバ 参照先参照先参照先参照先

Windows PCL コニカミノルタ製 「ページ単位設定タブの設定」（p. 5-18）
「セットアップタブの設定」（p. 5-5）

PostScript コニカミノル
タ製

「ページ単位設定タブの設定」（p. 6-18）

PostScript PPD 「デバイスオプションの設定」（p. 7-5）

Macintosh OS X PostScript PPD 「セットアップ」（p. 9-18）

Macintosh OS 9.2 「プリンタ固有機能（Finishing Option 1 ～
5）」（p. 8-11）

OS プリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバ 参照先参照先参照先参照先

Windows PCL コニカミノルタ製 「ページ単位設定タブの設定」（p. 5-18）
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章分け章分け章分け章分け

両面印刷や小冊子印刷の際、オモテ面にプリントしたいページがある場
合に設定します。

指定したページが両面印刷や小冊子印刷でウラ面の順にあたる場合で
も、そのページを次の用紙のオモテ面に移動してプリントします。

フォームフォームフォームフォーム

別途作成したフォームデータを重ね合わせてプリントします。

OS プリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバ 参照先参照先参照先参照先

Windows PCL コニカミノルタ製 「ページ単位設定タブの設定」（p. 5-18）

フォーム

フォームデータ 使用データ

OS プリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバ 参照先参照先参照先参照先

Windows PCL コニカミノルタ製 「フォームタブの設定」（p. 5-21）
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ウォーターマークウォーターマークウォーターマークウォーターマーク

ウォーターマーク（文字スタンプ）を重ね合わせてプリントします。

画質調整画質調整画質調整画質調整

画質を調整します。

プリンタフォントを使用する（代用フォント）プリンタフォントを使用する（代用フォント）プリンタフォントを使用する（代用フォント）プリンタフォントを使用する（代用フォント）

TrueType フォントをプリンタフォントに置換える設定を行います。

ウォーターマーク

OS プリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバ 参照先参照先参照先参照先

Windows PCL コニカミノルタ製 「ウォーターマークタブの設定」（p. 5-25）

PostScript コニカミノル
タ製

「ウォーターマークタブの設定」（p. 6-19）

OS プリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバ 参照先参照先参照先参照先

Windows PCL コニカミノルタ製 「画像品質タブの設定」（p. 5-28）

PostScript コニカミノル
タ製

「画像品質タブの設定」（p. 6-21）

PostScript PPD 「デバイスオプションの設定」（p. 7-5）

Macintosh OS X PostScript PPD 「画像品質」（p. 9-16）

Macintosh OS 9.2 「プリンタ固有機能（Finishing Option 1 ～
5）」（p. 8-11）

OS プリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバ 参照先参照先参照先参照先

Windows PCL コニカミノルタ製 「フォントタブの設定」（p. 5-30）

PostScript コニカミノル
タ製

「画像品質タブの設定」（p. 6-21）

PostScript PPD 「フォントタブ」（p. 7-3）

Macintosh OS 9.2 PostScript PPD 「PostScript オプション」（p. 8-8）
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ユーザ認証ユーザ認証ユーザ認証ユーザ認証

本機でユーザ認証が設定されている場合に必要な、ユーザ名 とパス
ワードを入力／設定します。

部門管理部門管理部門管理部門管理

本機で部門管理を行っている場合に設定します。

OS プリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバ 参照先参照先参照先参照先

Windows PCL コニカミノルタ製 「セットアップタブの設定」（p. 5-5）

PostScript コニカミノル
タ製

「セットアップタブの設定」（p. 6-7）

Macintosh OS X PostScript PPD 「セキュリティ」（p. 9-11）

OS プリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバ 参照先参照先参照先参照先

Windows PCL コニカミノルタ製 「セットアップタブの設定」（p. 5-5）

PostScript コニカミノル
タ製

「セットアップタブの設定」（p. 6-7）

Macintosh OS X PostScript PPD 「セキュリティ」（p. 9-11）
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4.3 プリンタドライバの基準設定の登録プリンタドライバの基準設定の登録プリンタドライバの基準設定の登録プリンタドライバの基準設定の登録

プリント時に設定する本機機能の設定内容は、そのアプリケーションを
使用している間だけ適用されます。アプリケーションソフトウェアを終
了すると、設定内容は元にもどります。

設定内容を登録する場合は、プリンタドライバの基準設定（初期設定）
を変更するか、設定保存機能を利用します。

Windows の場合の場合の場合の場合

プリント時に利用できる本機の機能は、Windows の「プリンタ」
（Windows XP/Server 2003 の場合は「プリンタと FAX」）ウィンドウ
で、プリンタドライバの設定ダイアログを表示して設定します。

この方法で表示した設定ダイアログで行った設定は、全てのアプリケー
ションソフトウェアでプリンタを使用するときに適用されます。

1 Windows 98SE/Me/2000/NT 4.0 の場合は、［スタート］をクリック
し、「設定」－「プリンタ」をクリックします。
Windows XP/Server 2003 の場合は、［スタート］をクリックし、「プ
リンタと FAX」をクリックします。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）

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

2 Windows 98SE/Me の場合は、インストールしたプリンタのアイコ
ンを右クリックして「プロパティ」をクリックします。
Windows 2000/XP/Server 2003 の場合は、インストールしたプリン
タのアイコンを右クリックして「印刷設定」をクリックします。
Windows NT 4.0 の場合は、インストールしたプリンタのアイコンを
右クリックして「ドキュメントの既定値」をクリックします。

以下のようなプリンタドライバの設定ダイアログが表示されます。

各プリンタドライバで設定できる項目については以下のページをごらん
ください。

� PCL コニカミノルタ製ドライバ：「PCL ドライバの設定」（p. 5-1）

� PostScript コニカミノルタ製ドライバ：「PostScript ドライバの設定
（Windows）」（p. 6-1）

� PostScript 用 PPD ドライバ：「PPD ドライバの設定（Windows）」
（p. 7-1）
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PCL ドライバ

PostScript ドライバ
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PostScript 用 PPD ドライバ

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
このダイアログの各タブを使用して、プリンタドライバの設定を行
います。

プリントするファイルごとに設定する場合は、アプリケーションソ
フトウェアで「印刷」を指定したときに表示される「印刷」画面で

［プロパティ］（または［詳細設定］）をクリックしてください。「印
刷」画面から設定した内容は、一時的な設定となります。

設定内容を保存する機能については、以下のページをごらんくださ
い。
PCL コニカミノルタ製ドライバ：「ドライバ設定を保存する」
（p. 5-48）
PostScript コニカミノルタ製ドライバ：「ドライバ設定を保存する」

（p. 6-25）

Macintosh の場合の場合の場合の場合

プリント時に利用できる本機の機能は、「プリント」画面や「ページ設
定」画面で設定します。

設定内容は、そのアプリケーションを使用している間だけ適用されま
す。アプリケーションソフトウェアを終了すると、設定内容は元にもど
ります。
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設定内容を登録する場合は、プリンタドライバ画面で設定を保存しま
す。

OS X の場合の場合の場合の場合

「プリント」画面の設定は、「プリセット」機能で設定を保存します。

設定の保存については「ドライバの設定を保存する」（p. 9-20）をごら
んください。

「ページ設定」画面の設定は、「設定」から「デフォルトとして保存」を
選択することで保存します。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
プリンタドライバで設定できる項目については「PPD ドライバの設
定（OS X）」（p. 9-1）をごらんください。
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OS 9.x の場合の場合の場合の場合

「プリント」画面の設定は、［設定の保存］をクリックして保存します。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）

「ページ設定」画面の設定は保存できません。

「プリント」画面の「一般設定」は保存できません。

プリンタドライバで設定できる項目については「PPD ドライバの設
定（OS 9.2）」（p. 8-1）をごらんください。
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5 PCL ドライバの設定ドライバの設定ドライバの設定ドライバの設定

5.1 設定項目設定項目設定項目設定項目

共通項目共通項目共通項目共通項目

ここでは、各タブの全画面で共通の設定やボタンについて説明します。

ボタン名ボタン名ボタン名ボタン名 機能機能機能機能

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

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

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

設定の保存 / 呼出 現在の設定を登録し、あとでその設定を呼出すことができま
す。

標準に戻す このボタンをクリックすると、インストール直後の設定内容
にもどします。
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✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
装着されているオプションを有効にするには、「オプション」の設定
が必要です。詳しくは、「オプションの設定」（p. 5-46）をごらんく
ださい。

セットアップタブセットアップタブセットアップタブセットアップタブ

ページ単位設定タブページ単位設定タブページ単位設定タブページ単位設定タブ

ビュー 「用紙」を選択すると、現在の設定でのページレイアウトの
サンプルが表示され、プリント結果のイメージを確認できま
す。

「本体」を選択すると、現在本機に装着されている給紙トレ
イなどのオプションを含むプリンタ構成の図が表示されま
す。

ボタン名ボタン名ボタン名ボタン名 機能機能機能機能

用紙 本体

項目名項目名項目名項目名 機能機能機能機能

用紙 原稿の向き、原稿サイズ、出力サイズ、給紙トレイ、用紙種
類を設定します。

製本 とじ位置、両面印刷、小冊子印刷、ページ割付、とじしろ、
ステープル、パンチ、中とじの製本形態を設定します。

出力 出力方法、部数、排紙トレイ、ソート、仕分けなどの出力形
態を設定します。

項目名項目名項目名項目名 機能機能機能機能

オモテ表紙 オモテ表紙を付けてプリントします。

ウラ表紙 ウラ表紙を付けてプリントします。

ページ単位設定 ページ間に用紙を挿入したり、ページごとに片面／両面や用
紙を切換えられます。

章分け オモテ面にプリントするページを指定します。
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フォームタブフォームタブフォームタブフォームタブ

ウォーターマークタブウォーターマークタブウォーターマークタブウォーターマークタブ

画像品質タブ画像品質タブ画像品質タブ画像品質タブ

フォントタブフォントタブフォントタブフォントタブ

FAX タブタブタブタブ

項目名項目名項目名項目名 機能機能機能機能

フォーム フォーム印刷を設定します。

項目名項目名項目名項目名 機能機能機能機能

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

ナンバリング 部数番号を付けてプリントします。

項目名項目名項目名項目名 機能機能機能機能

カラー選択 プリントする色を設定します。

原稿種類 原稿内容を設定します。原稿に適した画質でプリントできま
す。

画質調整 画質を調整します。文書全体を調整する「簡易調整」と文字
や写真、図表など、原稿内容ごとに調整する「詳細調整」を
選べます。

光沢モード 光沢効果を加えてプリントします。

パターン 印刷パターンの細かさを選択します。

項目名項目名項目名項目名 機能機能機能機能

プリンタフォントを使用
する

プリント時に、TrueType フォントを使うか、プリンタフォ
ントを使うかを設定します。

ダウンロードフォント プリンタにダウンロードするフォントをビットマップかアウ
トラインかで選択します。

項目名項目名項目名項目名 機能機能機能機能

モード選択 プリントするかファクスするかを選択します。

FAX モード設定 ファクスの解像度や送信条件を設定します。

FAX カバーシート ファクスのカバーシートを設定します。

送付先設定 送付先を入力します。

電話帳入力 送付先を電話帳に登録します。

送付先一覧 送付先または電話帳に登録された相手を表示します。
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バージョンタブバージョンタブバージョンタブバージョンタブ

オプションタブオプションタブオプションタブオプションタブ

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
Windows 2000/XP/NT 4.0/Server 2003 でオプションタブを表示させ
る場合は、インストールしたプリンタのアイコンを右クリックして

「プロパティ」をクリックします。

項目名項目名項目名項目名 機能機能機能機能

バージョン プリンタドライバのバージョンを表示します。

項目名項目名項目名項目名 機能機能機能機能

オプション 本機に装着されているオプションを設定します。

オプション情報 プリンタドライバのオプション設定を自動的に行います。

機種 使用する機種を設定します。
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5.2 セットアップタブセットアップタブセットアップタブセットアップタブの設定の設定の設定の設定

用紙サイズに合わせてプリントする用紙サイズに合わせてプリントする用紙サイズに合わせてプリントする用紙サイズに合わせてプリントする

作成した文書を、プリント時に出力用紙に合わせて拡大／縮小できま
す。

1 「セットアップ」タブをクリックします。

2 「原稿サイズ」と「出力サイズ」を選択します。

❍ ズームボックスで拡大・縮小率を指定することもできます。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
用紙サイズが定形以外のサイズの場合は、不定形サイズを登録して
から選択してください。

プリンタドライバで各定形用紙の「W」を選択すると、データをセ
ンタリングしてプリントできます。
例えば、A4 サイズのデータを作成し、A3 サイズの用紙にセンタリ
ングしてプリントしたい場合は、プリンタドライバで用紙サイズに

「A4W」を、給紙トレイに「トレイ 1」または「手差し」を指定しま
す。
プリントするときは、プリンタドライバで指定した本体のトレイ

（「トレイ 1 」または「手差し」）に A3 サイズの用紙をセットし、操
作パネルの［基本設定画面（用紙）］－［選択トレイの設定変更］－

［ワイド紙］で次の設置を行います。
・「A4W」を選択
・［サイズ変更］で A3 サイズ（420.0 × 297.0）を入力
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不定形サイズを設定する不定形サイズを設定する不定形サイズを設定する不定形サイズを設定する

不定形サイズを選択するときは、あらかじめ、以下の操作で不定形サイ
ズを登録します。

1 「原稿サイズ」または「出力サイズ」から「不定形サイズ設定」を選
択します。
「不定形サイズ設定」ダイアログボックスが表示されます。

2 以下の項目を設定します。

3 ［OK］をクリックします。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
不定形サイズの設定は、Windows の「プリンタ」（Windows XP/
Server 2003 の場合は「プリンタと FAX」）ウィンドウから開くプリ
ンタドライバの設定ダイアログボックスでのみ設定できます。

長尺紙を利用する場合は、長尺紙のサイズを不定形サイズで指定し
ます。詳しくは、「長尺紙プリント機能」（p. 10-122）をごらんくだ
さい。

不定形サイズ一覧： 設定する不定形サイズの名称を選択します。

不定形名称： 不定形サイズを登録したい名称を入力しま
す。

サイズ： 不定形サイズの幅、長さを単位に合わせて
設定します。
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給紙トレイを選択する給紙トレイを選択する給紙トレイを選択する給紙トレイを選択する

用紙種類を変更する場合など、給紙トレイに用紙種類を登録し、給紙ト
レイを選択することで使い分けられます。

1 「セットアップ」タブをクリックします。

2 「給紙トレイ」で使用する用紙がセットされた給紙トレイを選択しま
す。

給紙トレイの用紙種類を割当てる場合は、以下の操作で変更します。

1 ［用紙種類設定］をクリックします。

2 変更する「給紙トレイ」を選択し、［用紙種類編集］をクリックしま
す。

3 「用紙種類」を選択し、［OK］をクリックします。
各給紙トレイで選択できる用紙種類のみ表示されます。

用紙種類に「OHP」を選択すると、「OHP 合紙」が指定できるようにな
ります。

「OHP 合紙」のチェックボックスを ON にすると、「OHP 合紙設定」ダ
イアログボックスが表示され、合紙の給紙トレイを選択できます。
C450 5-7



PCL ドライバの設定 5

「OHP 合紙設定」ダイアログボックスは、［設定］をクリックしても表
示されます。

両面／小冊子印刷を行う両面／小冊子印刷を行う両面／小冊子印刷を行う両面／小冊子印刷を行う

文書を、用紙の両面、または小冊子形式（見開き）にプリントできま
す。複数ページの文書をとじる場合に便利です。

1 「セットアップ」タブをクリックします。

2 「印刷種類」のドロップダウンリストで、「両面」や「小冊子」を選
択します。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）

「とじ位置」のドロップダウンリストで、とじ方向を指定できます。
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ページ割付（ページ割付（ページ割付（ページ割付（N in 1）印刷を行う）印刷を行う）印刷を行う）印刷を行う

複数ページの文書を 1 枚の用紙にプリントします。プリントする用紙の
枚数を節約したい場合などに便利です。

1 「セットアップ」タブをクリックします。

2 「ページ割付」のチェックボックスを ON にします。

3 「ページ割付」のドロップダウンリストで、1 枚の用紙にプリントす
るページ数を選択します。

「境界線」や「ページの印刷順序」を変更するときは、ドロップダウ
ンリストから「詳細」選択し、表示されるダイアログボックスで設
定します。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
1 つのプリントジョブ内にサイズや方向が異なるページが含まれる
文書をプリントすると、画像が欠損したり、画像が重なったりする
場合があります。
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とじしろを設定するとじしろを設定するとじしろを設定するとじしろを設定する

文書に、とじしろを付けてプリントします。

1 「セットアップ」タブをクリックします。

2 「とじしろ」のチェックボックスを ON にします。

3 「とじしろ」の幅を設定する場合は［詳細］をクリックして、表示さ
れる「とじしろ詳細」ダイアログボックスで値を設定します。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
印刷種類で両面を選択して、とじしろのシフトモードを自動縮小に
した場合は、オモテ面／ウラ面で設定した値のうち、とじしろ幅が
大きい方（縮小拡大）の値に応じた縮小率が使用されます。

オモテ面／ウラ面： とじしろの値を設定します。「オモテ面とウ
ラ面を同じ値にする」のチェックボックス
を OFF にすると、オモテ／ウラそれぞれの
値が設定できます。

シフトモード： とじしろを付ける場合に、画像をどのよう
にずらすかを選択します。
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ステープルを行うステープルを行うステープルを行うステープルを行う

複数ページの文書を、ステープルでとじます。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
ステープル機能は、オプションのフィニッシャーが装着されている
場合のみ使用可能となります。

1 「セットアップ」タブをクリックします。

2 「ステープル」のチェックボックスを ON にします。

3 ドロップダウンリストでステープルの数を指定します。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）

「とじ位置」の設定により、選択できるステープルの位置が異な
ります。

パンチを行うパンチを行うパンチを行うパンチを行う

プリントした文書にパンチ穴を開けます。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
パンチ機能は、オプションのフィニッシャー FS-507 または FS-603
が装着されている場合のみ使用可能となります。さらに、FS-603 の
場合は、パンチキットが装着されている必要があります。

1 「セットアップ」タブをクリックします。

2 「パンチ穴」のチェックボックスを ON にします。

3 ドロップダウンリストでパンチの数を 2 穴に指定します。
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中とじを設定する中とじを設定する中とじを設定する中とじを設定する

文書の中とじ加工を設定します。

1 「セットアップ」タブをクリックします。

2 「中とじ／折り」のチェックボックスを ON にします。

3 「中とじ」の条件を設定する場合は［詳細］をクリックして、表示さ
れる「中とじ／折り詳細」ダイアログボックスで値を設定します。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
中とじ / 折り機能は、オプションのフィニッシャー FS-603 が装
着されている場合のみ使用可能となります。

中とじ / 折り： 中とじを設定します。

折目消し： 折目の部分にプリントを行なわない設定に
します。
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出力方法を選択する出力方法を選択する出力方法を選択する出力方法を選択する

直接プリントするだけでなく、プリント時にパスワードを必要とする
「機密プリント」や、ドキュメントフォルダに保存する「ボックス保存」
などが選択できます。

1 「セットアップ」タブをクリックします。

2 「出力方法」のドロップダウンリストで、出力方法を選択します。

機密プリントの場合

「機密プリント」を選択すると、ID とパスワードを入力する画面が表示
されるので、ID とパスワードを入力します。

✎
ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）
プリントする場合は、本体の操作パネルのボックス機能で「機密文
書」を指定し、ID とパスワードを入力します。詳しくは、「プリン
トジョブ管理」（p. 10-107）をごらんください。本機のボックス機
能については、「ユーザーズガイド ボックス機能編」をごらんくだ
さい。

通常印刷： すぐにプリントされます。

機密プリント： プリント文書を本体の「機密文書ボックス」
に保存します。プリントするときに本体の
操作パネルで ID とパスワード入力が必要に
なります。機密性の高い文書をプリントす
る場合に選択します。（ 大 100 文書）

ボックス保存： プリント文書を本体のドキュメントフォル
ダに保存します。

ボックス保存＆印
刷：

ドキュメントフォルダに保存すると同時に
プリントもします。

確認プリント： 文書が 1 部出力された後、本体が一時停止
します。大量部数印刷のミスプリントを防
ぎたい場合に選択します。
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本機側でパスワード規約が ON の場合、機密プリントで使用可能な
パスワードに制限があり、パスワード規約を満たさないパスワード
を入力するとジョブが消去されます。パスワード規約については、

「ユーザーズガイド コピー機能編」をごらんください。

ボックス保存の場合

「ボックス保存」または「ボックス保存＆印刷」を選択すると、ファイ
ル名とボックスナンバを入力する画面が表示されるので、保存するファ
イル名とボックスナンバを設定します。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
本体のボックス機能については、「ユーザーズガイド ボックス機能
編」をごらんください。
本機側でパスワード規約が ON の場合は、本機側で作成してある
ボックスを指定してください。

確認プリントの場合

プリントを実行すると、文書が 1 部出力された後、本体が一時停止しま
す。残りのプリント分は本体のジョブとして蓄積されます。複数部数を
指定したときなど、結果を確認してから残部のプリントを実行できま
す。

✎
ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）
プリントする場合は、本体の操作パネルのジョブ機能で文書を指定
します。詳しくは、「プリントジョブ管理」（p. 10-107）をごらんく
ださい。
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ユーザ認証を設定するユーザ認証を設定するユーザ認証を設定するユーザ認証を設定する

本機で認証モードが設定されている場合にユーザ名とパスワードを入力
します。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
本機側の「認証モード」で有効ではないユーザ名やパスワードを入
力してプリントしたり、または「認証」にチェックしないでプリン
トした場合は、本機で認証されずにジョブが破棄されます。
本機のユーザ認証が設定され、認証操作禁止機能がモード 2 の場
合、認証情報が正しく入力されていない場合は、該当するユーザが
ロックされアクセスができなくなる場合があります。

1 「セットアップ」タブをクリックします。

2 ［認証 / 部門管理］をクリックします。

3 「認証」のチェックボックスを ON にし、ユーザ名とパスワードを入
力します。

4 ［OK］をクリックします。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
本体でパブリックユーザが許可されている場合は、パブリック
ユーザで利用できます。
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登録ユーザであっても、プリントが許可されていない場合はプ
リントできません。ユーザ認証については、本機の管理者にお
問合わせください。

部門管理を設定する部門管理を設定する部門管理を設定する部門管理を設定する

本機側で「部門管理機能」を使用している場合、部門名とパスワードを
入力する必要があります。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
本機側の「部門管理機能」で有効ではない部門名やパスワードを入
力してプリントしたり、または「部門管理」にチェックしないでプ
リントした場合は本機で認証されずにジョブが破棄されます。
本機の部門認証が設定され、認証操作禁止機能がモード 2 の場合、
認証情報が正しく入力されていない場合は、該当する部門がロック
されアクセスができなくなる場合があります。

1 「セットアップ」タブをクリックします。

2 ［認証 / 部門管理］をクリックします。

3 「部門管理」のチェックボックスを ON にし、部門名とパスワードを
入力します。

❍ 暗証番号はジョブごとではなく、デフォルト値を設定しても使
用できます。

4 ［OK］をクリックします。
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✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
登録部門であっても、プリントが許可されていない場合はプリント
できません。

部門管理については、本機の管理者にお問合わせください。
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5.3 ページ単位設定タブの設定ページ単位設定タブの設定ページ単位設定タブの設定ページ単位設定タブの設定

オモテ表紙／ウラ表紙を付けてプリントするオモテ表紙／ウラ表紙を付けてプリントするオモテ表紙／ウラ表紙を付けてプリントするオモテ表紙／ウラ表紙を付けてプリントする

1 「ページ単位設定」タブをクリックします。

2 「オモテ表紙」や「ウラ表紙」のチェックボックスを ON にします。

3 「オモテ表紙」や「ウラ表紙」にもプリントする場合は「印刷」を、
用紙のみ付ける場合は「白紙」を選択します。

4 「オモテ表紙」や「ウラ表紙」として使用する用紙がセットされた給
紙トレイを選択します。
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複数のページをプリントするとき複数のページをプリントするとき複数のページをプリントするとき複数のページをプリントするとき

複数ページのプリントで、途中で給紙トレイを変えたい場合などは、
「ページ単位設定」機能が便利です。また、特定のページをオモテ面に
したい場合は「章分け」機能を利用します。

章分け章分け章分け章分け

両面印刷や小冊子印刷の際、オモテ面にプリントしたいページがある場
合に設定します。

指定したページが両面印刷や小冊子印刷でウラ面の順にあたる場合で
も、そのページを次の用紙のオモテ面に移動してプリントします。

1 「ページ単位設定」タブをクリックします。

2 「章分け」のチェックボックスを ON にします。

3 オモテ面にプリントしたいページ番号を入力します。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
ページ番号は、半角数字で入力します。

複数のページ番号を入力する時は、例えば「2,4,6」のようにカ
ンマで区切るか、「6-10」のようにハイフンでページ範囲を指定
します。

ページ単位設定ページ単位設定ページ単位設定ページ単位設定

各ページの印刷種類や給紙トレイを指定できます。

1 「ページ単位設定」タブをクリックします。

2 「ページ単位設定」のチェックボックスを ON にします。

3 「リスト名」を選択します。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
リスト名を変更する場合は、リスト名を選択してから［リスト
名編集］をクリックし、表示されるダイアログボックスで設定
します。
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4 ［追加］をクリックし、表示されるダイアログボックスでページ番号

や印刷種類、給紙トレイを設定します。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
既存の条件は、設定行を選択した状態で［編集］をクリックす
ると変更でき、［削除］をクリックすると削除できます。

［↑］［↓］をクリックし、ページ番号が小さい順に並ぶように
順番を変更してください。
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5.4 フォームタブの設定フォームタブの設定フォームタブの設定フォームタブの設定

別の原稿を重ねてプリントする（フォーム）別の原稿を重ねてプリントする（フォーム）別の原稿を重ねてプリントする（フォーム）別の原稿を重ねてプリントする（フォーム）

別途作成したフォームデータと原稿を重ねてプリントします。ファクス
送信状や定型文書などに便利です。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
プリントするフォームはあらかじめ登録しておく必要があります。
詳しくは、「フォームの編集」（p. 5-23）をごらんください。

1 目的のアプリケーションソフトウェアでプリントしたいデータを作
成します。

2 ［ファイル］メニューから「印刷」を選択します。

3 「プリンタ名」でプリンタを選択し、［プロパティ］（または［詳細設
定］）をクリックします。

4 「フォーム」タブをクリックします。

5 「フォームを印刷する」のチェックボックスを ON にします。
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6 一覧からプリントしたいフォームを選択します。

7 ファイル名を確認し、［OK］をクリックします。

「印刷」ダイアログボックスにもどります。

8 ［OK］をクリックします。

フォーム印刷が実行されます。
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フォームの編集フォームの編集フォームの編集フォームの編集

フォームを利用するには、あらかじめフォーム用のデータを登録する必
要があります。フォームの登録は、登録したい文書を「フォーム作成」
の設定でプリントすることで登録できます。

1 目的のアプリケーションソフトウェアでフォームのデータを作成し
ます。

2 ［ファイル］メニューから「印刷」を選択します。

3 「プリンタ名」でプリンタを選択し、［プロパティ］（または［詳細設
定］）をクリックします。

4 「フォーム」タブをクリックします。

5 「フォームを作成する」のチェックボックスを ON にします。

6 ［ファイル参照］をクリックします。
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7 フォームデータを保存する場所を指定して「ファイル名」にフォー

ムのファイル名を入力します。

8 ［保存］をクリックします。

9 ファイル名を確認し、［OK］をクリックします。

「印刷」ダイアログボックスにもどります。

10［OK］をクリックします。

プリントが実行される代わりに、フォームが登録されます。拡張子
は「.kmf」になります。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
作成したフォームデータが複数ページの場合は、1 ページ目のデー
タがフォームとして登録されます。

「フォーム」タブで［フォームの削除］をクリックすると、選択して
いるフォームが削除されます。
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5.5 ウォーターマークタブウォーターマークタブウォーターマークタブウォーターマークタブの設定の設定の設定の設定

ウォーターマークをプリントするウォーターマークをプリントするウォーターマークをプリントするウォーターマークをプリントする

特定の文字をウォーターマークとして、文書の背景にプリントします。

1 「ウォーターマーク」タブをクリックします。

2 「ウォーターマーク」のチェックボックスを ON にします。

3 ドロップダウンリストでプリントしたいウォーターマークを選択し
ます。

4 「タイプ」と「1 ページ目のみ」の条件を設定します。

上書き： 文字の網パターンの背景を白でプリントす
る

透過： 文字の網パターンの背景を透過でプリント
する
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ウォーターマークの編集ウォーターマークの編集ウォーターマークの編集ウォーターマークの編集

ウォーターマークの書体や位置を変更したり、新規にウォーターマーク
を登録できます。

1 「ウォーターマーク」タブをクリックします。

2 「ウォーターマーク」のチェックボックスを ON にします。

3 ［編集］をクリックします。

4 各項目を設定します。

［新規］： クリックすると、ウォーターマークテキス
トボックスに新規ウォーターマークが入力
できます。

［削除］： 選択しているウォーターマークを削除しま
す。

ウォーターマークテ
キスト：

ウォーターマークとして印刷するテキスト
を入力します。

フォント設定： フォントやサイズを設定します。

文字の角度： ウォーターマークのプリント角度を設定し
ます。

位置： 右側と下側のスクロールバーでウォーター
マークの位置を設定します。

文字の色： ウォーターマークの文字色を設定します。
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文書ナンバーをプリントする文書ナンバーをプリントする文書ナンバーをプリントする文書ナンバーをプリントする

複数部数をプリントするときに、文書ごとにナンバーをプリントしま
す。

1 「ウォーターマーク」タブをクリックします。

2 「ナンバリング」のチェックボックスを ON にします。

3 各項目を設定します。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）

「ナンバリング」チェックボックスは、「セットアップ」タブで
「ソート」が設定されていないと指定できません。

印刷対象ページ： ナンバーの印刷対象ページを指定します。

印刷開始番号： ナンバーの開始数字を指定します。

色： プリントするナンバーの色を指定します。
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5.6 画像品質タブの設定画像品質タブの設定画像品質タブの設定画像品質タブの設定

1 「画像品質」タブをクリックします。

2 各項目を設定します。

カラー選択 プリントする色を設定します。
カラー：カラーでプリントします。
グレースケール：グレースケールでプリントします。
2 色カラー：ドロップダウンリストで選択した 2 色でプリン
トします。

原稿種類 原稿内容を設定します。原稿に適した画質でプリントできま
す。
文書：文字の多い文書に適した処理です。
写真：写真に適した処理です。
DTP：DTP で作成した文書に適した処理です。
WEB：WEB ページのプリントに適した処理です。
CAD：CAD データのプリントに適した処理です。

画質調整 画質を調整します。
簡易：文書全体を一括で調整します。
詳細：文字や写真、図表など、原稿内のオブジェクトごとに
調整します。

光沢モード 光沢効果を加えてプリントします。

パターン 印刷パターンを選択します。
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画質調整で「簡易」、「詳細 - 文字」、「詳細 - 写真」を選択し、［設
定］をクリックすると、次の画質調整設定ダイアログボックスが表
示され、明度やカラーバランスなどが設定できます。

画質調整で「詳細 - 図 / 表 / グラフ」を選択し、［設定］をクリック
すると、次の画質調整設定ダイアログボックスが表示され、カラー
設定やスクリーン / スムージングの設定を、文字または写真のどち
らかの設定に合わせられます。
C450 5-29



PCL ドライバの設定 5
5.7 フォントタブフォントタブフォントタブフォントタブの設定の設定の設定の設定

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

1 「フォント」タブをクリックします。

2 「プリンタフォントを使用する」のチェックボックスを ON にします。

3 置換えたい TrueType フォントを選択します。

4 「使用するプリンタフォント」で置換えるプリンタフォントを選択し
ます。

5 ［OK］をクリックします。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
プリンタフォントを使うとプリント時間は少なくてすみますが、画
面の表示とプリント結果に差が出ることがあります。

「ダウンロードフォント」は、プリンタフォントを使用せず、
TrueType フォントをダウンロードする場合に、TrueType フォント
のタイプを選択します。
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5.8 FAX タブの設定タブの設定タブの設定タブの設定

ファクス送信ファクス送信ファクス送信ファクス送信

作成したデータをファクスで送信できます。

1 目的のアプリケーションソフトウェアで送信したいデータを作成し
ます。

2 ［ファイル］メニューから「印刷」を選択します。

3 「プリンタ名」でプリンタを選択し、［プロパティ］（または［詳細設
定］）をクリックします。

4 「FAX」タブをクリックします。

5 「モード選択」で「FAX」を選択します。

確認画面が表示されます。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）

「セットアップ」タブの「出力用紙」で「不定形サイズ」を選択
している場合は、FAX に設定できません。

ファクス機能を利用するには、コピー機本体にオプションの
ファクスキットを装着する必要があります。また、装着後は

「オプション設定」でファクスキットを有効にする必要がありま
す。詳しくは、「オプションの設定」（p. 5-46）をごらんくださ
い。
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✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
ファクス機能についての詳細は、「ファクシミリ機能編」をごら
んください。

6 内容を確認し、［OK］をクリックします。

7 「解像度」を設定します。

8 ［詳細］をクリックします。

［詳細］画面が表示されます。

9 ファクス送信したあとにファイルを印刷する場合は、「送信ファイル
を印刷」のチェックボックスを ON にします。
C450 5-32



PCL ドライバの設定 5

10 送信する時刻を設定する場合は、「タイマー送信」のチェックボック

スを ON にし、「送信時刻」を設定します。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）

［現在時刻を反映］をクリックすると、コンピュータに設定され
ている現在時刻が「送信時刻」に表示されます。

タイマー送信を行うときは、コンピュータに設定されている時
刻とコピー機に設定されている時刻が一致していることを確認
してください。コピー機の現在時刻よりも送信時刻が前の場合
は、翌日になってから送信されます。

11 親展通信を行う場合は「サブアドレス」と「送信 ID」のチェック
ボックスを ON にし、サブアドレスと送信 ID を入力します。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
F コードを使用して他機種のファクスに親展通信をすることがで
きます。

「サブアドレス」は 0 ～ 9 までの半角数字が 20 文字まで入力で
きます。

「送信 ID」は 0 ～ 9 までの半角数字と、＃、* で、20 文字まで入
力できます。

サブアドレスと送信 ID の詳細は、「ファクシミリ機能編」をご
らんください。

12［OK］をクリックします。

［プロパティ］画面にもどります。
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13 ファクスの送付先を指定します。

送付先は、直接入力することも、電話帳から選択することもできま
す。
❍ 送付先を入力する場合

「直接入力」で、「名前」と「FAX 番号」を入力し、［送付先一覧
に追加］をクリックします。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）

「名前」は全角 20 文字（半角 40 文字）まで入力できます。

「FAX 番号」は、0 ～ 9 までの数字と、ハイフン（‐）、スペー
ス、＃、*、E、P、T が半角 38 文字まで入力できます。

「送付先一覧」には、100 件まで登録できます。

❍ 電話帳から選択する場合
あらかじめ電話帳に登録した送り先を選択します。

1）［電話帳］をクリックします。
［電話帳］画面が表示されます。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
電話帳の登録のしかたは、「電話帳に登録する」（p. 5-41）をご
らんください。
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2）ファクス送信する個人情報または同報グループを選択します。

3）［送付先一覧に追加］ボタンをクリックします。
「送付先一覧」に選択した個人情報が表示されます。

4）送付先を確認し、 ［OK］ボタンをクリックします。
［プロパティ］画面にもどります。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
同報グループを選択した場合は、「送付先一覧」にグループ内の
個人情報が全て表示されます。

14「送付先一覧」にファイル送信する相手先が表示されていることを確
認します。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
送付先を削除する場合は、「送付先一覧」の中から削除する送付
先の名前を選択してボタンをクリックします。

「ECM」「海外通信」「V.34」は、通常は変更する必要はありませ
ん。詳細は「ファクシミリ機能編」をごらんください。

15 送付状を付ける場合は、「FAX カバーシート」のチェックボックス
を ON にします。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
送付状の設定は、「送付状の作成」（p. 5-37）をごらんください。
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16［OK］をクリックします。

「印刷」ダイアログボックスにもどります。

17［OK］をクリックします。

ファクス送信の確認画面が表示されます。

18［OK］をクリックします。

ファクス送信が実行されます。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
ファクス送信でエラーが発生した場合、「PC-FAX 送信エラーレ
ポート」が自動的に印刷されます。エラーレポートを自動で印
刷しないようにするには、本体の操作パネルで［レポート出力
設定］の「PC-FAX 送信エラーレポート」を「OFF」にします。
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送付状の作成送付状の作成送付状の作成送付状の作成

ファクス文書の先頭に付ける送付状（カバーシート）を作成します。

1 ［プロパティ］画面で［FAX］タブの「FAX カバーシート」のチェッ
クボックスを ON にします。

2 ［設定］をクリックします。

［FAX カバーシート設定］画面が表示されます。

3 「スタイル」からカバーシートのフォーマットを選択します。

00 ～ 03 のスタイル（03 は英文用スタイル）があります。

4 「用件」のチェックボックスを ON にし、送信する文書の件名を入力
します。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）

「用件」は 64 文字まで入力できます。Windows 98SE/Me では全
角 32 文字（半角 64 文字）まで入力できます。
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5 「送付先情報」で送付状に記載する相手の名前などの送付先情報を設

定します。

［FAX］タブの「送付先一覧」に表示された内容が送付先の情報とし
て記載されます。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）

［設定］をクリックすると、［送付先情報設定］画面で「連名で
記載」するか「送付先毎に変更」するか、「設定した情報を記
載」するかが選択できます。

「レイアウト画面」には、1 件目の送付先の送付状が見本として
表示されます。

「送付先毎に変更」送付状を個別に作成できるのは、10 件までで
す。11 件以上送付する場合に「連名で記載」、「送付先毎に変更」
を選択すると、「定型」の内容が送付先欄に表示されます。

「送付先毎に変更」を選んだ場合は、FAX タブの「詳細設定」で
「送信ファイルを印刷」を選択できません。

「定型」： 送付先の表示を定型文から選択します。「定
型」を選択し、ドロップダウンリストで送
付先欄に記載する文字を選択します。目的
の文字を入力することもできます。

「詳細」： 送付先の名前などをそれぞれ個別に設定し
ます。「詳細」を選択し、「会社名」「部署
名」「名前」「FAX 番号」の中から、送付先
欄に記載する項目のチェックボックスを
ON にします。
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「送付先」が設定されていない場合は、「設定した情報を記載」
は選択できません。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
入力した文字の種類や「スタイル」の設定によっては、入力し
た文字が送付状に全て記載されない場合があります。入力後に、

「レイアウト画面」で正しく表示されているか確認してくださ
い。

6 「発信者情報」の「会社名」「部署名」「名前」「電話番号」「FAX 番
号」「E-mail」の中から、発信者欄に記載する項目のチェックボック
スを ON にし、［設定］をクリックして送付状に記載するファクスの
送り主の情報を入力します。

「レイアウト画面」には、入力した発信者情報が表示されます。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
入力した文字の種類や「スタイル」の設定によっては、入力し
た文字が送付状に全て記載されない場合があります。入力後に、

「レイアウト画面」で正しく表示されているか確認してくださ
い。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
各情報は 40 文字まで入力できます。Windows 98SE/Me では全
角 20 文字（半角 40 文字）まで入力できます。
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7 現在の日付を送付状に記載する場合は、「日付」のチェックボックス

を ON にします。

8 送付枚数を送付状に記載する場合は、「送付枚数」のチェックボック
スを ON にし、送付枚数を指定します。

9 メッセージなどを送付状に記載する場合は、「通信欄」に文字を入力
します。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
一行の文字数は全角 25 文字を超えると、送付状に正しく表示さ
れない場合があります。「レイアウト画面」で確認しながら、改
行を行ったりして、一行の文字数を調節します。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）

「通信欄」には 640 文字まで入力できます。Windows 98SE/Me 
では全角 320 文字（半角 640 文字）まで入力できます。改行は
半角 2 文字に相当します。

10 会社のロゴマークや地図などの画像を送付状に配置する場合は、「イ
メージ」のチェックボックスを ON にし、［参照］をクリックして
ファイルを指定します。

「X」「Y」軸の数値で画像の位置を、「ズーム」で画像の大きさを 50
～ 800% の範囲で調整できます。

11［確認］をクリックして、現在の設定を確認します。

［確認］画面が表示され、送付状が拡大表示されます。

送付状の内容を確認し、必要に応じてイメージの配置変更などを行
います。

12［OK］をクリックします。

［FAX カバーシート設定］画面にもどります。

13「カバーサイズ」で送付状のサイズを選択します。

14［OK］をクリックします。

［プロパティ］画面にもどります。
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✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
設定した内容を全て取り消す場合は、［FAX カバーシート設定］画
面で［標準に戻す］をクリックします。

電話帳に登録する電話帳に登録する電話帳に登録する電話帳に登録する

ファクス文書を送信する相手を電話帳に登録します。

個人情報の登録個人情報の登録個人情報の登録個人情報の登録

1 ［プロパティ］画面で［FAX］タブの［電話帳］をクリックします。

［電話帳］画面が表示されます。

2 「PhoneBook1.csv」をクリックし、［個人］をクリックします。

［個人情報］画面が表示されます。
C450 5-41



PCL ドライバの設定 5

3 「名前」「FAX 番号」「会社名」「部署名」を入力します。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）

「名前」は、敬称を付けて入力してください。

「ECM」「海外通信モード」「V.34」のチェックボックスは、通常
は変更する必要はありません。詳細は「ファクシミリ機能編」
をごらんください。

「名前」「会社名」「部署名」は、全角 20 文字、半角 40 文字まで
入力できます。

「FAX 番号」は、0 ～ 9 の数字とハイフン（-）、スペース、＃、
*、E、P、T が半角 38 文字まで入力できます。

4 ［OK］をクリックします。

個人情報が登録され、個人情報欄に表示されます。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
手順 2 で［フォルダ］をクリックすると、フォルダが作成でき、
個人情報を整理できます。個人情報をフォルダに移動する場合
は、左側の階層欄の個人情報を右クリックして「コピー」また
は「切り取り」をし、目的のフォルダ内で「貼り付け」をして
ください。

フォルダ名は全角 20 文字（半角 40 文字）まで入力できます。

フォルダは 3 階層まで作成できます。
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個人情報やフォルダを修正する場合は、目的のデータを選択し
て［編集］をクリックします。

個人情報やフォルダを削除する場合は、目的のデータを選択し
て［削除］をクリックします。

5 ［OK］をクリックします。

［名前を付けて保存］画面が表示されます。

6 保存する場所を指定し、ファイル名を入力します。

7 ［保存］をクリックします。

電話帳がファイルとして保存されます。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
初めて電話帳を登録した場合は、［名前を付けて保存］画面が表
示され、登録内容をファイルに保存します。2 回目以降に電話帳
を変更した場合は、［名前を付けて保存］画面は表示されず、自
動的に上書きされます。

保存した電話帳ファイルは、次回、電話帳を開いたときに自動
的に表示されます。別の電話帳ファイルを開く場合は、［電話
帳］画面の「ファイル」メニューで「開く」を選択します。複
数の電話帳ファイルを保存しておくことで、電話帳を切換えて
利用できます。

電話帳ファイルは、［電話帳］画面の「ファイル」メニューの
「新規」で新規に作成できます。「ファイル」メニューの「名前
を付けて保存」で別名保存できます。

電話帳ファイルの拡張子は「.csv」となります。
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同報グループへの登録同報グループへの登録同報グループへの登録同報グループへの登録

同一の内容を送りたい相手先を、あらかじめ登録しておくことができま
す。これを「同報グループ」といいます。

1 ［電話帳］画面で個人情報欄から同報グループに登録する個人情報を
選択します。

選択した個人情報が反転表示されます。

2 右クリックして［同報グループに追加］の同報グループ一覧から、
登録する同報グループを選択します。

選択した同報グループに個人情報がコピーされます。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
同報グループはあらかじめ 10 個設定されています。同報グルー
プを追加したり削除することはできません。

10 個の同報グループに登録できる個人情報は、合計 100 人分ま
でです。
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✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
初めて電話帳を登録した場合は、［名前を付けて保存］画面が表示さ
れ、登録内容をファイルに保存します。詳細は「個人情報の登録」

（p. 5-41）をごらんください。

同報グループの名前を変更するときは、左側の階層欄で目的の同報
グループを右クリックして「編集」をクリックします。

同報グループに登録した個人情報を削除するときは、左側の階層欄
で目的の同報グループをクリックし、右側の一覧に表示される個人
情報を右クリックして「同報グループから削除」をクリックします。
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5.9 オプションオプションオプションオプションの設定の設定の設定の設定

本機に装着されているオプションをプリンタドライバから使用可能にし
ます。

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

1 Windows 98SE/Me/2000/NT 4.0 の場合は、［スタート］をクリック
し、「設定」－「プリンタ」をクリックします。
Windows XP/Server 2003 の場合は、［スタート］をクリックし、「プ
リンタと FAX」をクリックします。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）

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

2 インストールしたプリンタのアイコンを右クリックして「プロパ
ティ」をクリックします。

3 「オプション」タブをクリックします。

4 ドロップダウンリストで装着しているオプションを選択します。
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✎
メモ）メモ）メモ）メモ）

「オプション情報」の「プリンタ名または IP アドレス」ボックス
に本機のプリンタ名または IP アドレスを入力して［オプション
情報取得］をクリックすると、装着オプションが自動的に設定
されます（本機側で SNMP 設定が「使用する」で、さらに
SNMP v1/v2c（IP）設定がチェックされている場合のみ利用でき
ます）。
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5.10 ドライバ設定を保存するドライバ設定を保存するドライバ設定を保存するドライバ設定を保存する

PCL ドライバでは、変更したドライバの設定値を保存し、必要に応じ
て呼び出せます。

ドライバの設定を保存するドライバの設定を保存するドライバの設定を保存するドライバの設定を保存する

1 「セットアップ」タブや「ページ単位設定」タブなどでドライバの設
定値を変更します。

2 ［設定の保存 / 呼出］をクリックし、「現在の設定の保存」を選択しま
す。

3 「名称」（ファイル名）を入力します。

4 必要に応じて「コメント」に説明などを入力します。
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5 「保存先」を確認し、［OK］をクリックします。

設定内容がライブラリに登録されます。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
拡張子は「.ksf」になります。

ライブラリには 25 件まで登録できます。

「名称」は 40 文字まで入力できます。Windows 98SE/Me では全角
20 文字（半角 40 文字）まで入力できます。

「コメント」は 512 文字まで入力できます。Windows 98SE/Me では
全角 256 文字（半角 512 文字）まで入力できます。

設定を呼び出すには設定を呼び出すには設定を呼び出すには設定を呼び出すには

1 プリンタドライバの画面で［設定の保存 / 呼出］をクリックし、「保
存した設定の呼出」を選択します。

2 「ライブラリ」で呼び出す設定を選択します。

3 ［OK］をクリックします。

設定値が呼び出され、プリンタドライバの画面にもどります。

設定を削除するには設定を削除するには設定を削除するには設定を削除するには

1 プリンタドライバの画面で［設定の保存 / 呼出］をクリックし、「ラ
イブラリの整理」を選択します。

2 「ライブラリ」から、削除したい設定ファイルを選択します。

3 ［削除］をクリックします。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
設定ファイルは「ライブラリ」から削除しても、コンピュータの
ハードディスクには残っています。［設定ファイルをライブラリに登
録する］でファイル名を指定すると、「ライブラリ」に登録できま
す。
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6 PostScript ドライバの設定ドライバの設定ドライバの設定ドライバの設定
（（（（Windows））））

6.1 設定項目設定項目設定項目設定項目

共通項目共通項目共通項目共通項目

ここでは、各タブの全画面で共通の設定やボタンについて説明します。

ボタン名ボタン名ボタン名ボタン名 機能機能機能機能

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

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

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

保存 現在の設定を登録し、あとでその設定を呼出すことができま
す。

編集 保存してある設定を変更します。

標準に戻す このボタンをクリックすると、インストール直後の設定内容
にもどします。
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✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
装着されているオプションを有効にするには、「オプション」の設定
が必要です。詳しくは、「オプションの設定」（p. 6-23）をごらんく
ださい。

セットアップタブセットアップタブセットアップタブセットアップタブ

ビュー 「用紙ビュー」を選択すると、現在の設定でのページレイア
ウトのサンプルが表示され、プリント結果のイメージを確認
できます。

「本体ビュー」を選択すると、現在本機に装着されている給
紙トレイなどのオプションを含むプリンタ構成の図が表示さ
れます。

ボタン名ボタン名ボタン名ボタン名 機能機能機能機能

用紙 本体

項目名項目名項目名項目名 機能機能機能機能

原稿の向き 用紙に対するプリントイメージの向きを設定します。

原稿サイズ 原稿の用紙サイズを設定します。

出力サイズ プリントする用紙サイズを設定します。原稿サイズと異なる
場合は、自動的に拡大、縮小されます。

ズーム 拡大・縮小率を設定します。

給紙トレイ プリントに使用する給紙トレイを選択します。

用紙種類 プリントに使用する用紙種類を選択します。

部数 プリントする部数を設定します。

ソート 複数部数を、部数ごとプリントするかどうかを設定します。

仕分け 複数部数をプリントするときに、1 部ずつ位置をずらして排
出します。

排紙トレイ 排出する排紙トレイを選択します。

出力方法 「機密プリント」や「ボックス保存」など出力方法を設定し
ます。

［認証 / 部門管理］ 本機側で「認証モード」や「部門管理」など、ユーザ管理を
行っている場合に、ユーザ名や部門名、パスワードを入力し
ます。
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レイアウトタブレイアウトタブレイアウトタブレイアウトタブ

ページ単位設定タブページ単位設定タブページ単位設定タブページ単位設定タブ

ウォーターマークタブウォーターマークタブウォーターマークタブウォーターマークタブ

項目名項目名項目名項目名 機能機能機能機能

ページ割付 複数ページの文書を 1 枚の用紙にプリントします。［ページ
割付詳細］で詳細が設定できます。

180 度回転 180° 回転してプリントします。

印刷面 両面印刷を設定します。

とじ位置 とじしろを付けてプリントします。

ステープル ステープルを設定します

中とじ 中とじ加工を設定します。

折目消し 中とじの折目の部分にプリントを行いません。

パンチ穴 パンチを設定します。

項目名項目名項目名項目名 機能機能機能機能

オモテ表紙 オモテ表紙を付けてプリントします。

給紙トレイ オモテ表紙を給紙するトレイを選択します。

ウラ表紙 ウラ表紙を付けてプリントします。

給紙トレイ ウラ表紙を給紙するトレイを選択します。

OHP 合紙 OHP フィルムをプリントするときに合紙をはさんで排出し
ます。

給紙トレイ OHP 合紙を給紙するトレイを選択します。

項目名項目名項目名項目名 機能機能機能機能

ウォーターマーク 文書にウォーターマーク（文字スタンプ）を重ね合わせてプ
リントします。［追加］［編集］［削除］でそれぞれウォー
ターマークの作成、変更、削除ができます。

透過 文字の網パターンの背景を透過でプリントします。

1 ページ目のみ 1 ページ目のみウォーターマークをプリントします。

繰り返し ページ内にウォーターマークを繰り返しプリントします。
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画像品質タブ画像品質タブ画像品質タブ画像品質タブ

詳細設定タブ詳細設定タブ詳細設定タブ詳細設定タブ

項目名項目名項目名項目名 機能機能機能機能

原稿種類 原稿内容を設定します。原稿に適した画質でプリントできま
す。

カラー選択 プリントする色を設定します。

画質調整 画質を調整します。文書全体を調整する「簡易調整」と文字
や写真、図表など、原稿内のオブジェクトごとに調整する

「詳細調整」を選べます。

光沢モード 光沢効果を加えてプリントします。

ダウンロードフォント プリンタフォントを使用せず、TrueType フォントをダウン
ロードする場合に、TrueType フォントのタイプを選択しま
す。

プリンタフォントを使用
する

プリンタフォントの置換え設定を有効にする場合にチェック
をつけます。有効にすると、置換え対象の TrueType フォン
トはプリンタにダウンロードされません。

項目名項目名項目名項目名 機能機能機能機能

詳細な印刷機能 詳細な印刷機能（小冊子）の有無を設定します。

PostScript 出力オプショ
ン

PostScript ファイルの出力形式を設定します。

PostScript エラーハンド
ラを送信

PostScript エラーが発生した場合、レポートをプリントする
か、しないかを設定します。

左右反転印刷 左右反転してプリントします。

PostScript Pass through アプリケーションが GDI を利用せずに直接プリントすること
を許可します。
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デバイスの設定タブデバイスの設定タブデバイスの設定タブデバイスの設定タブ

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
Windows 2000/XP/NT 4.0/Server 2003 でデバイスの設定タブを表示
させる場合は、インストールしたプリンタのアイコンを右クリック
して「プロパティ」をクリックします。

項目名項目名項目名項目名 機能機能機能機能

フォント代替表 TrueType フォントをプリンタフォントに置換える対応を設
定します。

利用可能な PostScript メ
モリ

利用可能な PostScript メモリサイズを設定します。

出力プロトコル プリンタに送信するプロトコルを設定します。

ジョブの前に CTRL-D を
送信

プリント前にプリンタをリセットするかどうかを設定しま
す。

ジョブの後に CTRL-D を
送信

プリント後にプリンタをリセットするかどうかを設定しま
す。

グレーテキストを
PostScript グレーに変換
する

ドキュメント内にグレーテキストがあった場合に、
PostScript グレーに変換するか、しないかを設定します。

グレーグラフィックスを
PostScript グレーに変換
する

ドキュメント内にグレーの画像があった場合に、PostScript
グレーに変換するか、しないかを設定します。

欧州通貨記号を
PostScript フォントに追
加する

ドキュメント内に欧州通貨記号があった場合に、PostScript
フォントに追加するか、しないかを設定します。

ジョブタイムアウト 送信したジョブのプリントが設定した時間内に完了しない場
合、プリンタはプリントを中止します。

印刷待ちタイムアウト ジョブの送信を開始してから、設定した時間内にプリンタが
データを受信できない場合、プリンタはプリントを中止しま
す。

アウトラインとしてダウ
ンロードする下限フォン
トサイズ

TrueType フォントをアウトラインフォントとしてダウン
ロードする場合の、 小のフォントサイズ（ピクセル単位）
を指定します。 小の設定より小さいフォントは、ビット
マップフォントとしてダウンロードされます。

ビットマップとしてダウ
ンロードする上限フォン
トサイズ

TrueType フォントをビットマップフォントとしてダウン
ロードする場合の、 大のフォントサイズ（ピクセル単位）
を指定します。 大の設定より大きいフォントは、アウトラ
インフォントとしてダウンロードされます。
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オプションタブオプションタブオプションタブオプションタブ

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
Windows 2000/XP/NT 4.0/Server 2003 で装置情報タブを表示させる
場合は、インストールしたプリンタのアイコンを右クリックして

「プロパティ」をクリックします。

［オプション情報取得］の機能は、本機と通信可能な状態で接続され
ていないと利用できません。

初期設定タブ初期設定タブ初期設定タブ初期設定タブ

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
Windows 2000/XP/NT 4.0/Server 2003 で初期設定タブを表示させる
場合は、インストールしたプリンタのアイコンを右クリックして

「プロパティ」をクリックします。

項目名項目名項目名項目名 機能機能機能機能

オプション 本機に装着されているオプションを設定します。

オプション情報取得 本機と通信し、オプション装着の状態を読取ります。

PageScope Web 
Connection

PageScope Web Connection を起動します。

項目名項目名項目名項目名 機能機能機能機能

禁則発生時に確認メッ
セージを表示する

プリンタドライバで、同時に設定できない機能を有効にした
場合にメッセージを表示します。

サーバプロパティ用紙を
使用する

［サーバのプロパティ］で追加登録した用紙を使用します。
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6.2 セットアップタブセットアップタブセットアップタブセットアップタブの設定の設定の設定の設定

用紙サイズに合わせてプリントする用紙サイズに合わせてプリントする用紙サイズに合わせてプリントする用紙サイズに合わせてプリントする

作成した文書を、プリント時に出力用紙に合わせて拡大／ 縮小できま
す。

1 「セットアップ」タブをクリックします。

2 「原稿サイズ」と「出力サイズ」を選択します。

❍ ズームボックスで拡大・縮小率を指定することもできます。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
用紙サイズが定形以外のサイズの場合は、不定形サイズを登録して
から選択してください。

プリンタドライバで各定形用紙の「W」を選択すると、データをセ
ンタリングしてプリントできます。
例えば、A4 サイズのデータを作成し、A3 サイズの用紙にセンタリ
ングしてプリントしたい場合は、プリンタドライバで用紙サイズに

「A4W」を、給紙トレイに「トレイ 1」または「手差し」を指定しま
す。
プリントするときは、プリンタドライバで指定した本体のトレイ

（「トレイ 1 」または「手差し」）に A3 サイズの用紙をセットし、操
作パネルの［基本設定画面（用紙）］－［選択トレイの設定変更］－

［ワイド紙］で次の設置を行います。
・「A4W」を選択
・［サイズ変更］で A3 サイズ（420.0 × 297.0）を入力
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不定形サイズを設定する不定形サイズを設定する不定形サイズを設定する不定形サイズを設定する

不定形サイズを選択するときは、あらかじめ、以下の操作で不定形サイ
ズを登録します。

1 「原稿サイズ」または「出力サイズ」から「不定形サイズ」を選択し
ます。

「不定形サイズ設定」ダイアログボックスが表示されます。

2 以下の項目を設定します。

❍ サイズ：不定形サイズの幅、長さを単位に合わせて設定します。

3 ［OK］をクリックします。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
長尺紙を利用する場合は、長尺紙のサイズを不定形サイズで指
定します。詳しくは、「長尺紙プリント機能」（p. 10-122）をご
らんください。

出力方法を選択する出力方法を選択する出力方法を選択する出力方法を選択する

直接プリントするだけでなく、プリント時にパスワードを必要とする
「機密プリント」や、ドキュメントフォルダに保存する「ボックス保存」
などが選択できます。

1 「セットアップ」タブをクリックします。
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2 「出力方法」のドロップダウンリストで、出力方式を選択します。

機密プリントの場合

「機密プリント」を選択すると、ID とパスワードを入力する画面が表示
されるので、ID とパスワードを入力します。

✎
ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）
プリントする場合は、本体の操作パネルのボックス機能で「機密文
書」を指定し、ID とパスワードを入力します。詳しくは、「プリン
トジョブ管理」（p. 10-107）をごらんください。本機のボックス機
能については、「ユーザーズガイド ボックス機能編」をごらんくだ
さい。

本機側でパスワード規約が ON の場合、機密プリントで使用可能な
パスワードに制限があり、パスワード規約を満たさないパスワード
を入力するとジョブが消去されます。パスワード規約については、

「ユーザーズガイド コピー機能編」をごらんください。

通常印刷： すぐにプリントされます。

機密プリント： プリント文書を本機の「機密文書ボックス」
に保存します。プリントするときに本機の
操作パネルで ID とパスワード入力が必要に
なります。機密性の高い文書をプリントす
る場合に選択します。（ 大 100 文書）

ボックス保存： プリント文書を本機のドキュメントフォル
ダに保存します。

ボックス保存＆
印刷：

ドキュメントフォルダに保存すると同時に
プリントもします。

確認プリント： 文書が 1 部出力されたあと、本機が一時停
止します。大量部数印刷のミスプリントを
防ぎたい場合に選択します。
C450 6-9



PostScript ドライバの設定（Windows） 6

ボックス保存の場合

「ボックス保存」または「ボックス保存＆印刷」を選択すると、ファイ
ル名とボックス番号を入力する画面が表示されるので、保存するファイ
ル名とボックス番号を設定します。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
本機のボックス機能については、「ユーザーズガイド  ボックス機能
編」をごらんください。
本機側でパスワード規約が ON の場合は、本機側で作成してある
ボックスを指定してください。

確認プリントの場合

プリントを実行すると、文書が 1 部出力されたあと、本機が一時停止し
ます。残りのプリント分は本機のジョブとして蓄積されます。複数部数
を指定したときなど、結果を確認してから残部のプリントを実行できま
す。

✎
ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）
プリントする場合は、本体の操作パネルのジョブ機能で文書を指定
します。詳しくは、「プリントジョブ管理」（p. 10-107）をごらんく
ださい。
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ユーザ認証を設定するユーザ認証を設定するユーザ認証を設定するユーザ認証を設定する

本機で認証モードが設定されている場合にユーザ名とパスワードを入力
します。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
本機側の「認証モード」で有効ではないユーザ名やパスワードを入
力してプリントしたり、または「認証」にチェックしないでプリン
トした場合は、本機で認証されずにジョブが破棄されます。
本機のユーザ認証が設定され、認証操作禁止機能がモード 2 の場
合、認証情報が正しく入力されていない場合は、該当するユーザが
ロックされアクセスができなくなる場合があります。

1 「セットアップ」タブをクリックします。

2 ［認証 / 部門管理］をクリックします。

3 「認証」のチェックボックスを ON にし、ユーザ名とパスワードを入
力します。
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✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
本機でパブリックユーザが許可されている場合は、パブリックユー
ザで利用できます。

登録ユーザであっても、プリントが許可されていない場合はプリン
トできません。ユーザ認証については、本機の管理者にお問合わせ
ください。

部門管理を設定する部門管理を設定する部門管理を設定する部門管理を設定する

本機で部門管理が有効になっている場合に部門名とパスワードを入力し
ます。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）

本機側の「部門管理機能」で有効ではない部門名やパスワード
を入力してプリントしたり、または「部門管理」にチェックし
ないでプリントした場合は、本機で認証されずにジョブが破棄
されます。
本機の部門認証が設定され、認証操作禁止機能がモード 2 の場
合、認証情報が正しく入力されていない場合は、該当する部門
がロックされアクセスができなくなる場合があります。

1 「セットアップ」タブをクリックします。

2 ［認証 / 部門管理］をクリックします。
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3 「部門管理」のチェックボックスを ON にし、部門名とパスワードを

入力します。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
登録部門であっても、プリントが許可されていない場合はプリント
できません。

部門管理については、本機の管理者にお問合わせください。
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6.3 レイアウトタブの設定レイアウトタブの設定レイアウトタブの設定レイアウトタブの設定

ページ割付（ページ割付（ページ割付（ページ割付（N in 1）印刷を行う）印刷を行う）印刷を行う）印刷を行う

複数ページの文書を 1 枚の用紙にプリントします。プリント後に 2 つ折
りにすると、小冊子のように仕上がる「小冊子」機能も設定できます。

1 「レイアウト」タブをクリックします。

2 「ページ割付」のドロップダウンリストで、1 枚の用紙にプリントす
るページ数を選択します。

「境界線」や「プリント順序」を変更するときは、［ページ割付詳細］
をクリックし、表示されるダイアログボックスで設定します。
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✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
1 つのプリントジョブ内にサイズや方向が異なるページが含まれる
文書をプリントすると、画像が欠損したり、画像が重なったりする
場合があります。

両面印刷を行う両面印刷を行う両面印刷を行う両面印刷を行う

文書を、用紙の両面にプリントできます。複数ページの文書をとじる場
合に便利です。

1 「レイアウト」タブをクリックします。

2 「印刷面」のドロップダウンリストで、「両面」を選択します。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）

「とじ位置」のドロップダウンリストで、とじ方向を指定できます。

とじしろを設定するとじしろを設定するとじしろを設定するとじしろを設定する

文書に、とじしろを付けてプリントします。

1 「レイアウト」タブをクリックします。

2 「とじ位置」のドロップダウンリストでとじしろの位置を選択しま
す。
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ステープルを行うステープルを行うステープルを行うステープルを行う

複数ページの文書を、ステープルでとじます。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
ステープル機能は、オプションのフィニッシャー FS-507 または
FS-603 が装着されている場合のみ使用可能となります。

1 「レイアウト」タブをクリックします。

2 「ステープル」のドロップダウンリストでステープルの数を指定しま
す。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）

「とじ位置」の設定により、選択できるステープルの位置が異なりま
す。

中とじを行う中とじを行う中とじを行う中とじを行う

文書の中とじ、折り加工を設定します。

1 「レイアウト」タブをクリックします。

2 「中とじ」のドロップダウンリストで中とじを指定します。

3 折目の部分にプリントを行わない場合は「折目消し」を ON にしま
す。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
中とじ機能は、オプションのフィニッシャー FS-603 が装着され
ている場合のみ使用可能となります。
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パンチを行うパンチを行うパンチを行うパンチを行う

プリントした文書にパンチ穴を開けます。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
パンチ機能は、オプションのフィニッシャー FS-507 または FS-603
が装着されている場合のみ使用可能となります。さらに、FS-603 の
場合は、パンチキットが装着されている必要があります。

1 「レイアウト」タブをクリックします。

2 「パンチ穴」のドロップダウンリストでパンチの数を 2 穴に指定しま
す。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）

「とじ位置」の設定により、パンチ位置が異なります。
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6.4 ページ単位設定タブページ単位設定タブページ単位設定タブページ単位設定タブの設定の設定の設定の設定

オモテ表紙／ウラ表紙を付けてプリントするオモテ表紙／ウラ表紙を付けてプリントするオモテ表紙／ウラ表紙を付けてプリントするオモテ表紙／ウラ表紙を付けてプリントする

1 「ページ単位設定」タブをクリックします。

2 「オモテ表紙」や「ウラ表紙」のドロップダウンリストで印刷条件を
指定します。

プリントする場合は「印刷」を、用紙のみ付ける場合は「白紙」を
選択します。

3 「オモテ表紙」や「ウラ表紙」として使用する用紙がセットされた給
紙トレイを選択します。
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6.5 ウォーターマークタブウォーターマークタブウォーターマークタブウォーターマークタブの設定の設定の設定の設定

ウォーターマークをプリントするウォーターマークをプリントするウォーターマークをプリントするウォーターマークをプリントする

特定の文字をウォーターマークとして、文書の背景にプリントします。

1 「ウォーターマーク」タブをクリックします。

2 リストでプリントしたいウォーターマークを選択します。

3 条件を設定します。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）

「ページ割付」で「小冊子」を指定しているときは、ウォーターマー
クはプリントされません。

透過： 文字の網パターンの背景を透過でプリント
する。

1 ページ目のみ： 1 ページ目のみプリントする。

繰り返し： ページ内にウォーターマークを繰り返しプ
リントします。
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ウォーターマークの編集ウォーターマークの編集ウォーターマークの編集ウォーターマークの編集

ウォーターマークの書体や位置を変更したり、新規にウォーターマーク
を登録できます。

1 「ウォーターマーク」タブをクリックします。

2 作成する場合は［新規］をクリックします。

変更する場合は、ウォーターマークを選択してから［編集］をク
リックします。

3 各項目を設定します。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）

「共有」は、管理者のみ選択できます。

ウォーターマーク
名：

ウォーターマークの登録名を入力します。

ウォーターマークテ
キスト：

ウォーターマークの文字を入力します。

フォント設定： フォントやサイズ、スタイル、文字の角度、
カラー、囲みを設定します。

位置： 右側と下側のスクロールバーでウォーター
マークの位置を設定します。

共有： ウォーターマークを他のユーザと共有する
かどうかを指定します。
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6.6 画像品質タブ画像品質タブ画像品質タブ画像品質タブの設定の設定の設定の設定

画質を調整する画質を調整する画質を調整する画質を調整する

1 「画像品質」タブをクリックします。

2 各項目を設定します。

フォントの設定フォントの設定フォントの設定フォントの設定

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

1 ［フォント設定］をクリックします。

原稿種類 原稿内容を設定します。原稿に適した画質でプリントできま
す。
文書：文字の多い文書に適した処理です。
写真：写真に適した処理です。
DTP：DTP で作成した文書に適した処理です。
WEB：WEB ページのプリントに適した処理です。
CAD：CAD データのプリントに適した処理です。

カラー選択 プリントする色を設定します。
カラー：カラーでプリントします。
グレースケール：グレースケールでプリントします。

画質調整 詳細調整：文字や写真、図表など、原稿内容ごとに画質を調
整します。

光沢モード 光沢効果を加えてプリントします。
C450 6-21



PostScript ドライバの設定（Windows） 6

2 各項目を設定します。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
プリンタフォントを使うとプリント時間は少なくてすみますが、画
面の表示とプリント結果に差が出ることがあります。

「ダウンロードフォント」は、TrueType フォントを使用する場合に、
プリンタにダウンロードするフォントのタイプを選択します。

フォントの置換えリストは、「デバイスの設定」タブで設定します。

ダウンロードフォン
ト：

プリンタフォントを使用せず、TrueType
フォントをダウンロードする場合に、
TrueType フォントのタイプを選択します。

プリンタフォントを
使用する：

プリンタフォントの置換え設定を有効にす
る場合にチェックをつけます。有効にする
と、置換え対象の TrueType フォントはプ
リンタにダウンロードされません。
C450 6-22



PostScript ドライバの設定（Windows） 6
6.7 オプションオプションオプションオプションの設定の設定の設定の設定

本機に装着されているオプションをプリンタドライバから使用可能にし
ます。

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

1 Windows 2000/NT 4.0 の場合は、［スタート］をクリックし、「設定」
－「プリンタ」をクリックします。

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

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）

［スタート］メニューに「プリンタと FAX」が表示されていない
場合は、［スタート］メニューから［コントロールパネル］を開
き、「プリンタとその他のハードウェア」を選び、さらに「プリ
ンタと FAX」を選びます。
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2 インストールしたプリンタのアイコンを右クリックして「プロパ

ティ」をクリックします。

3 「オプション」タブをクリックします。

4 リストでオプションを選択し、下のドロップダウンリストで装着状
態を設定します。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
本機に接続している状態で［オプション情報取得］をクリックする
と、装着オプションが自動的に検出され、「オプション」リストに登
録されます（本機側で SNMP 設定が「使用する」で、さらに SNMP 
v1/v2c（IP）設定がチェックされている場合のみ利用できます）。
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6.8 ドライバ設定を保存するドライバ設定を保存するドライバ設定を保存するドライバ設定を保存する

PostScript ドライバでは、変更したドライバの設定値を保存し、必要に
応じて呼び出せます。

ドライバの設定を保存するドライバの設定を保存するドライバの設定を保存するドライバの設定を保存する

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

2 ［保存］をクリックします。

3 「名称」（ファイル名）を入力します。
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4 必要に応じて「コメント」に説明などを入力します。

5 保存するドライバの設定を、他のユーザと共有するかどうかを指定
します。

6 ［OK］をクリックします。

設定内容がライブラリに登録されます。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
拡張子は「.ksf」になります。

設定は 25 件まで登録できます。

「共有」は、管理者のみ選択できます。

設定を呼び出すには設定を呼び出すには設定を呼び出すには設定を呼び出すには

プリンタドライバ画面の「かんたん設定」ドロップダウンリストで呼び
出す設定を選択します。
設定値が呼び出され、プリンタドライバの設定が変更されます。

設定を変更するには設定を変更するには設定を変更するには設定を変更するには

1 プリンタドライバの画面で［編集］をクリックします。

2 リストから、変更したい設定ファイルを選択し、項目を設定します。

削除する場合は、ここで［削除］をクリックします。

3 ［オプション］をクリックし、呼出す項目をチェックし、［OK］をク
リックします。

4 ［OK］をクリックします。
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7 PPD ドライバの設定（ドライバの設定（ドライバの設定（ドライバの設定（Windows））））

7.1 設定項目設定項目設定項目設定項目

用紙タブ用紙タブ用紙タブ用紙タブ

グラフィックスタブグラフィックスタブグラフィックスタブグラフィックスタブ

項目名項目名項目名項目名 機能機能機能機能

用紙サイズ 用紙サイズを設定します。

レイアウト ページ割付を設定します。

印刷の向き 用紙方向を設定します。

回転 用紙を回転します。

給紙方法 給紙トレイを選択します。

部数 プリントする部数を設定します。

詳細オプション 用紙の種類、排出装置を設定します。

項目名項目名項目名項目名 機能機能機能機能

解像度 プリント解像度を設定します。
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デバイスオプションデバイスオプションデバイスオプションデバイスオプション

「印刷」画面から［プロパティ］や［詳細設定］をクリックした場合は、
以下の固有機能が設定できます。

カラー制御 画面上の色と一致するように調整するかどうかを設定しま
す。

ハーフトーン ハーフトーンの線数と、パターンの角度を指定します。

その他 ネガイメージまたはミラーイメージで印刷します。

拡大／縮小 拡大／縮小率を指定します。

項目名項目名項目名項目名 機能機能機能機能

項目名項目名項目名項目名 機能機能機能機能

部単位 複数部数を、部数ごとプリントするかどうかを設定します。

仕分け 複数部数をプリントするときに、1 部ずつ位置をずらして排
出します。

とじ位置 とじ位置を設定します。

両面 両面印刷を設定します。

特殊モード 小冊子印刷を設定します。

ステープル ステープルを行います。

パンチ パンチを行います。

折り 折りを行います。

折目消し 折目の部分にプリントを行いません。

オモテ表紙 オモテ表紙を付けてプリントします。

オモテ表紙用トレイ オモテ表紙を給紙するトレイを選択します。

ウラ表紙 ウラ表紙を付けてプリントします。

ウラ表紙用トレイ ウラ表紙を給紙するトレイを選択します。

OHP 合紙 OHP フィルムに合紙を付けてプリントします。

OHP 合紙用トレイ OHP 合紙を給紙するトレイを選択します。

一時停止 文書が 1 部出力された後、一時停止して確認できる確認プリ
ントを指定します。

カラー選択 プリントする色をカラーまたはグレースケールに設定しま
す。

光沢モード 光沢効果を加えてプリントします。

原稿種類 原稿に適した画質でプリントします。

カラーマッチング（文字） 原稿内の文字のカラー画質を調整します。

グレー補償（文字） 原稿内の文字のグレー補償を ON/OFF します。

スクリーン（文字） 原稿内の文字のスクリーン処理を設定します。

カラーマッチング（写真） 原稿内の写真のカラー画質を調整します。
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「プリンタ」画面からプリンタのアイコンを右クリックして「プロパ
ティ」をクリックした場合は、以下のオプションも設定できます。

PostScript タブタブタブタブ

フォントタブフォントタブフォントタブフォントタブ

グレー補償（写真） 原稿内の写真のグレー補償を ON/OFF します。

スクリーン（写真） 原稿内の写真のスクリーン処理を設定します。

スムージング（写真） 原稿内の写真のスムージング処理を設定します。

カラー設定（図表グラフ） 原稿内の図表グラフのカラー画質を文字または写真のどちら
かの設定に合わせます。

スムージング（図表グラ
フ）

原稿内の図表グラフのスムージング処理を文字または写真の
どちらかの設定に合わせます。

項目名項目名項目名項目名 機能機能機能機能

項目名項目名項目名項目名 機能機能機能機能

利用できるプリンタメモ
リ

本機に装着されているメモリを設定します。

利用できるオプション 本機に装着されているオプションを設定します。

項目名項目名項目名項目名 機能機能機能機能

PostScript 出力形式 PostScript ファイルの出力形式を設定します。

PostScript ヘッダー ヘッダー情報をプリンタに送信するかどうかを指定します。

PostScript エラー情報を
印刷する

PostScript エラーレポートをプリントするか、しないかを設
定します。

PostScript タイムアウト
の値

タイムアウトの時間を設定します。

項目名項目名項目名項目名 機能機能機能機能

フォントにより、
TrueType フォントをプリ
ンタに送信する

フォント代替表で指定されたフォントをプリンタフォントで
プリントします。
フォント代替表は［テーブルの編集］で設定できます。

TrueType フォントの代わ
りに、常にプリンタフォ
ントを使う

すべてのフォントをプリンタフォントでプリントします。

常に TrueType フォント
を使う

プリンタフォントに置換えません。

フォントの送信方法 フォントの送信方法を設定します。
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7.2 用紙タブの設定用紙タブの設定用紙タブの設定用紙タブの設定

用紙タブでは、プリント時の向きや割付などのレイアウトを設定できま
す。

1 「用紙」タブをクリックします。

2 各項目を設定します。

用紙サイズ： 用紙サイズを設定します。

レイアウト： ページ割付（N in 1 印刷）を設定します。

印刷の向き： 用紙方向を設定します。

回転： 用紙を回転します。

給紙方法： 給紙トレイを選択します。

部数： プリントする部数を設定します。

詳細オプション： 用紙の種類、排出装置を設定します。
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7.3 デバイスオプションの設定デバイスオプションの設定デバイスオプションの設定デバイスオプションの設定

「デバイスオプション」画面では、フィニッシャーの機能や色調整など
高度な機能を設定できます。

1 「デバイスオプション」タブをクリックします。

2 各項目を選択し、「設定の変更」のドロップダウンリストで、機能を
選択します。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
設定できる項目および機能については、「設定項目」（p. 7-1）をご
らんください。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
ステープル機能は、オプションのフィニッシャー FS-507 または
FS-603 が装着されている場合のみ使用可能となります。
パンチ機能は、オプションのフィニッシャー FS-507 または FS-603
が装着されている場合のみ使用可能となります。さらに、FS-603 の
場合は、パンチキットが装着されている必要があります。

折り機能は、オプションのフィニッシャー FS-603 が装着されてい
る場合のみ使用可能となります。
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7.4 オプションの設定オプションの設定オプションの設定オプションの設定

本機に装着されているオプションをプリンタドライバから使用可能にし
ます。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
本機に装着されているオプションが「デバイスオプション」タブで
設定されていないと、機能を使用できません。オプションを装着し
ている場合は、必ず設定を行ってください。

1 Windows 98SE/Me の場合は、［スタート］をクリックし、「設定」－
「プリンタ」をクリックします。

2 インストールしたプリンタのアイコンを右クリックして「プロパ
ティ」をクリックします。

3 「デバイスオプション」タブをクリックします。

4 各項目を選択し、「設定の変更」のドロップダウンリストで、機能を
選択します。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
設定できる項目および機能については、「設定項目」（p. 7-1）をご
らんください。
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8 PPD ドライバの設定（ドライバの設定（ドライバの設定（ドライバの設定（OS 9.2））））

8.1 設定項目設定項目設定項目設定項目

本機の機能は、アプリケーションソフトウェアから呼び出す「用紙設
定」および「プリント」画面で設定します。

設定内容は、そのアプリケーションソフトウェアを使用している間だけ
適用されます。アプリケーションソフトウェアを終了すると、設定内容
は消えます。

「「「「用紙設定」画面用紙設定」画面用紙設定」画面用紙設定」画面

用紙設定の設定項目

メニューメニューメニューメニュー 項目名項目名項目名項目名 機能機能機能機能

ページ属性 用紙 用紙のサイズを設定します。

方向 用紙方向を設定します。

拡大縮小 拡大・縮小率を設定します。
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✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
アプリケーションソフトウェアによっては、「用紙設定」が「ページ
設定」と表示される場合もあります。また、「ファイル」メニューか
ら「用紙設定」－「オプション」と選択する場合もあります。

画面の内容は、アプリケーションソフトウェアによって異なります。

PostScript
オプション

横反転 左右を反転してプリントします。

縦反転 上下を反転してプリントします。

パターン反転 ネガ反転してプリントします。

フォント代用 一部のフォントをプリンタフォントに置換
えます。

滑らかな文字 テキストデータにスムージング処理をしま
す。

滑らかなグラフィッ
クス

グラフィックデータにスムージング処理を
します。

精密ビットマップア
ラインメント

グラフィックイメージの歪みを補正します。

ダウンロード可能
フォントの制限なし

ダウンロードするスクリーンフォントの制
限をなしにします。

カスタム用紙サイ
ズ

単位 設定単位を選択します。

用紙サイズ 目的の用紙サイズを設定します。

余白 用紙の余白を設定します。

カスタム用紙サイズ
の名前

設定した用紙サイズや余白の登録名を入力
し、［追加］をクリックします。

メニューメニューメニューメニュー 項目名項目名項目名項目名 機能機能機能機能
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「「「「プリント」画面プリント」画面プリント」画面プリント」画面

プリントの設定項目

メニューメニューメニューメニュー 項目名項目名項目名項目名 機能機能機能機能

一般設定 部数 プリントする部数を設定します。

丁合い 部数が複数の場合、1 部ずつプリントします。

ページ プリントするページ範囲を設定します。

給紙元 給紙するトレイを選択します。

カラーマッ
チング

カラー指定 プリントする色を設定します。

マッチングスタ
イル

カラーマッチングの方法を選択します。

プリンタ用プロ
ファイル

出力機器の色調整プロファイルを設定します。

バックグラ
ウンドプリ
ント

処理方法 バックグラウンド印刷を設定します。

プリント時刻 プリントの緊急度や時間指定をします。

ファイルと
して保存

フォーマット PostScript ファイルの出力形式を設定します。

PostScript レベ
ル

PostScript のレベルを設定します。

データフォー
マット

書類の保存形式を設定します。

フォントの保持 フォントデータをファイルに含めるかどうか設定します。

フォント設
定

フォント情報 フォントキーに情報を付加します。

フォントダウン
ロード

フォントをダウンロードする条件を設定します。
C450 8-3



PPD ドライバの設定（OS 9.2） 8
レイアウト ページ割り付け 1 枚の用紙にプリントするページ数を設定します。

レイアウト方向 ページの割付け順を設定します。

枠線 ページ間に境界線を設定します。

作業記録処
理

PostScript エ
ラーが起きた場
合

PostScript エラーレポートの条件を設定します。

作業記録 保存する作業記録の条件を設定します。

作業記録フォル
ダ

作業記録を保存するフォルダを設定します。

表紙 表紙のプリント 表紙を付けてプリントします。

表紙の給紙元 表紙を給紙するトレイを選択します。

Finishing 
Options1

仕分け 仕分けを設定します。

排紙トレイ 排紙トレイを選択します。

とじ位置 とじ位置を設定します。

両面 両面印刷を行います。

特殊モード 小冊子印刷を設定します。

ステープル ステープルを行います。

パンチ パンチを行います。

Finishing 
Options2

折り 折りを行います。

折目消し 折目の部分にプリントを行いません。

オモテ表紙 オモテ表紙を付けてプリントします。

オモテ表紙用ト
レイ

オモテ表紙を給紙するトレイを選択します。

ウラ表紙 ウラ表紙を付けてプリントします。

ウラ表紙用トレ
イ

ウラ表紙を給紙するトレイを選択します。

OHP 合紙 OHP フィルムに合紙を付けてプリントします。

Finishing 
Options3

OHP 合紙用ト
レイ

OHP 合紙を給紙するトレイを選択します。

一時停止 文書が 1 部出力された後、一時停止して確認できる確認
プリントを指定します。

解像度 プリント解像度を設定します。

カラー選択 プリントする色をカラーまたはグレースケールに設定し
ます。

光沢モード 光沢効果を加えてプリントします。

原稿種類 原稿に適した画質でプリントします。

カラーマッチン
グ（文字）

原稿内の文字のカラー画質を調整します。

メニューメニューメニューメニュー 項目名項目名項目名項目名 機能機能機能機能
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✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
画面の内容は、アプリケーションソフトウェアによって異なります。

Finishing
Options4

グレー補償（文
字）

原稿内の文字のグレー補償を ON/OFF します。

スクリーン（文
字）

原稿内の文字のスクリーン処理を設定します。

カラーマッチン
グ（写真）

原稿内の写真のカラー画質を調整します。

グレー補償（写
真）

原稿内の写真のグレー補償を ON/OFF します。

スクリーン（写
真）

原稿内の写真のスクリーン処理を設定します。

スムージング
（写真）

原稿内の写真のスムージング処理を設定します。

カラー設定（図
表グラフ）

原稿内の図表グラフのカラー画質を文字または写真のど
ちらかの設定に合わせます。

Finishing
Options5

スムージング
（図表グラフ）

原稿内の図表グラフのスムージング処理を文字または写
真のどちらかの設定に合わせます。

メニューメニューメニューメニュー 項目名項目名項目名項目名 機能機能機能機能
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8.2 用紙設定用紙設定用紙設定用紙設定

ページ属性（基本設定）ページ属性（基本設定）ページ属性（基本設定）ページ属性（基本設定）

1 ［ファイル］メニューの「用紙設定」（または「ページ設定」）を選択
します。

2 「ページ属性」を選択します。

3 各項目を設定します。

用紙： 用紙のサイズを設定します。

方向： 用紙方向を設定します。

拡大縮小： 拡大・縮小率を設定します。
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✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
製本の機能は「プリント」画面の「レイアウト」で設定できます。

カスタムページ設定カスタムページ設定カスタムページ設定カスタムページ設定

1 ［ファイル］メニューの「用紙設定」（または「ページ設定」）を選択
します。

2 「カスタム用紙サイズ」を選択します。

3 ［新規］をクリックします。

4 各項目を設定します。

5 ［OK］をクリックします。

カスタムページ設定が登録され、「ページ属性」の用紙で選択できる
ようになります。

用紙サイズ： 希望する用紙サイズを設定します。

余白： 用紙の余白を設定します。

カスタム用紙サイズ
の名前：

設定した用紙サイズや余白の登録名を入力
し、［OK］をクリックします。

単位： 設定単位を選択します。
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PostScript オプションオプションオプションオプション

1 ［ファイル］メニューの「用紙設定」（または「ページ設定」）を選択
します。

2 「PostScript オプション」を選択します。

3 各項目を設定します。

視覚効果： 「横反転」、「縦反転」、「パターン反転（ネガ
反転）」を選択します。

フォント代用： 一部のフォントをプリンタフォントに置換
えます。

滑らかな文字： テキストデータにスムージング処理をしま
す。

滑らかなグラフィッ
クス：

グラフィックデータにスムージング処理を
します。

精密ビットマップア
ライメント：

グラフィックイメージの歪みを補正します。

ダウンロード可能
フォントの制限な
し：

ダウンロードするスクリーンフォントの制
限をなしにします。
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8.3 プリントプリントプリントプリント

一般設定（基本設定）一般設定（基本設定）一般設定（基本設定）一般設定（基本設定）

1 ［ファイル］メニューの「プリント」を選択します。

2 「一般設定」を選択します。

3 各項目を設定します。

部数： プリントする部数を設定します。

丁合い： 部数が複数の場合、1 部ずつプリントします。

ページ： プリントするページ範囲を設定します。

給紙元： 給紙するトレイを選択します。
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レイアウト（ページ割付）レイアウト（ページ割付）レイアウト（ページ割付）レイアウト（ページ割付）

複数ページを 1 枚の用紙に割付けるときに設定します。

1 ［ファイル］メニューの「プリント」を選択します。

2 「レイアウト」を選択します。

3 各項目を設定します。

ページ割り付け： 1 枚の用紙にプリントするページ数を設定
します。

レイアウト方向： ページの割付け順を設定します。

枠線： ページ間に境界線を設定します。
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プリンタ固有機能（プリンタ固有機能（プリンタ固有機能（プリンタ固有機能（Finishing Option 1 ～～～～ 5））））

プリンタ固有の機能を設定します。ステープルやパンチなど本機の機能
を利用するときに設定します。

1 ［ファイル］メニューの「プリント」を選択します。

2 「Finishing Option 1 ～ 5」を選択します。

3 各項目を設定します。

仕分け： 仕分けを設定します。

排紙トレイ： 排紙トレイを選択します。

とじ位置： とじ位置を設定します。

両面： 両面印刷を行います。

特殊モード： 小冊子印刷を設定します。

ステープル： ステープルを行います。

パンチ： パンチを行います。

折り： 折りを行います。

折目消し： 折目の部分にプリントを行いません。

オモテ表紙： オモテ表紙を付けてプリントします。

オモテ表紙用トレ
イ：

オモテ表紙を給紙するトレイを選択します。

ウラ表紙： ウラ表紙を付けてプリントします。

ウラ表紙用トレイ： ウラ表紙を給紙するトレイを選択します。

OHP 合紙： OHP フィルムに合紙を付けてプリントしま
す。

OHP 合紙用トレイ： OHP 合紙を給紙するトレイを選択します。

一時停止： 文書が 1 部出力された後、一時停止して確
認できる確認プリントを指定します。

解像度： 解像度を設定します。

カラー選択 プリントする色をカラーまたはグレース
ケールに設定します。

光沢モード： 光沢効果を加えてプリントします。

原稿種類： 原稿に適した画質でプリントします。

カラーマッチング
（文字）：

原稿内の文字のカラー画質を調整します。
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グレー補償
（文字）：

原稿内の文字のグレー補償を ON/OFF しま
す。

スクリーン
（文字）：

原稿内の文字のスクリーン処理を設定しま
す。

カラーマッチング
（写真）：

原稿内の写真のカラー画質を調整します。

グレー補償
（写真）：

原稿内の写真のグレー補償を ON/OFF しま
す。

スクリーン
（写真）：

原稿内の写真のスクリーン処理を設定しま
す。

スムージング
（写真）：

原稿内の写真のスムージング処理を設定し
ます。

カラー設定
（図表グラフ）：

原稿内の図表グラフのカラー画質を文字ま
たは写真のどちらかの設定に合わせます。

スムージング
（図表グラフ）：

原稿内の図表グラフのスムージング処理を
文字または写真のどちらかの設定に合わせ
ます。
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✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
ステープル機能は、オプションのフィニッシャー FS-507 または
FS-603 が装着されている場合のみ使用可能となります。

パンチ機能は、オプションのフィニッシャー FS-507 または FS-603
が装着されている場合のみ使用可能となります。さらに、FS-603 の
場合は、パンチキットが装着されている必要があります。

折り機能は、オプションのフィニッシャー FS-603 が装着されてい
る場合のみ使用可能となります。
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8.4 オプションの設定オプションの設定オプションの設定オプションの設定

本機に装着されているオプションをプリンタドライバから使用可能にし
ます。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
本機に装着されているオプションが「追加オプションの設定」で設
定されていないと、オプションの機能を使用できません。オプショ
ンを装着している場合は、必ず設定を行ってください。

1 「アップルメニュー」の「セレクタ」を選択します。

2 プリンタ名を選択します。

3 ［再設定］をクリックします。

4 ［構成］をクリックします。

追加オプションの設定画面が表示されます。

5 本機に装着しているオプションを設定します。

6 ［OK］をクリックします。

「セレクタ」画面にもどります。

7 「セレクタ」画面を閉じます。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
オプションの設定は、 初にプリンタドライバを選択したときには、
自動的に表示します。詳しくは、「プリンタの選択」（p. 2-20）をご
らんください。
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9 PPD ドライバの設定（ドライバの設定（ドライバの設定（ドライバの設定（OS X））））

9.1 設定項目設定項目設定項目設定項目

本機の機能は、アプリケーションソフトウェアから呼び出す「ページ設
定」および「プリント」画面で設定します。

設定内容は、そのアプリケーションソフトウェアを使用している間だけ
適用されます。アプリケーションソフトウェアを終了すると、設定内容
はクリアされます。

「「「「ページ設定」画面ページ設定」画面ページ設定」画面ページ設定」画面

ページ設定の設定項目

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
アプリケーションソフトウェアによっては、「ページ設定」が「用紙
設定」と表示される場合もあります。また、「ファイル」メニューか
ら「用紙設定」－「オプション」と選択する場合もあります。

画面の内容は、アプリケーションソフトウェアによって異なります。

設定メニュー設定メニュー設定メニュー設定メニュー 項目名項目名項目名項目名 機能機能機能機能

ページ属性 用紙サイズ 用紙のサイズを設定します。

方向 用紙方向を設定します。

拡大縮小 拡大・縮小率を設定します。

カスタム用紙サイ
ズ

用紙サイズ（ページサイズ） 目的の用紙サイズを設定します。

プリンタの余白 用紙の余白を設定します。
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「カスタム用紙サイズ」の設定は、OS 10.4 の場合、用紙サイズの一
覧から「カスタムサイズを管理」を選択します。

「「「「プリント」画面プリント」画面プリント」画面プリント」画面

プリントの設定項目

メニューメニューメニューメニュー 項目名項目名項目名項目名 機能機能機能機能

印刷部数と印
刷ページ

部数 プリントする部数を設定します。

丁合い 部数が複数の場合、1 部ずつプリントします。

ページ プリントするページ範囲を設定します。

レイアウト ページ数／枚 1 枚の用紙にプリントするページ数を設定しま
す。

レイアウト方向 ページの割付け順を設定します。

枠線（境界線） ページ間に境界線を設定します。

出力オプショ
ン *2

ファイルとして保存 ファイルに出力します。

フォーマット ファイルに出力する場合のフォーマットを設定
します。

スケジューラ
*1

書類をプリント プリントの時間指定をします。

優先順位 プリントの緊急度を設定します。

用紙処理 *1 ページの順序を逆に
する（ページの順序）

ページの順序を逆にプリントします。

プリント プリントするページを選択します。

出力用紙サイズ *3 出力用紙サイズを設定します。

ColorSync*1 カラー変換 色変換の方法を設定します。

Quartz フィルタ プリントする色を設定します。
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表紙 *1 表紙をプリント 表紙を付けるかどうか設定します。

表紙のタイプ 表紙にプリントする「社外秘」などのコメント
を選択します。

課金情報 課金計算用に使用するユーザ情報を入力します。

エラー処理 PostScript エラー PostScript エラーが発生した場合、レポートをプ
リントするか、しないかを設定します。

トレイの切り替え 給紙するトレイを切り替えます（本機では変更
できません）。

給紙 全体 給紙するトレイを選択します。

先頭ページのみ 給紙するトレイを選択します。

残りのページ 給紙するトレイを選択します。

画像品質 解像度 解像度を設定します（本機では変更できませ
ん）。

カラー選択 プリントする色を選択します。

光沢モード 光沢効果を加えてプリントします。

原稿種類 原稿に適した画質でプリントします。

カラーマッチング
（文字）

原稿内の文字のカラー画質を調整します。

グレー補償（文字） 原稿内の文字のグレー補償を ON/OFF します。

スクリーン（文字） 原稿内の文字のスクリーン処理を設定します。

カラーマッチング
（写真）

原稿内の写真のカラー画質を調整します。

グレー補償（写真） 原稿内の写真のグレー補償を ON/OFF します。

スクリーン（写真） 原稿内の写真のスクリーン処理を設定します。

スムージング（写真） 原稿内の写真のスムージング処理を設定します。

カラー設定（図表グ
ラフ）

原稿内の図表グラフのカラー画質を文字または
写真のどちらかの設定に合わせます。

スムージング（図表
グラフ）

原稿内の図表グラフのスムージング処理を文字
または写真のどちらかの設定に合わせます。

メニューメニューメニューメニュー 項目名項目名項目名項目名 機能機能機能機能
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✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
画面の内容は、アプリケーションソフトウェアによって異なります。

*1 の項目は、OS 10.3 、10.4 で表示されます。
*2 の項目は、OS 10.3 でのみ表示されます。
*3 の項目は、OS 10.4 でのみ表示されます。

出力設定 ソート 複数部数をプリントするときに、1 部ずつプリン
トします。

仕分け 仕分けを設定します。

両面 両面印刷を行います。

排紙トレイ 排紙トレイを選択します。

とじ位置 とじ位置を設定します。

特殊モード 小冊子印刷を設定します。

ステープル ステープルを行います。

パンチ穴 パンチを行います。

折り 折りを行います。

折目消し 折目の部分にプリントを行いません。

セットアップ 用紙種類 用紙種類を選択します。

オモテ表紙 オモテ表紙を付けてプリントします。

オモテ表紙用トレイ オモテ表紙を給紙するトレイを選択します。

ウラ表紙 ウラ表紙を付けてプリントします。

ウラ表紙用トレイ ウラ表紙を給紙するトレイを選択します。

OHP 合紙 OHP フィルムに合紙を付けてプリントします。

OHP 合紙用トレイ OHP 合紙を給紙するトレイを選択します。

セキュリティ 出力方法 「機密プリント」や「ボックス保存」など出力方
法を設定します。

機密プリント 「機密プリント」の場合のユーザ ID やパスワー
ドを設定します。

ボックス保存設定 「ボックス保存」の場合のファイル名やボックス
名を設定します。

認証設定 ユーザ認証を行う場合にチェックし、ユーザ名
やパスワードを設定します。

部門管理 部門管理を行う場合にチェックし、管理部門名
とパスワードを設定します。

メニューメニューメニューメニュー 項目名項目名項目名項目名 機能機能機能機能
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9.2 ページ設定ページ設定ページ設定ページ設定

ページ属性（基本設定）ページ属性（基本設定）ページ属性（基本設定）ページ属性（基本設定）

1 ［ファイル］メニューの「ページ設定」（または「用紙設定」）を選択
します。

2 「ページ属性」を選択します。

3 各項目を設定します。

用紙サイズ： 用紙のサイズを設定します。

方向： 用紙方向を設定します。

拡大縮小： 拡大・縮小率を設定します。
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✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
用紙サイズが定形以外のサイズの場合は、カスタム用紙サイズを登
録してから選択してください。

プリンタドライバで各定形用紙の「W」を選択すると、データをセ
ンタリングしてプリントできます。
例えば、A4 サイズのデータを作成し、A3 サイズの用紙にセンタリ
ングしてプリントしたい場合は、プリンタドライバで用紙サイズに

「A4W」を、給紙トレイに「トレイ 1」または「手差し」を指定しま
す。
プリントするときは、プリンタドライバで指定した本体のトレイ

（「トレイ 1 」または「手差し」）に A3 サイズの用紙をセットし、操
作パネルの［基本設定画面（用紙）］－［選択トレイの設定変更］－

［ワイド紙］で次の設置を行います。
・「A4W」を選択
・［サイズ変更］で A3 サイズ（420.0 × 297.0）を入力

カスタム用紙サイズカスタム用紙サイズカスタム用紙サイズカスタム用紙サイズ

1 ［ファイル］メニューの「ページ設定」（または「用紙設定」）を選択
します。

2 OS 10.3 の場合は、「設定」から「カスタム用紙サイズ」を選択しま
す。
OS 10.4 の場合は、用紙サイズの一覧から「カスタムサイズを管理」
を選択します。

3 ［新規］（OS 10.3）または［+］（OS 10.4）をクリックします。

4 用紙サイズの名称を入力します。
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5 各項目を設定します。

6 OS 10.3 の場合は、［保存］をクリックします。
OS 10.4 の場合は、手順 7 に進みます。

7 ［OK］をクリックします。

カスタム用紙サイズが登録され、「ページ属性」の用紙サイズで選択
できるようになります。

用紙サイズ（ページ
サイズ）：

目的の用紙サイズを設定します。

プリンタの余白： 用紙の余白を設定します。
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9.3 プリントプリントプリントプリント

一般設定（基本設定）一般設定（基本設定）一般設定（基本設定）一般設定（基本設定）

1 ［ファイル］メニューの「プリント」を選択します。

2 「印刷部数と印刷ページ」を選択します。

3 各項目を設定します。

部数： プリントする部数を設定します。

丁合い： 部数が複数の場合、1 部ずつプリントしま
す。

ページ： プリントするページ範囲を設定します。
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レイアウト（レイアウト（レイアウト（レイアウト（ページ割付）ページ割付）ページ割付）ページ割付）

複数ページを 1 枚の用紙に割付けます。

1 ［ファイル］メニューの「プリント」を選択します。

2 「レイアウト」を選択します。

3 各項目を設定します。

ページ数／枚： 1 枚の用紙にプリントするページ数を設定
します。

レイアウト方向： ページの割付け順を設定します。

枠線（または境界
線）：

ページ間に境界線を設定します。
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給紙給紙給紙給紙

プリントする給紙トレイを指定します。

1 ［ファイル］メニューの「プリント」を選択します。

2 「給紙」を選択します。

3 各項目を設定します。

全体： 全ページをプリントする給紙トレイを選択
します。

先頭ページのみ： 先頭ページをプリントする給紙トレイを選
択します。

残りのページ： 2 ページ目以降をプリントする給紙トレイ
を選択します。
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セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ

直接プリントするだけでなく、プリント時にパスワードを必要とする
「機密プリント」や、ドキュメントフォルダに保存する「ボックス保
存」、複数部プリント時に 1 部目で一時停止する「確認プリント」、ユー
ザ認証の必要な「認証設定」、プリント枚数を管理する「部門管理設定」
などが選択できます。

1 ［ファイル］メニューの「プリント」を選択します。

2 「セキュリティ」を選択します。

3 各項目を設定します。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
本機側の「認証モード」で有効ではないユーザ名やパスワードを入
力してプリントした、または「認証設定」にチェックしないでプリ
ントした場合は、本機で認証されずにジョブが破棄されます。

本機側の「部門管理機能」で有効ではない部門名やパスワードを入
力してプリントした、または「部門管理」にチェックしないでプリ
ントした場合は、本機で認証されずにジョブが破棄されます。

出力方法： 「機密プリント」「ボックス保存」などの条
件を選択します。

機密プリント： 「出力方法」で「機密プリント」を選んだ場
合に ID とパスワードを入力します。ID と
パスワードは、プリントするときに本機の
操作パネルで入力します。（ 大 100 文書）

ボックス保存設定： 「出力方法」で「ボックス保存」または
「ボックス保存＆印刷」を選んだ場合にファ
イル名とボックス番号を入力します。
本機側でパスワード規約が ON の場合は、
本機側で作成してあるボックスを指定して
ください。

認証設定： 本機で認証モードが設定されている場合に
チェックボックスを ON にし、ユーザ名と
パスワードを入力します。パブリックユー
ザが許可されている場合は、パブリック
ユーザで利用できます。

部門管理： 本機で部門管理が有効になっている場合に
チェックボックスを ON にし、部門名とパ
スワードを入力します。
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本機のユーザ認証または、部門認証が設定され、認証操作禁止機能
がモード 2 の場合、認証情報が正しく入力されていない場合は、該
当するユーザもしくは部門がロックされアクセスができなくなる場
合があります。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
本体でパブリックユーザが許可されている場合は、パブリックユー
ザで利用できます。

登録ユーザや登録部門であっても、プリントが許可されていない場
合はプリントできません。

ユーザ認証や部門管理については、本機の管理者にお問合わせくだ
さい。

✎
ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）
確認プリントや機密プリントの文書をプリントする場合は、本体の
操作パネルで操作します。詳しくは、「プリントジョブ管理」

（p. 10-107）をごらんください。

本機のボックス機能については、「ユーザーズガイド ボックス機能
編」をごらんください。

本機側でパスワード規約が ON の場合、機密プリントで使用可能な
パスワードに制限があり、パスワード規約を満たさないパスワード
を入力するとジョブが消去されます。パスワード規約については、

「ユーザーズガイド コピー機能編」をごらんください。
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出力設定出力設定出力設定出力設定

ステープルやパンチなど本機のフィニッシャー機能を利用するときに設
定します。

1 ［ファイル］メニューの「プリント」を選択します。

2 「出力設定」を選択します。

3 各項目を設定します。

ソート： 複数部数をプリントするときに、1 部ずつ
プリントします。

仕分け： 仕分けを設定します。

両面： 両面印刷を行います。

排紙トレイ： 排紙トレイを選択します。

とじ位置： とじ位置を設定します。

特殊モード： 小冊子印刷を設定します。

ステープル： ステープルを行います。

パンチ穴： パンチを行います。

折り： 折りを行います。特殊モードの「小冊子」
と組み合わせて使用します。

折目消し： 折目の部分にプリントを行いません。
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✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
ステープル機能は、オプションのフィニッシャー FS-507 または
FS-603 が装着されている場合のみ使用可能となります。

パンチ機能は、オプションのフィニッシャー FS-507 または FS-603
が装着されている場合のみ使用可能となります。さらに、FS-603 の
場合は、パンチキットが装着されている必要があります。

折り機能は、オプションのフィニッシャー FS-603 が装着されてい
る場合のみ使用可能となります。
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画像品質画像品質画像品質画像品質

1 ［ファイル］メニューの「プリント」を選択します。

2 「画像品質」を選択します。

3 各項目を設定します。

解像度： 解像度を設定します。

カラー選択： プリントする色を選択します。

光沢モード： 光沢効果を加えてプリントします。

原稿種類： 原稿に適した画質でプリントします。

カラーマッチング
（文字）：

原稿内の文字のカラー画質を調整します。

グレー補償
（文字）：

原稿内の文字のグレー補償を ON/OFF しま
す。

スクリーン
（文字）：

原稿内の文字のスクリーン処理を設定しま
す。

カラーマッチング
（写真）：

原稿内の写真のカラー画質を調整します。

グレー補償
（写真）：

原稿内の写真のグレー補償を ON/OFF しま
す。

スクリーン
（写真）：

原稿内の写真のスクリーン処理を設定しま
す。

スムージング
（写真）：

原稿内の写真のスムージング処理を設定し
ます。

カラー設定
（図表グラフ）：

原稿内の図表グラフのカラー画質を文字ま
たは写真のどちらかの設定に合わせます。

スムージング
（図表グラフ）：

原稿内の図表グラフのスムージング処理を
文字または写真のどちらかの設定に合わせ
ます。
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セットアップセットアップセットアップセットアップ

表紙の条件を設定します。

1 ［ファイル］メニューの「プリント」を選択します。

2 「セットアップ」を選択します。

3 各項目を設定します。

用紙種類： 用紙種類を選択します。

オモテ表紙： オモテ表紙を付けてプリントします。

オモテ表紙用トレ
イ：

オモテ表紙を給紙するトレイを選択します。

ウラ表紙： ウラ表紙を付けてプリントします。

ウラ表紙用トレイ： ウラ表紙を給紙するトレイを選択します。

OHP 合紙： OHP フィルムに合紙を付けてプリントしま
す。

OHP 合紙用トレイ： OHP 合紙を給紙するトレイを選択します。
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9.4 オプションの設定オプションの設定オプションの設定オプションの設定

本機に装着されているオプションをプリンタドライバから使用可能にし
ます。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
本機に装着されているオプションが「インストール可能なオプショ
ン」で設定されていないと、オプションの機能を使用できません。
オプションを装着している場合は、必ず設定を行ってください。

1 「HDD」ー「アプリケーション」－「ユーティリティ」内の［プリ
ントセンター］（または［プリンタ設定ユーティリティ］）を開き、
プリンタの機種を選択します。

2 ［プリンタ］メニューの「情報を見る」を選択します。

「プリンタ情報」画面が表示されます。

3 「インストール可能なオプション」を選択します。

4 本機に装着しているオプションを設定します。

5 ［変更を適用］をクリックし、［ ］をクリックして「プリンタ情
報」画面を終了します。
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9.5 ドライバ設定を保存するドライバ設定を保存するドライバ設定を保存するドライバ設定を保存する

OS X ドライバでは、変更したドライバの設定値を保存し、必要に応じ
て呼び出せます。

ドライバの設定を保存するドライバの設定を保存するドライバの設定を保存するドライバの設定を保存する

1 「印刷部数と印刷ページ」や「レイアウト」などでドライバの設定値
を変更します。

2 「プリセット」から［別名で保存］をクリックします。

3 「保存するプリセットの名前」を入力します。

4 ［OK］をクリックします。

設定内容がプリセットに登録されます。

設定を呼び出すには設定を呼び出すには設定を呼び出すには設定を呼び出すには

➜ 「プリント」画面で「プリセット」から呼び出す設定を選択します。

設定値が呼び出され、プリンタドライバの画面にもどります。
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設定を変更するには設定を変更するには設定を変更するには設定を変更するには

1 「プリント」画面で「プリセット」から変更する設定を選択します。

2 「印刷部数と印刷ページ」や「レイアウト」などでドライバの設定値
を変更します。

3 「プリセット」から［保存］をクリックします。

削除する場合は、ここで［削除］を、名前を変えるときは「名称変
更」をクリックします。

プリセットが変更されます。
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10 各種設定各種設定各種設定各種設定

10.1 ユーティリティのプリンタ設定ユーティリティのプリンタ設定ユーティリティのプリンタ設定ユーティリティのプリンタ設定

コピー機の操作パネルで各種プリンタ設定を変更できます。

デフォルト設定デフォルト設定デフォルト設定デフォルト設定

ユーザ設定画面を表示させるにはユーザ設定画面を表示させるにはユーザ設定画面を表示させるにはユーザ設定画面を表示させるには

1 【設定メニュー／カウンタ】を押します。

2 ［2 ユーザ設定］を押します。
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ユーザ設定画面が表示されます。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
キーに表示されている番号をテンキーで入力しても選択できま
す。

［2 ユーザ設定］の場合は、テンキーの【2】と入力します。

ユーティリティの設定を終了するときは、サブエリアの［終了］
または【設定メニュー／カウンタ】を押します。コピー、ファ
クス、スキャナ、ボックスのいずれかの画面になるまで［閉じ
る］を押しても終了できます。
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PDL 設定設定設定設定

Page Description Language の設定ができます。（初期値：自動）

� 自動：PCL と PS を自動で切換えます。

� PCL：PCL を固定で使用します。

� PS：PS を固定で使用します。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるに
は」（p. 10-1）をごらんください。

1 ユーザ設定画面で、［6 プリンタ設定］を押します。

2 ［1 基本設定］を押します。

3 ［PDL 設定］を押します。

4 希望するキーを押します。
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プリント部数の設定プリント部数の設定プリント部数の設定プリント部数の設定

プリンタドライバから指定がない場合のプリント部数を設定できます。
（初期値：1 部）

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるに
は」（p. 10-1）をごらんください。

1 ユーザ設定画面で、［6 プリンタ設定］を押します。

2 ［1 基本設定］を押します。

3 ［プリント部数］を押します。

4 【クリア】を押し数値をクリアしてから、テンキーで部数を入力しま
す。（1 部～ 999 部）
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✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
設定範囲を超える数値を入力した場合、「入力エラー」となりま
す。設定可能範囲の数値を入力し直してください。

設定を取り消すには、［キャンセル］を押します。

5 ［OK］を押します。

プリント部数が設定されます。

画像の設定画像の設定画像の設定画像の設定

画像の向きの初期値が設定できます。（初期値：ポートレート）

� ポートレート：用紙を縦置きにして印刷する画像

� ランドスケープ：用紙を横置きにして印刷する画像

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるに
は」（p. 10-1）をごらんください。

1 ユーザ設定画面で、［6 プリンタ設定］を押します。

2 ［1 基本設定］を押します。

3 ［画像の向き］を押します。
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4 希望するキーを押します。

スプール設定スプール設定スプール設定スプール設定

スプールの設定ができます。（初期値：する）

� する：ジョブの処理中に次のジョブを受信した場合、HDD にジョブ
を格納します。

� しない：HDD にプリントデータを格納しません。

✎
重要）重要）重要）重要）
通常は“しない”の設定変更はしないでください。印刷が正常にで
きない場合があります。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるに
は」（p. 10-1）をごらんください。

1 ユーザ設定画面で、［6 プリンタ設定］を押します。

2 ［1 基本設定］を押します。
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3 ［スプール設定］を押します。

4 希望するキーを押します。
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用紙サイズ変換用紙サイズ変換用紙サイズ変換用紙サイズ変換

プリンタドライバから指定の用紙が無い場合、A4 ⇔ Letter、A3 ⇔
Ledger の用紙変換をします。（初期値：しない）

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
強制的に印刷をするため、画像が欠損する場合があります。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるに
は」（p. 10-1）をごらんください。

1 ユーザ設定画面で、［6 プリンタ設定］を押します。

2 ［1 基本設定］を押します。

3 ［用紙サイズ変換］を押します。

4 希望するキーを押します。
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バナー設定バナー設定バナー設定バナー設定

プリントジョブの送信者や表題などの入ったバナーページ（表紙）をプ
リントするかどうかを設定できます。（初期値：しない）

� する：バナーページをプリントします。

� しない：バナーページをプリントしません。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるに
は」（p. 10-1）をごらんください。

1 ユーザ設定画面で、［6 プリンタ設定］を押します。

2 ［1 基本設定］を押します。

3 ［↑］または［↓］を押し、［バナー設定］を押します。

4 希望するキーを押します。
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給紙トレイの設定給紙トレイの設定給紙トレイの設定給紙トレイの設定

プリンタドライバから指定がない場合に使用する給紙トレイを設定でき
ます。（初期値：自動）

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるに
は」（p. 10-1）をごらんください。

1 ユーザ設定画面で、［6 プリンタ設定］を押します。

2 ［2 用紙設定］を押します。

3 ［給紙トレイ］を押します。

4 希望するトレイのキーを押します。
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✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
給紙トレイを自動で選択させる場合は［自動］を押します。

設定を取り消すには、［キャンセル］を押します。

5 ［OK］を押します。

用紙サイズの設定用紙サイズの設定用紙サイズの設定用紙サイズの設定

プリンタドライバから指定がない場合に使用する用紙サイズを設定でき
ます。（初期値：A4）

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるに
は」（p. 10-1）をごらんください。

1 ユーザ設定画面で、［6 プリンタ設定］を押します。

2 ［2 用紙設定］を押します。

3 ［用紙サイズ］を押します。
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4 希望するキーを押します。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）

［8K］、［16K］、［envB5］、［envC5］、［envDL］、［envCom10］、
［env Monarch］を選択するときは、［その他のサイズ］を押しま
す。

設定を取り消すには、［キャンセル］を押します。

5 ［OK］を押します。
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両面プリントの設定両面プリントの設定両面プリントの設定両面プリントの設定

両面プリントの初期値が設定できます。（初期値：しない）

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるに
は」（p. 10-1）をごらんください。

1 ユーザ設定画面で、［6 プリンタ設定］を押します。

2 ［2 用紙設定］を押します。

3 ［両面プリント］を押します。

4 希望するキーを押します。
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とじ方向の設定とじ方向の設定とじ方向の設定とじ方向の設定

両面プリント時のとじ方向の初期値を設定できます。（初期値：左とじ）

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるに
は」（p. 10-1）をごらんください。

1 ユーザ設定画面で、［6 プリンタ設定］を押します。

2 ［2 用紙設定］を押します。

3 ［とじ方向］を押します。

4 希望するキーを押します。
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ステープルの設定ステープルの設定ステープルの設定ステープルの設定

ステープルの設定ができます。（初期値：しない）

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるに
は」（p. 10-1）をごらんください。

1 ユーザ設定画面で、［6 プリンタ設定］を押します。

2 ［2 用紙設定］を押します。

3 ［ステープル］を押します。

4 希望するキーを押します。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
ステープル機能は、オプションのフィニッシャー FS-507 または
FS-603 が装着されている場合のみ使用可能となります。
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パンチの設定パンチの設定パンチの設定パンチの設定

パンチの設定ができます。（初期値：しない）

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるに
は」（p. 10-1）をごらんください。

1 ユーザ設定画面で、［6 プリンタ設定］を押します。

2 ［2 用紙設定］を押します。

3 ［ ］または［ ］を押し、［パンチ］を押します。

4 希望するキーを押します。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
パンチ機能は、オプションのフィニッシャー FS-507 または FS-603
が装着されている場合のみ使用可能となります。さらに、FS-603 の
場合は、パンチキットが装着されている必要があります。
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バナー給紙トレイバナー給紙トレイバナー給紙トレイバナー給紙トレイ

バナーページのプリントで使用する給紙トレイを設定できます。（初期
値：自動）

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるに
は」（p. 10-1）をごらんください。

1 ユーザ設定画面で、［6 プリンタ設定］を押します。

2 ［2 用紙設定］を押します。

3 ［↑］または［↓］を押し、［バナー給紙トレイ］を押します。

4 希望するキーを押します。

フォントの設定フォントの設定フォントの設定フォントの設定

プリンタドライバから指定がない場合に使用するフォントを設定できま
す。（初期値：Courier）
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✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるに
は」（p. 10-1）をごらんください。

1 ユーザ設定画面で、［6 プリンタ設定］を押します。

2 ［3 PCL 設定］を押します。

3 ［1 フォント設定］を押します。

4 ［Internal］を押します。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
ダウンロードフォントがある場合は、［Disk］、［Soft］も選択で
きます。
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5 希望するキーを押します。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）

［ ］または［ ］を押して、希望するキーを押します。

選択したフォントのフォント番号とフォントサイズ単位を確認
できます。

設定を取り消すには、［キャンセル］を押します。

6 ［OK］を押します。
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シンボルセットの設定シンボルセットの設定シンボルセットの設定シンボルセットの設定

プリンタドライバから指定がない場合に使用するフォントシンボルセッ
トを設定できます。（初期値：PC-8、Code Page 437）

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるに
は」（p. 10-1）をごらんください。

1 ユーザ設定画面で、［6 プリンタ設定］を押します。

2 ［3 PCL 設定］を押します。

3 ［2 シンボルセット］を押します。

4 希望するキーを押します。
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✎
メモ）メモ）メモ）メモ）

［ ］または［ ］を押して、希望するキーを選択します。

設定を取り消すには、［キャンセル］を押します。

5 ［OK］を押します。

フォントサイズフォントサイズフォントサイズフォントサイズ

プリンタドライバから指定がない場合に使用するフォントサイズを設定
します。（初期値：プロポーショナルフォント‐ 12.00 ポイント／固定
幅フォント‐ 10.00 ピッチ）

� プロポーショナルフォント：フォントサイズ（単位：ポイント）を
設定します。

� 固定幅フォント：固定幅フォントの幅をピッチで設定します。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるに
は」（p. 10-1）をごらんください。

1 ユーザ設定画面で、［6 プリンタ設定］を押します。

2 ［3 PCL 設定］を押します。

3 ［3 フォントサイズ］を押します。
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4 【クリア】を押し数値をクリアしてから、テンキーでサイズを入力し

ます。（プロポーショナルフォント：4.00 ポイント～ 999.75 ポイン
ト、固定幅フォント：0.44 ピッチ～ 99.00 ピッチ）

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
設定範囲を超える数値を入力した場合、「入力エラー」となりま
す。設定可能範囲の数値を入力し直してください。

設定を取り消すには、［キャンセル］を押します。

5 ［OK］を押します。

フォントサイズが設定されます。

ラインラインラインライン / ページの設定ページの設定ページの設定ページの設定

テキスト印字時の 1 ページのライン数を設定できます。（初期値：64 ラ
イン）

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるに
は」（p. 10-1）をごらんください。

1 ユーザ設定画面で、［6 プリンタ設定］を押します。

2 ［3 PCL 設定］を押します。
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3 ［4 ライン / ページ］を押します。

4 【クリア】を押し数値をクリアしてから、テンキーでライン数を入力
します。（5 ライン～ 128 ライン）

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
設定範囲を超える数値を入力した場合、「入力エラー」となりま
す。設定可能範囲の数値を入力し直してください。

設定を取り消すには、［キャンセル］を押します。

5 ［OK］を押します。

プリント部数が設定されます。
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CR/LF マッピングマッピングマッピングマッピング

テキストデータをプリントする場合の置換え方法を設定できます。（初
期値：しない）

� ［モード 1］：CR を CR-LF に置換えます。

� ［モード 2］：LF を CR-LF に置換えます。

� ［モード 3］：CR-LF に置換えます。

� ［しない］：置換えは行いません。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるに
は」（p. 10-1）をごらんください。

1 ユーザ設定画面で、［6 プリンタ設定］を押します。

2 ［3 PCL 設定］を押します。

3 ［5 CR/LF マッピング］を押します。

4 希望するキーを押します。
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✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
設定を取り消すには、［キャンセル］を押します。

5 ［OK］を押します。

PS エラー時の設定エラー時の設定エラー時の設定エラー時の設定

PS のラスタライズ中にエラーが発生した場合、エラー情報を印字する
かしないかの設定ができます。（初期値：しない）

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
ユーザ設定画面の表示のしかたは、「ユーザ設定画面を表示させるに
は」（p. 10-1）をごらんください。

1 ユーザ設定画面で、［6 プリンタ設定］を押します。

2 ［4 PS 設定］を押します。

3 ［PS エラープリント］を押します。
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4 希望するキーを押します。

レポート出力レポート出力レポート出力レポート出力

レポートの出力を行います。以下の 4 種類のレポートを出力することが
できます。ここではレポートの出力方法を PCL フォントリストで説明
をします。

� 設定情報リスト：本機の設定内容の一覧が出力されます。

� デモページ：テストページが出力されます。

� PCL フォントリスト：PCL フォントリストを出力します。

� PS フォントリスト：PS フォントリストを出力します。

1 ユーザ設定画面で、［6 プリンタ設定］を押します。

2 ［5 レポート出力］を押します。

3 希望するキーを押します。
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4 希望するトレイのキーと片面 / 両面のキーを押します。

5 【スタート】を押し、レポートを出力します。
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10.2 管理者モードのプリンタ設定管理者モードのプリンタ設定管理者モードのプリンタ設定管理者モードのプリンタ設定

管理者設定画面を表示させるには管理者設定画面を表示させるには管理者設定画面を表示させるには管理者設定画面を表示させるには

1 【設定メニュー / カウンタ】を押します。

2 ［3 管理者設定］を押します。

3 パスワードを入力し、［OK］を押します。
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✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
ユーティリティでは、キーに表示されている番号をテンキーで
入力しても選択できます。［3 管理者設定］の場合は、テンキー
の【3】を入力します。

パスワードの設定や変更については、「コピー機能編」をごらん
ください。

管理者設定画面が表示されます。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
ユーティリティの設定を終了するときは、サブエリアの［終了］
または【設定メニュー / カウンタ】を押します。コピー、ファク
ス、スキャナ、ボックスのいずれかの画面になるまで［閉じる］
を押しても終了できます。
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機密文書削除機密文書削除機密文書削除機密文書削除

保存されているすべての機密文書を削除します。

1 管理者設定画面で、［1 環境設定］を押します。

2 環境設定画面で、［0 ボックス設定］を押します。

3 ボックス設定画面で、［2 機密文書削除］を押します。

4 機密文書を削除する場合は、［はい］を押します。
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機密文書削除時間機密文書削除時間機密文書削除時間機密文書削除時間

保存してから機密文書を削除するまでの期間を設定します。

1 管理者設定画面で、［1 環境設定］を押します。

2 環境設定画面で、［0 ボックス設定］を押します。

3 ボックス設定画面で、［3 機密文書削除時間］を押します。

4 削除するまでの時間を選択し、［OK］を押します。
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受信プリント出力設定受信プリント出力設定受信プリント出力設定受信プリント出力設定

データを受信したときに、受信完了後、一括でプリントするか、受信と
同時にプリントするかのプリントのタイミングを設定できます。

プリンタの場合とファクスの場合と分けて設定できます。（初期値：プ
リンタ／同時プリント、ファクス／一括プリント）

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
管理者設定画面の表示のしかたは、「管理者設定画面を表示させるに
は」（p. 10-28）をごらんください。

1 管理者設定画面で、［1 環境設定］を押します。

2 環境設定画面で、［2 出力設定］を押します。

3 出力設定画面で、［1 受信プリント出力設定］を押します。

受信プリント出力設定画面が表示されます。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
ユーザ開放レベルがレベル 2 の場合、ユーティリティ設定でも
設定できます。［ユーティリティ設定］－［環境設定］－［出力
設定］－［受信プリント出力設定］を押して受信プリント出力
設定画面を表示させます。

ユーザ開放レベルについては、「コピー機能編」をごらんくださ
い。
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4 ［プリンタ］または［ファクス］を押します。

設定値選択キーが表示されます。

5 希望する設定値選択キーを押します。

プリントのタイミングが設定されます。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
一括プリントを選択した場合は、全てのデータを受け取ってか
ら一括してプリントが開始されます。同時プリントを選択した
場合は、1 ページ目のデータを受け取ったときにジョブとして登
録されプリントが開始されます。
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I/F タイムアウトの設定タイムアウトの設定タイムアウトの設定タイムアウトの設定

通信タイムアウトまでの時間を、パラレル、USB、ネットワークそれぞ
れに設定できます。（初期値：60 秒）

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
管理者設定画面の表示のしかたは、「管理者設定画面を表示させるに
は」（p. 10-28）をごらんください。

1 管理者設定画面で、［7 プリンタ設定］を押します。

2 プリンタ設定画面で、［1 I/F タイムアウト］を押します。

I/F タイムアウト画面が表示されます。

3 設定する項目の［入力］を押します。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
設定可能範囲を超える数値を入力した場合、「入力エラー」とな
ります。設定可能範囲の数値を入力し直してください。

設定を取り消すには、［キャンセル］を押します。

4 【クリア】を押し数値をクリアしてから、テンキーで時間を入力しま
す。（10 秒～ 1000 秒）

5 ［OK］を押します。

通信タイムアウトまでの時間が設定されます。
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パラレルインターフェースの設定パラレルインターフェースの設定パラレルインターフェースの設定パラレルインターフェースの設定

パラレルインターフェースを使用する場合のモードを設定できます。
（初期値：ECP）

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
管理者設定画面の表示のしかたは、「管理者設定画面を表示させるに
は」（p. 10-28）をごらんください。

1 管理者設定画面で、［7 プリンタ設定］を押します。

2 プリンタ設定画面で、［2 パラレルインターフェース］を押します。

パラレルインターフェース画面が表示されます。

3 希望するキーを押します。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
設定を取り消すには、［キャンセル］を押します。

4 ［OK］を押します。

パラレルインターフェースのモードが設定されます。
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パラレルパラレルパラレルパラレル /USB の設定の設定の設定の設定

パラレルまたは、USB ポートのどちらかのポートを使用するかを設定
できます。（初期値：USB）

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
パラレルと USB ポートの同時使用はできません。

パラレル /USB の設定変更後、電源の OFF/ON が必要です。

1 管理者設定画面で、「7 プリンタ設定」を押します。

2 プリンタ設定画面で、「3 パラレル /USB」を押します。

パラレル /USB 画面が表示されます。

3 使用するポートを押します。
C450 10-36



各種設定 10

プリントデータキャプチャプリントデータキャプチャプリントデータキャプチャプリントデータキャプチャ

プリントジョブのデータキャプチャを許可するか禁止するかを設定でき
ます。（初期値：許可）

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
管理者設定画面の表示のしかたは、「管理者設定画面を表示させるに
は」（p. 10-28）をごらんください。

プリントジョブのデータキャプチャについて詳しくはサービス技術
者にお問合わせください。

1 管理者設定画面で、［セキュリティ設定］を押します。

2 セキュリティ設定画面で、［4 セキュリティ詳細］を押します。

3 セキュリティ詳細設定画面で、［↑］または［↓］を押し、［プリン
トデータキャプチャ］を押します。

設定値選択キーが表示されます。

4 希望する設定値選択キーを押します。

プリントジョブのデータキャプチャを許可するか禁止するかが設定
されます。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
詳しくはサービス技術者にお問合わせください。
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10.3 PageScope Web Connection の使い方の使い方の使い方の使い方

PageScope Web Connection は、プリンタコントローラに内蔵されてい
る HTTP サーバが提供する、デバイス管理用ユーティリティです。

ネットワーク上のコンピュータで Web ブラウザを起動し、PageScope 
Web Connection へアクセスして、本機の設定を変更できます。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
PageScope Web Connection の表示形式には Flash と HTML があり
ます。詳しくは、「ログインとログアウト」（p. 10-42）をごらんく
ださい。

動作環境動作環境動作環境動作環境

アクセス方法アクセス方法アクセス方法アクセス方法

PageScope Web Connection へは、Web ブラウザを使用して直接アク
セスできます。

1 Web ブラウザを起動します。

2 URL フィールドに、本機の IP アドレスを入力して［Enter］キーを
押します。

❍ http:// ＜本機の IP アドレス＞ /
（例）本機の IP アドレスが 192.168.1.20 の場合
http://192.168.1.20/

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
ユーザ認証機能が有効の場合は、ユーザ名とパスワードを入力
する必要があります。詳しくは、「ユーザモードへのログイン

（登録ユーザ）」（p. 10-46）をごらんください。

本機の IP アドレスの設定方法については、「本機の IP アドレス
の設定」（p. 3-5）をごらんください。

ネットワーク Ethernet（TCP/IP）

コンピュータ側のアプリ
ケーション

対応 Web ブラウザ：
Microsoft Internet Explorer Ver.6 以降推奨（JavaScript 有効・
Cookie 有効）
Internet Explorer Ver.5.5 の使用の場合、Microsoft XML parser 
MSXML3.X のインストールが必須
Netscape Navigator Ver.7.02 以降（JavaScript 有効・Cookie
有効）
Macromedia® Flash®（表示形式で Flash を選択する場合、
Ver.7.0 以降のプラグイン必須）
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画面の構成画面の構成画面の構成画面の構成

PageScope Web Connection へのアクセス直後に表示される画面は
「ユーザーモード」と呼ばれる画面で、パブリックユーザとしてログイ
ンした状態で表示されます。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）

［ログアウト］をクリックすると別のユーザや管理者としてログイン
し直せます。詳しくは、「ログインとログアウト」（p. 10-42）をご
らんください。

PageScope Web Connection の画面は、以下のように構成されていま
す。

No.

1 KONICA MINOLTA ロゴ
マーク

ロゴマークをクリックすると、以下のサイト
（KONICA MINOLTA のサイト）へジャンプします。
http://konicaminolta.com

5 6

10
1
2
3

11

12

4

7 8

9

C450 10-39



各種設定 10
2 PageScope Web 
Connection ロゴマーク

ロゴマークをクリックすると、PageScope Web 
Connection のバージョンが表示されます。

3 ログインモード 現在ログインしているモード（パブリック、登録
ユーザ、部門名、管理者、ボックス管理者）が表示
されます。

4 ［ログアウト］ 現在のモードからログアウトするときにクリックし
ます。

5 ステータス表示 本機プリンタ部分と本機スキャナ部分の状態が、ア
イコンで表示されます。

6 メッセージ表示 本機にエラーが発生している場合に、トラブル／エ
ラーの状態とエラーの内容が表示されます。

7 動作表示 本機の動作状態が表示されます。

8 タブ 表示する項目のカテゴリを選択します。ユーザー
モードでは、以下のタブが表示されます。
• システム
• ジョブ
• ボックス
• プリンタ
• スキャナ登録

9 ヘルプ オンラインマニュアルホームページに設定してある
ページが表示されます。設定方法は、「システムタブ 
－ オンラインサポート」（p. 10-77）をごらんくださ
い。

10 更新 クリックすると画面の表示を更新します。

11 メニュー 選択されたタブにおける情報および設定が表示され
ます。タブの選択により、ここに表示されるメ
ニューが異なります。

12 情報、設定の表示 メニューで選択されている項目の内容が表示されま
す。

No.
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Web ブラウザのキャッシュ機能についてブラウザのキャッシュ機能についてブラウザのキャッシュ機能についてブラウザのキャッシュ機能について

Web ブラウザにキャッシュ機能があるため、PageScope Web 
Connection で画面を表示しても 新の情報が表示されない場合があり
ます。また、キャッシュ機能を使用したときに問題が起こる場合があり
ます。

PageScope Web Connection 使用時は、Web ブラウザでキャッシュ機
能を無効にしてください。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
Web ブラウザのバージョンによっては、メニューや項目名が異なる
場合があります。詳しくは、Web ブラウザのヘルプをごらんくださ
い。

キャッシュ機能を有効にしたまま使用すると、管理者モードでタイ
ムアウトになったあと、再度アクセスしてもタイムアウト表示にな
ることがあります。この場合でも、本機の操作パネルがロックされ
操作できなくなるため、主電源の再投入が必要になります。このよ
うな問題を避けるために、キャッシュ機能を無効にしてください。

Internet Explorer の場合の場合の場合の場合

1 「ツール」メニューから「インターネットオプション」を選択しま
す。

2 「全般」タブで「インターネット一時ファイル」の［設定］をクリッ
クします。

3 「ページを表示するごとに確認する」を選択し、［OK］をクリックし
ます。

Netscape Navigator の場合の場合の場合の場合

1 「編集」メニューから「設定」を選択します。

2 左側の「カテゴリ」で「詳細」－「キャッシュ」を選択します。

3 「キャッシュにあるページとネットワーク上のページの比較：」で
「ページにアクセスするたび」を選択します。
C450 10-41



各種設定 10

ログインとログアウトログインとログアウトログインとログアウトログインとログアウト

PageScope Web Connection にアクセスすると、本機でユーザ認証や部
門管理を行っているときはログイン画面が表示され、ユーザ認証や部門
管理を行っていないときはパブリックユーザとしてログインした画面が
表示されます。別のユーザとしてログインするときや、管理者としてロ
グインするためにはいったんログアウトし、ログインしなおす必要があ
ります。

ログアウトの方法ログアウトの方法ログアウトの方法ログアウトの方法

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
ログインした状態で操作が一定時間行われないと、自動的にタイム
アウトとなり操作ができなくなります。

ユーザモードおよび管理者モードのタイムアウトの時間は管理者
モードの［認証設定］－［自動ログアウト］で設定できます。

➜ 画面左上の［ログアウト］をクリックします。
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ログアウトすると、ログイン画面が表示されます。
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ユーザモードへのログイン（パブリックユーザ）ユーザモードへのログイン（パブリックユーザ）ユーザモードへのログイン（パブリックユーザ）ユーザモードへのログイン（パブリックユーザ）

本機でユーザ認証を行っていない場合はパブリックユーザとしてログイ
ンします。

1 ログイン画面で［パブリックユーザ］を選択します。

❍ 必要に応じて言語や表示形式を選択します。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
表示形式で「Flash」を選択すると、以下の項目が Flash 機能を利用
して表示されます。
・ステータスのアイコンやメッセージ
・「システムタブ － 装置情報 － 給紙トレイ」の状態
・「ジョブタブ」の状態
「Flash」機能を使用する場合は、Flash Player が必要です。

読み上げソフトを使用する場合は、HTML を選択することを推奨し
ます。
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2 ［ログイン］をクリックします。

ユーザモードの画面に切り替わります。
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ユーザモードへのログイン（登録ユーザ）ユーザモードへのログイン（登録ユーザ）ユーザモードへのログイン（登録ユーザ）ユーザモードへのログイン（登録ユーザ）

本機でユーザ認証を行なっている場合は、本機もしくは外部認証サーバ
に登録されているユーザ名とパスワードを利用してログインする必要が
あります。ユーザ認証を行っていて特定のユーザ名でログインする手順
を説明します。

1 ログイン画面でユーザ名とパスワードを入力します。

❍ 部門管理を行っている場合は、部門名とパスワードも入力しま
す。

❍ 必要に応じて言語や表示形式を選択します。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
本機のユーザ認証または、部門認証が設定され、認証操作禁止
機能がモード 2 の場合、認証情報が正しく入力されていない場
合は、該当するユーザもしくは部門がロックされアクセスがで
きなくなる場合があります。
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✎
メモ）メモ）メモ）メモ）

［ユーザ名］の右側のアイコンをクリックすると、一覧からユー
ザ名を選択できます。

本機の設定で、複数のドメインを外部サーバ認証に設定してあ
る場合、ユーザ名の後ろに「@」を追加し、ドメイン名を入力
してください。（例：ユーザ名が user01、ドメイン名が domain
の場合 user01@domain）

表示形式で「Flash」を選択すると、以下の項目が Flash 機能を
利用して表示されます。
・ステータスのアイコンやメッセージ
・「システムタブ － 装置情報 － 給紙トレイ」の状態
・「ジョブタブ」の状態
「Flash」機能を使用する場合は、Flash Player が必要です。

読み上げソフトを使用する場合は、HTML を選択することを推奨
します。

2 ［ログイン］をクリックします。
ユーザモードの画面に切り替わります。
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管理者モードへのログイン管理者モードへのログイン管理者モードへのログイン管理者モードへのログイン

システムやネットワークなどの設定を行うには、管理者モードにログイ
ンします。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
管理者モードにログインしているときは、本機の操作パネルがロッ
クされ、操作できなくなります。

本機の状態によっては、管理者モードにログインできない場合があ
ります。

1 ログイン画面で「管理者」を選択します。

❍ 必要に応じて言語や表示形式を選択します。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
表示形式で「Flash」を選択すると、以下の項目が Flash 機能を
利用して表示されます。
・ステータスのアイコンやメッセージ
・「システムタブ － 装置情報 － 給紙トレイ」の状態
・「ジョブタブ」の状態
「Flash」機能を使用する場合は、Flash Player が必要です。

読み上げソフトを使用する場合は、HTML を選択することを推奨
します。
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2 本機の管理者パスワードを入力し、［OK］をクリックします。

管理者モードの画面に切り替わります。
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ユーザーモードユーザーモードユーザーモードユーザーモード

ユーザーレベルで確認、操作できる機能です。5 つのタブ（システム、
ジョブ、ボックス、プリンタ、スキャナ登録）が選択できます。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
本書では、プリンタに関連する機能について説明しています。ボッ
クスおよびスキャナに関する機能については、「ユーザーズガイド 
ボックス機能編」や「ユーザーズガイド ネットワーク／スキャナ機
能編」をごらんください。

システムタブシステムタブシステムタブシステムタブ

システムタブでは、本機のシステム構成に関する情報や設定が表示され
ます。
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システムタブシステムタブシステムタブシステムタブ －－－－ 装置情報装置情報装置情報装置情報 －－－－ 消耗品情報消耗品情報消耗品情報消耗品情報

「システム」タブをクリックし、「装置情報」－「消耗品情報」メニュー
を選択します。また、Web ブラウザで http:// ＜本機の IP アドレス＞ / 
にアクセスしたときに、 初に表示されます。

本機の消耗品情報が表示されます。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
表示される項目は、オプションの装着状態によって異なります。

トナー（イエロー、マゼ
ンタ、シアン、ブラック）
イメージングユニット
（イエロー、マゼンタ、シ
アン、ブラック）
廃棄トナー容器
紙粉除去クリーナー／オ
ゾンフィルター
パンチ屑ボックス
ステープル
定着ユニット
転写ベルトユニット
転写ローラユニット

各情報が表示されます。
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システムタブシステムタブシステムタブシステムタブ －－－－ 装置情報装置情報装置情報装置情報 －－－－ 給紙トレイ給紙トレイ給紙トレイ給紙トレイ

「システム」タブをクリックし、「装置情報」－「給紙トレイ」メニュー
を選択します。

本機の給紙トレイの状況を確認できます。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
ログイン時に表示形式で「HTML」を選択している場合は、各トレ
イを選択して［詳細］ボタンをクリックすると詳細を確認できます。

トレイ 各情報が表示されます。

用紙サイズ

用紙種類

用紙残量

容量
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システムタブシステムタブシステムタブシステムタブ －－－－ 装置情報装置情報装置情報装置情報 －－－－ 排紙トレイ排紙トレイ排紙トレイ排紙トレイ

「システム」タブをクリックし、「装置情報」－「排紙トレイ」メニュー
を選択します。

本機の排紙トレイの状況を確認できます。

排紙トレイ 装着している各トレイ名と状態が表示されます。

オプション オプションを装着しているかどうかが表示されます。
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システムタブシステムタブシステムタブシステムタブ －－－－ 装置情報装置情報装置情報装置情報 －－－－ 構成要素構成要素構成要素構成要素

「システム」タブをクリックし、「装置情報」－「構成要素」メニューを
選択します。

本機のシステム構成と状態が表示されます。

構成要素 本機に取り付けられているオプションの構成が表示されま
す。
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システムタブシステムタブシステムタブシステムタブ －－－－ 装置情報装置情報装置情報装置情報 －－－－ HDD 

「システム」タブをクリックし、「装置情報」－「HDD」メニューを選
択します。

本機のハードディスクの状況を確認できます。

名称 ハードディスクの名称が表示されます。

トータルサイズ 装着しているハードディスクの合計容量が表示されます。

使用サイズ システムで使用している容量が表示されます。

残りサイズ 未使用の容量が表示されます。
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システムタブシステムタブシステムタブシステムタブ －－－－ 装置情報装置情報装置情報装置情報 －－－－ インタフェース情報インタフェース情報インタフェース情報インタフェース情報

「システム」タブをクリックし、「装置情報」－「インタフェース情報」
メニューを選択します。

本機のインタフェース情報を確認できます。

プロトコル情報 各プロトコルの使用可能状況が表示されます。

ネットワーク情報 ネットワークの情報が表示されます。
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システムタブシステムタブシステムタブシステムタブ －－－－ 装置情報装置情報装置情報装置情報 －－－－ 管理者情報管理者情報管理者情報管理者情報

「システム」タブをクリックし、「装置情報」－「管理者情報」メニュー
を選択します。

本機の管理者の情報が表示されます。

管理者情報 管理者の情報が表示されます。
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システムタブシステムタブシステムタブシステムタブ －－－－ セールスカウンタセールスカウンタセールスカウンタセールスカウンタ

「システム」タブをクリックし、「セールスカウンタ」メニューを選択し
ます。

本機で管理されているカウンタを確認できます。

トータルカウンタ 出力カウンタ（コピー、プリント、スキャン、ファクス）の
総計が表示されます。

コピーカウンタ それぞれのカウンタが表示されます。

プリントカウンタ

スキャンカウンタ
（オプションの FAX キッ
ト装着時は、スキャン /
ファクスカウンタと表示
されます）

カラートータルカウンタ カラーモードのカウンタが表示されます。
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システムタブシステムタブシステムタブシステムタブ －－－－ オンラインサポートオンラインサポートオンラインサポートオンラインサポート

「システム」タブをクリックし、「オンラインサポート」メニューを選択
します。

製品に関するサポート情報を確認できます。

問い合わせ先 管理者モードのシステムタブ－オンラインサポート画面で設
定した各情報が表示されます。

問い合わせ先情報

製品情報ホームページ

製造元ホームページ

消耗品連絡先

オンラインマニュアル
URL
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システムタブシステムタブシステムタブシステムタブ －－－－ ユーザ認証ユーザ認証ユーザ認証ユーザ認証 －－－－ ユーザパスワード変更ユーザパスワード変更ユーザパスワード変更ユーザパスワード変更

「システム」タブをクリックし、「ユーザ認証」－「ユーザパスワード変
更」メニューを選択します。

ログインしているユーザのパスワードを変更できます。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
パスワードは、ユーザとしてログインしていないと変更できません。

現在のパスワード 現在のパスワードを入力します。

新しいパスワード 新しいパスワードを入力します（"  +  を除く半角 64 文字以
内）。

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。
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システムタブシステムタブシステムタブシステムタブ －－－－ ユーザ認証ユーザ認証ユーザ認証ユーザ認証 －－－－ ユーザ登録情報ユーザ登録情報ユーザ登録情報ユーザ登録情報

「システム」タブをクリックし、「ユーザ認証」－「ユーザ登録情報」メ
ニューを選択します。

ログインしているユーザの情報が表示されます。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
ユーザ登録情報は、ユーザとしてログインしていないと表示されま
せん。

ユーザ登録情報 ユーザ名を表示します。

機能制限 本機の各機能を利用できるかどうかを表示します。

出力許可（プリント / 送
信）

本機の出力機能を利用できるかどうかを表示します。

カウンタ情報 上限値や今までのカウンタを表示します。
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システムタブシステムタブシステムタブシステムタブ －－－－ 部門登録情報部門登録情報部門登録情報部門登録情報

「システム」タブをクリックし、「部門登録情報」メニューを選択しま
す。

ログインしているユーザの部門情報が表示されます。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
部門登録情報は、本機で部門管理をしていないと表示されません。

部門登録情報 部門名を表示します。

出力許可（プリント / 送
信）

本機の出力機能を利用できるかどうかを表示します。

カウンタ情報 上限値や今までのカウンタを表示します。
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ジョブタブジョブタブジョブタブジョブタブ

ジョブタブでは、本機で管理しているジョブを確認できます。

ジョブタブジョブタブジョブタブジョブタブ －－－－ 実行中リスト実行中リスト実行中リスト実行中リスト

「ジョブ」タブをクリックし、「実行中リスト」メニューを選択します。
ジョブ種別で各機能（プリントやスキャナ送信）を選択します。

実行中、実行待ちのジョブを確認できます。

プリント画面の例

� ジョブ番号は、ジョブが本機に登録されたときに割振られるジョブ
番号が表示されます。

� ジョブを選択して［優先出力］をクリックすると、優先的に出力で
きます（プリントジョブの場合）。

� ジョブを選択して［同報宛先表示］をクリックすると、宛先を確認
できます（送信ジョブの場合）。

� ジョブを選択して［削除］をクリックするとジョブを削除できます。

プリント プリントジョブの一覧と詳細が表示されます。

スキャナ送信 スキャンジョブの一覧と詳細が表示されます。

ファクス送信 ファクス送信ジョブの一覧と詳細が表示されます。

ファクス受信 ファクス受信ジョブの一覧と詳細が表示されます。

HDD/ メモリ ボックス保存ジョブの一覧と詳細が表示されます。
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ジョブタブジョブタブジョブタブジョブタブ －－－－ 履歴リスト履歴リスト履歴リスト履歴リスト

「ジョブ」タブをクリックし、「履歴リスト」メニューを選択します。
ジョブ種別で各機能（プリントやスキャナ送信）を選択します。

実行済みのジョブを確認できます。

プリント画面の例

� ジョブ番号は、ジョブが本機に登録されたときに割振られるジョブ
番号が表示されます。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
ログイン時に表示形式で「HTML」を選択している場合は、各トレ
イを選択して［詳細］ボタンをクリックすると詳細を確認できます。

プリント プリントジョブの一覧と詳細が表示されます。

スキャナ送信 スキャンジョブの一覧と詳細が表示されます。

ファクス送信 ファクス送信ジョブの一覧と詳細が表示されます。

ファクス受信 ファクス受信ジョブの一覧と詳細が表示されます。

HDD/ メモリ ボックス保存ジョブの一覧と詳細が表示されます。
C450 10-64



各種設定 10

プリンタタブプリンタタブプリンタタブプリンタタブ

プリンタに関する初期設定の確認や各種レポート印刷を行うことができ
ます。

プリンタタブプリンタタブプリンタタブプリンタタブ －－－－ 初期設定初期設定初期設定初期設定

「プリンタ」タブをクリックし、「初期設定」メニューを選択し、さらに
各設定分類（一般や PCL）を選択します。

各種設定が行われていないプリントジョブが送られた場合は、この設定
でプリントされます。

一般設定画面の例

一般設定 各情報が表示されます。

PCL 設定

PS 設定
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プリンタタブプリンタタブプリンタタブプリンタタブ －－－－ レポート出力レポート出力レポート出力レポート出力

「プリンタ」タブをクリックし、「レポート出力」メニューを選択しま
す。

各種設定情報、デモページ、PCL フォント情報をプリントできます。
プリントしたいレポートを選択し、「給紙トレイ」を選択してから［実
行］をクリックします。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
本機がジョブ処理を行っているときなど、レポートを出力できない
場合があります。

PS フォントリスト PostScript で利用できるフォントリストがプリントされます。

PCL フォントリスト PCL で利用できるフォントリストがプリントされます。

デモページ デモページがプリントされます。

設定情報リスト 本機の各種設定情報ページがプリントされます。

給紙トレイ レポートをプリントする用紙の給紙トレイを選択します。
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管理者モード管理者モード管理者モード管理者モード

管理者モードでは、本機のシステム設定を行うことができます。6 つの
タブ（システム、ジョブ、ボックス、プリンタ、スキャナ登録、ネット
ワーク）が選択できます。

管理者モードへのログイン方法については、「管理者モードへのログイ
ン」（p. 10-48）をごらんください。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
本書では、プリンタに関連する機能について説明しています。ボッ
クスおよびスキャナ、ネットワークに関する機能については、「ユー
ザーズガイド ボックス機能編」や「ユーザーズガイド ネットワーク
／スキャナ機能編」をごらんください。

基本操作基本操作基本操作基本操作

1 それぞれのタブをクリックし、左側のメニュー一覧から機能を選択
できます。

2 表示される項目を設定します。直接入力またはドロップダウンリス
トから選択します。

3 ［確定］をクリックして設定を有効にします。
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システムタブシステムタブシステムタブシステムタブ

システムタブでは、本機のシステム構成に関する情報や設定が表示され
ます。

システムタブシステムタブシステムタブシステムタブ －－－－ インポートインポートインポートインポート / エクスポートエクスポートエクスポートエクスポート

本機の設定情報をファイルとして保存（エクスポート）またはファイル
から本機に書込み（インポート）できます。

インポート / エクスポートする情報を指定して［次へ］をクリックしま
す。

デバイス設定 本機のユーザ / 管理者設定の設定値を指定します。

送信ログ 本機の送信ログを指定します。

ユーザ登録情報 ユーザ登録情報を指定します。
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インポート / エクスポートを指定します。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
エクスポートしたファイルは、データ編集はできません。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
送信ログはエクスポート機能のみです。

インポート インポートするファイル名を指定して［インポート］をク
リックします。

エクスポート ［エクスポート］をクリックして、ファイルをダウンロード
します。
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システムタブシステムタブシステムタブシステムタブ －－－－ 日時設定日時設定日時設定日時設定 －－－－ 手動設定手動設定手動設定手動設定

本機の日時を入力して設定します。

年 年を入力します。

月 月を入力します。

日 日を入力します。

時 時を入力します。

分 分を入力します。

タイムゾーン 世界標準時からの時差を設定します。

サマータイム設定 夏時間を設定します（入力範囲 ：1-150、単位：分）。
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システムタブシステムタブシステムタブシステムタブ －－－－ 日時設定日時設定日時設定日時設定 －－－－ 時刻補正設定時刻補正設定時刻補正設定時刻補正設定

本機の日時を NTP サーバから受動取得して補正する設定にします。

［調整］をクリックすると、設定した条件で NTP サーバに接続し、時刻
を調整します。

時刻補正設定 NTP による時刻自動取得の使用する／使用しないを指定しま
す。

NTP サーバアドレス NTP サーバアドレスを入力します（半角 255 文字以内、書
式：「***.***.***.***」または FQDN）。記号は、“-”と“.”の
み使用可能です。

ポート番号 NTP サーバポートを入力します（入力範囲：1-65535）。
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システムタブシステムタブシステムタブシステムタブ －－－－ 本体登録本体登録本体登録本体登録

装置の登録情報を変更します。

装置名称 デバイス名を設定します（半角英数字記号 255 文字以内）。

設置場所 デバイスの設置場所を設定します（半角英数字記号 255 文字
以内）。

管理者名 管理者名を設定します（半角英数字記号 255 文字以内）。
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システムタブシステムタブシステムタブシステムタブ －－－－ 装置情報装置情報装置情報装置情報

「システム」タブをクリックし、「装置情報」メニューを選択し、さらに
各設定（消耗品情報や給紙トレイなど）を選択します。

本機の構成と状態が表示されます。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
表示される項目は、ユーザモードの「システム」タブ － 「装置情
報」と同じです。
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システムタブシステムタブシステムタブシステムタブ －－－－ ROM バージョンバージョンバージョンバージョン

ROM バージョンを表示します。
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システムタブシステムタブシステムタブシステムタブ －－－－ セールスカウンタセールスカウンタセールスカウンタセールスカウンタ

「システム」タブをクリックし、「セールスカウンタ」メニューを選択し
ます。

本機で管理されているカウンタを確認できます。

トータルカウンタ 出力カウンタ（コピー、プリント、スキャン、ファクス）の
総計が表示されます。
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コピーカウンタ それぞれのカウンタが表示されます。

プリントカウンタ

スキャンカウンタ（ オプ
ションの FAX キット装着
時は、スキャン / ファク
スカウンタと表示されま
す） 

カラートータルカウンタ カラーモードのカウンタが表示されます。

用紙サイズ種類カウンタ 用紙サイズや用紙種類のカウンタが表示されます。
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システムタブシステムタブシステムタブシステムタブ －－－－ オンラインサポートオンラインサポートオンラインサポートオンラインサポート

オンラインサポート情報を変更します。この内容は、ユーザーモードの
「システム」タブ －「オンラインサポート」で表示されます。

問い合わせ先 問い合わせ先を設定します（半角 63 文字以内）。

問い合わせ先情報 問い合わせ先情報を設定します（半角 127 文字以内）。

製品情報ホームページ 製品情報のホームページ URL を設定します（< > を除く半角
127 文字以内）。

製造元ホームページ 製造元のホームページ URL を設定します（< > を除く半角
127 文字以内）。

消耗品連絡先 消耗品連絡先を設定します（半角 127 文字以内）。

オンラインマニュアル
URL

オンラインマニュアルホームページには、以下の URL を設
定してください（<  > を除く半角文字）。
http://pagescope.com/download/webconnection/onlinehelp/
c450/help.html
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システムタブシステムタブシステムタブシステムタブ －－－－ メンテナンスメンテナンスメンテナンスメンテナンス －－－－ ネットワーク設定クリアネットワーク設定クリアネットワーク設定クリアネットワーク設定クリア

本機のネットワーク設定を工場出荷時の状態にもどします。

［クリア］をクリックすると、実行します。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
設定済みの状態でクリアしてしまうと、再度、設定するまでは
PageScope Web Connection でアクセスできません。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
セキュリティ強化モードが ON の場合、このメニューは表示されま
せん。
C450 10-78



各種設定 10

システムタブシステムタブシステムタブシステムタブ －－－－ メンテナンスメンテナンスメンテナンスメンテナンス －－－－ リセットリセットリセットリセット

コントローラをリセットします。

［リセット］をクリックすると、実行します。
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システムタブシステムタブシステムタブシステムタブ －－－－ 状態通知設定状態通知設定状態通知設定状態通知設定

本機にエラーが発生したときに、登録者に通知します。

通知時間を入力して［確定］をクリックします。

通知先の右側にある［編集］アイコン（ ）をクリックすると、通知
先のアドレスや通知条件が設定できます。
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✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
状態通知の機能により発信されるメール本文の「設置場所」として
記載される情報は、ネットワークタブ － IPP 設定の「プリンタ設置
場所」の入力内容になります。「プリンタ設置場所」については、

「ネットワークタブ － IPP 設定」（p. 10-100）をごらんください。

システムタブシステムタブシステムタブシステムタブ －－－－ トータルカウンタ通知設定トータルカウンタ通知設定トータルカウンタ通知設定トータルカウンタ通知設定

トータルカウンタを E-mail で通知する設定と通知先のメールアドレス
を登録します。

通知先アドレス 通知先 Email アドレスを入力します（半角 320 文字以内）。

トレイ紙補給 用紙がないことを通知します。

ジャム発生 紙づまりを通知します。

PM コール 定期点検を通知します。

ステープル針補給 ステープルの針がないことを通知します。

トナー補給 トナーがないことを通知します。

フィニッシャ積載オーバ フィニッシャー積載オーバーを通知します。

サービスコール サービスコールのときに通知します。

ジョブ終了 ジョブ終了（正常終了）を通知します。

パンチくず除去 パンチくずを取り除く必要のあることを通知します。
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各項目を入力して［確定］をクリックすると設定できます。設定後［送
信実行］をクリックすると E-mail 通知を実行します。

トータルカウンタ通知設
定（モデル名）

リストに表示する機種名を入力します（半角英数字記号 20
文字以内）

通知スケジュール設定 通知するスケジュールの条件を設定します。スケジュール 1
～ 2 で異なる設定を登録できます。

通知先設定 通知先 Email アドレスを入力します（半角 320 文字以内）。
入力したアドレスに対し、通知するスケジュールを選択でき
ます。
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システムタブシステムタブシステムタブシステムタブ －－－－ ユーザ認証ユーザ認証ユーザ認証ユーザ認証 －－－－ ユーザ登録ユーザ登録ユーザ登録ユーザ登録

本機でユーザ認証を行う場合、ログインできるユーザを登録します。

［新規登録］でユーザを登録できます。ユーザ名の右側にある［編集］
アイコン（ ）をクリックすると登録されているユーザの条件を編集
できます。
C450 10-83



各種設定 10

各項目を入力して［確定］をクリックすると、ユーザの条件を設定でき
ます。

ユーザ登録 ユーザ名やパスワードを入力します。
登録 No.：0- ユーザカウンタの割り当て数（1000 以内）
ユーザ名：半角 1-64 文字、全角 1-32 文字
E-Mail アドレス：半角 320 文字以内
ユーザパスワード： "  +  を除く半角 64 文字以内

機能制限 本機の各機能を利用できるかどうかを設定します。

出力許可（プリント / 送
信）

本機の出力機能を利用できるかどうかを設定します。

上限設定 利用できる上限値を設定します。
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システムタブシステムタブシステムタブシステムタブ －－－－ ユーザ認証ユーザ認証ユーザ認証ユーザ認証 －－－－ 初期機能制限設定初期機能制限設定初期機能制限設定初期機能制限設定

ユーザ登録画面での機能制限の初期値を設定します。
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システムタブシステムタブシステムタブシステムタブ －－－－ 部門登録部門登録部門登録部門登録

本機で部門管理を行う場合、管理する部門を登録します。

［新規登録］で部門を登録できます。部門名の右側にある［編集］アイ
コン（ ）をクリックすると登録されている部門の条件を編集できま
す。
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各項目を入力して［確定］をクリックすると、部門の条件を設定できま
す。

部門登録 部門名やパスワードを入力します。
登録 No.：0- ユーザカウンタの割り当て数（1000 以内）
部門名： "  +  を除く半角 1-8 文字
パスワード： "  +  を除く半角 1-8 文字

出力許可（プリント / 送
信）

本機の出力機能を利用できるかどうかを設定します。

上限設定 利用できる上限値を設定します。
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ジョブタブジョブタブジョブタブジョブタブ －－－－ 履歴リスト履歴リスト履歴リスト履歴リスト

「ジョブ」タブをクリックし、「履歴リスト」メニューを選択します。

ジョブ種別で各機能（プリントやスキャナ送信）を選択します。

実行済みのジョブを確認できます。

プリント画面の例

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
表示される項目は、ユーザモードの「ジョブ」タブ － 「履歴リス
ト」と同じです。
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プリンタタブプリンタタブプリンタタブプリンタタブ

プリンタタブでは、接続するインタフェースやプリントの初期設定に関
する情報や設定が表示されます。

プリンタタブプリンタタブプリンタタブプリンタタブ －－－－ インタフェース設定インタフェース設定インタフェース設定インタフェース設定

インタフェースのタイムアウト設定を変更できます。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
表示される項目は、オプションの装着状態によって異なります。

パラレルタイムアウト パラレルポートの受信タイムアウトを入力します（入力範
囲：10-1000）。

ネットワークタイムアウ
ト

ネットワークの受信タイムアウトを入力します（入力範囲：
10-1000）。

USB タイムアウト USB タイムアウトを入力します（入力範囲：10-1000）。

パラレルインタフェース パラレルポートの通信方法を選択します。
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プリンタタブプリンタタブプリンタタブプリンタタブ －－－－ 初期設定初期設定初期設定初期設定 －－－－ 一般設定一般設定一般設定一般設定

プリンタの初期設定値を設定できます。

PDL 設定 プリンタ記述言語を選択します。

給紙トレイ 給紙トレイを選択します。

排紙トレイ 排紙トレイを選択します。

両面プリント 両面印刷のする／しないを選択します。

とじ方向 とじしろ位置を選択します。

ステープル ステープル機能を選択します。

パンチ パンチ機能を選択します。

プリント部数 印刷部数を選択します。

用紙サイズ 用紙サイズを選択します。

原稿の向き 用紙の向きを選択します。

スプール設定 スプール機能を選択します。

バナー設定 バナーページをプリントするかどうかを設定できます。

バナー給紙トレイ バナーページのプリントで使用する給紙トレイを設定できま
す。
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✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
ステープル機能は、オプションのフィニッシャー FS-507 または
FS-603 が装着されている場合のみ使用可能となります。

パンチ機能は、オプションのフィニッシャー FS-507 または FS-603
が装着されている場合のみ使用可能となります。さらに、FS-603 の
場合は、パンチキットが装着されている必要があります。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
表示される項目は、オプションの装着状態によって異なります。

指定給紙トレイ不一致 指定された給紙トレイに適合する用紙がない場合の対処を選
択します。
指定給紙トレイ優先：別の給紙トレイから給紙します。
指定給紙トレイ固定：プリントせずに警告メッセージを表示
します。

用紙サイズ変換 A4（Letter）/A3（Ledger）原稿のプリントで、Letter（A4）
/Ledger（A3）の給紙口が選択された場合、プリントするか
どうかの対処を選択します。
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プリンタタブプリンタタブプリンタタブプリンタタブ －－－－ 初期設定初期設定初期設定初期設定 －－－－ PCL 設定設定設定設定

PCL モードの初期設定値を設定できます。

シンボルセット シンボルセットを選択します。

タイプフェイス フォントを選択します。

フォントサイズ 選択したフォントによって、フォントピッチ（入力範囲 : 
0.44-99.00）またはフォントポイントサイズ（入力範囲 : 
4.00-999.75）を設定します。

ライン / ページ 1 ページあたりの行数を入力します（入力範囲：5-128）。

CR/LF マッピング CR/LF の動作を選択します。
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プリンタタブプリンタタブプリンタタブプリンタタブ －－－－ 初期設定初期設定初期設定初期設定 －－－－ PS 設定設定設定設定

PS モードの初期設定値を設定できます。

スキャナ登録タブスキャナ登録タブスキャナ登録タブスキャナ登録タブ

スキャナ登録タブでは、送信時の設定や、アドレス帳の制限に関する情
報や設定が表示されます。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
ユーザーによるアドレス帳登録が無効になっている場合は、アドレ
ス帳登録のメニューが表示されます。

スキャナ登録の詳しい内容については、「ユーザーズガイド ネット
ワーク／スキャナ機能編」をごらんください。

PS エラープリント エラープリントのする／しないを指定します。
C450 10-93



各種設定 10

ネットワークタブネットワークタブネットワークタブネットワークタブ

ネットワークタブでは、ネットワーク接続に関する情報や設定が表示さ
れます。

ネットワークタブネットワークタブネットワークタブネットワークタブ －－－－ TCP/IP 設定設定設定設定 －－－－ TCP/IP 設定設定設定設定

TCP/IP の設定をします。

TCP/IP TCP/IP の使用する／使用しないを指定します。

ネットワーク速度 動作速度を選択します。
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✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
ネットワークタブ全ての項目の設定変更を有効にするには、本体の
電源の再投入（オフ／オン）を行う必要があります。

電源をオフ／オンする場合は、サブ電源スイッチをオフにしてから
メイン電源スイッチをオフにします。また、電源をオフにして、10
秒以上経過してからオンにしてください。間隔をあけないと、正常
に機能しないことがあります。

IP 確定方法 IP アドレスを自動取得するか、直接入力するかを選択しま
す。自動取得にする場合は、直下のチェックボックスで取得
条件を選択します。

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）。

サブネットマスク 接続するネットワークのサブネットマスクを設定します（書
式：「***.***.***.***」、*** の入力範囲：0-255）。

デフォルトゲートウェイ 接続するネットワークのデフォルトゲートウェイアドレスを
設定します（書式：「***.***.***.***」、*** の入力範囲：0-
255）。

RAW ポート番号 1 RAW ポート番号を設定します（入力範囲：1-65535）。

RAW ポート番号 2

RAW ポート番号 3

RAW ポート番号 4

RAW ポート番号 5

RAW ポート番号 6

Dynamic DNS 設定 Dynamic DNS の有効／無効を設定します。

ホスト名 Dynamic DNS を有効にする場合は、ホスト名を入力します
（半角 63 文字以内）。

DNS ドメイン名設定 DNS ドメイン名を自動取得するかどうかを選択します。自動
取得にしない場合は、直下のドメイン名を入力します（ホス
ト名との合計で半角 254 文字以内）。

DNS サーバ設定 DNS サーバのアドレスを 大 3 つまで登録できます（書式：
「***.***.***.***」、*** の入力範囲：0-255）。

SLP 設定 SLP の有効／無効を指定します。

LPD 設定 LPD の有効／無効を指定します。
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ネットワークタブネットワークタブネットワークタブネットワークタブ －－－－ TCP/IP 設定設定設定設定 －－－－ IP フィルタリング設定フィルタリング設定フィルタリング設定フィルタリング設定

IP アドレスフィルタ機能を設定します。

ホストの IP アドレスを指定することで、アクセスの制限を設定できます。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
単一の IP アドレスを許可（拒否）する場合は、下記の 3 通りの方法
で設定できます。

「開始アドレス」に IP アドレスを入力し、「終了アドレス」を
0.0.0.0 にする（例： "192.168.11.22 － 0.0.0.0"）。

「開始アドレス」を 0.0.0.0 とし、「終了アドレス」に IP アドレスを
入力する（例： "0.0.0.0 － 192.168.11.22"）。

「開始アドレス」と「終了アドレス」に、同じアドレスを入力する
（例： "192.168.11.22 － 192.168.11.22"）。

許可設定 許可アドレス設定の有効／無効を指定します。

設定範囲 1 ～ 5 許可するアドレスを入力します（書式：「***.***.***.***- 
***.***.***.***」、*** の入力範囲：0-255）。

拒否設定 拒否アドレス設定の有効／無効を指定します。

設定範囲 1 ～ 5 拒否するアドレスを入力します（書式：「***.***.***.***- 
***.***.***.***」、*** の入力範囲：0-255）。
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ネットワークタブネットワークタブネットワークタブネットワークタブ －－－－ NetWare 設定設定設定設定 －－－－ NetWare 設定設定設定設定

NetWare の設定をします。

IPX 設定 NetWare の使用する／使用しないを指定します。

イーサネットフレームタ
イプ

フレームタイプを選択します。

NetWare プリントモード プリントサーバの動作モードを「Pserver」「Nprinter/
Rprinter」のどちらにするか選択します。

プリントサーバ名 プリントサーバ名を入力します（/ \ : ; , * [ ] < > | + = ? . を除
く半角 63 文字以内）。

プリントサーバパスワー
ド

プリントサーバパスワードを入力します（半角 63 文字以
内）。

ポーリング間隔 プリントキューのスキャン間隔を入力します（入力範囲：1-
65535 秒）

Bindery/NDS 設定 「NDS」、「NDS/Bindery 設定」から選択します。

ファイルサーバ名 Bindery の優先ファイルサーバ名を入力します（/ \ : ; , * [ ] < 
> | + = ? . を除く半角 47 文字以内）。

NDS コンテキスト名 優先 NDS コンテキスト名を入力します（/ \ : ; , * [ ] < > | + = 
? を除く半角 191 文字以内）。
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✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）

「＊」の付いている「IPX 設定」「イーサネットフレームタイプ」
「NetWare プリントモード」「プリントサーバ名」「ポーリング間隔」
「プリンタ名」「プリンタ番号」の項目の設定変更を有効にするには、
本体の電源の再投入（オフ／オン）を行う必要があります。

電源をオフ／オンする場合は、サブ電源スイッチをオフにしてから
メイン電源スイッチをオフにします。また、電源をオフにして、10
秒以上経過してからオンにしてください。間隔をあけないと、正常
に機能しないことがあります。

NDS ツリー名 優先 NDS ツリー名を入力します（/ \ : ; , * [ ] < > | + = ? . を除
く半角 63 文字以内）。

プリンタ名 Nprinter/Rprinter のプリンタ名を入力します（/ \ : ; , * [ ] < > | 
+ = ? . を除く半角 63 文字以内）。

プリンタ番号 Nprinter/Rprinter のプリンタ番号を入力します（入力範囲：
0-255）。

ユーザ認証設定 NetWare 接続でユーザ認証を行うかどうかを設定します。
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ネットワークタブネットワークタブネットワークタブネットワークタブ －－－－ NetWare 設定設定設定設定 －－－－ NetWare 状態状態状態状態

NetWare 接続の状態（ステータス）として、「サーバ名」と「キュー
名」を表示します。
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ネットワークタブネットワークタブネットワークタブネットワークタブ －－－－ IPP 設定設定設定設定

IPP 印刷の設定をします。

IPP IPP 印刷の使用する／使用しないを指定します。

プリンタ名 プリンタ名を入力します（ - _ および半角英数字記号 127 文
字以内）。

プリンタ設置場所 プリンタ設置場所（Printer Location）を入力します（半角英
数字記号 127 文字以内）。
ここで入力した設置場所が、システムタブ － 状態通知設定
で指定した状態通知メールの本文に表示される設置場所にな
ります。

プリンタ情報 プリンタ情報を入力します（半角英数字記号 127 文字以内）。

Printer URI IPP を利用してプリントできるプリンタの URI が表示されま
す。

オペレーションサポート
情報

IPP でサポートするプリント操作を項目から指定します。

IPP 認証設定 IPP 接続での認証方式とユーザ名、パスワードを設定します。
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✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
状態通知機能については「システムタブ － 状態通知設定」

（p. 10-80）をごらんください。

ネットワークタブネットワークタブネットワークタブネットワークタブ －－－－ SNMP 設定設定設定設定

SNMP の設定をします。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
セキュリティ強化モードが ON の場合、SNMP v1/v2c 設定のコミュ
ニティ名が「R0」になります。また、SNMP v3 設定の Write User 
Name － セキュリティレベルで「認証しない」を選択できません。

SNMP 設定 SNMP の使用する／使用しないを指定します。

UDP ポート設定 ポート番号を設定します。

SNMP v1/v2c 設定 SNMP v1/v2c の Read/Write 名を設定します。

SNMP v3 設定 SNMP v3 の Read/Write 名を設定します。
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ネットワークタブネットワークタブネットワークタブネットワークタブ －－－－ SMB 設定設定設定設定 －－－－ WINS 設定設定設定設定

SMB の WINS 設定をします。

ルータ経由で SMB プリントを行う場合は、SMB 設定－プリント設定と
合わせて WINS も設定してください。

WINS WINS を使用する／しないを設定します。

WINS 自動取得設定 WINS の自動取得の有効／無効を設定します。

WINS サーバアドレス 1 WINS サーバアドレスを入力します。（書式：「***.***.***.***」
*** の入力範囲は 0 ～ 255）

WINS サーバアドレス 2
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ネットワークタブネットワークタブネットワークタブネットワークタブ －－－－ SMB 設定設定設定設定 －－－－ プリント設定プリント設定プリント設定プリント設定

SMB 印刷の設定をします。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）

「NetBIOS 名」「プリントサービス名」「ワークグループ」の項目の
設定変更を有効にするには、本体の電源の再投入（オフ／オン）を
行う必要があります。

電源をオフ／オンする場合は、サブ電源スイッチをオフにしてから
メイン電源スイッチをオフにします。また、電源をオフにして、10
秒以上経過してからオンにしてください。間隔をあけないと、正常
に機能しないことがあります。

プリント設定 SMB 印刷（Windows 印刷）サービスの使用する／使用しな
いを設定します。

NetBIOS 名 NetBIOS 名を入力します（半角 15 文字以内。記号は - のみ
使用可能。）。

プリントサービス名 プリントサービス名を入力します（/ \ を除く半角 12 文字以
内）。

ワークグループ ワークグループ名を入力します（“ \ ; : , * < > | + = ? を除く半
角 15 文字以内）。
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ネットワークタブネットワークタブネットワークタブネットワークタブ －－－－ AppleTalk 設定設定設定設定

AppleTalk の設定をします。

AppleTalk 設定 AppleTalk の使用する／使用しないを設定します。

プリンタ名 プリンタ名を入力します（ = ~ を除く英数字記号 31 文字以
内）。

ゾーン名 ゾーン名を入力します（半角 31 文字以内）。

現在のゾーン 現在のゾーン名が表示されます。
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ネットワークタブネットワークタブネットワークタブネットワークタブ －－－－ Bonjour 設定設定設定設定

Bonjour の設定をします。

ネットワークタブネットワークタブネットワークタブネットワークタブ －－－－ SSL/TLS 設定設定設定設定

SSL/TLS の証明書の設定があります。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
ネットワークタブ － SSL/TLS 設定の詳しい内容については、「ネッ
トワーク／スキャナ機能編」をごらんください。

Bonjour 設定 Bonjour/Rendezvous 接続の使用する／使用しないを設定し
ます。

Bonjour 名 接続機器名として表示させる Bonjour 名を設定します（半角
英数字記号 63 文字以内）。
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ネットワークタブネットワークタブネットワークタブネットワークタブ －－－－ 認証設定認証設定認証設定認証設定

本 PageScope Web Connection の自動ログアウト時間の設定がありま
す。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
ネットワークタブ － 認証設定の詳しい内容については、「ネット
ワーク／スキャナ機能編」、「ボックス機能編」をごらんください。
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10.4 プリントジョブ管理プリントジョブ管理プリントジョブ管理プリントジョブ管理

ジョブ動作の指定ジョブ動作の指定ジョブ動作の指定ジョブ動作の指定

プリンタドライバの設定により、本機におけるジョブの動作を指定でき
ます。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
本機能が設定できるプリンタドライバは、以下の 3 種類です。
Windows 用 PCL コニカミノルタ製プリンタドライバ
Windows 2000/XP/Server 2003 用 PostScript コニカミノルタ製プリ
ンタドライバ
Macintosh OS X 用 PostScript PPD プリンタドライバ

設定方法（設定方法（設定方法（設定方法（Windows の場合）の場合）の場合）の場合）

1 「印刷」ダイアログボックスで［プロパティ］をクリックして、プリ
ンタドライバの設定ダイアログを表示します。

2 「セットアップ」タブ（PCL ドライバ）または「セットアップ」タブ
（PostScript ドライバ）をクリックします。

3 「出力方法」のドロップダウンリストで、出力方法を選択します。

通常印刷： すぐにプリントされます。

機密プリント： 本体の操作パネルで ID とパスワードを入力
してプリントします。（ 大 100 文書）
本機側でパスワード規約が ON の場合は、
パスワードを 8 桁で設定してください。

ボックス保存： プリント文書を本体のドキュメントフォル
ダに保存します。
本機側でパスワード規約が ON の場合は、
本機側で作成してあるボックスを指定して
ください。

ボックス保存＆印
刷：

ドキュメントフォルダに保存すると同時に
プリントもします。

確認プリント： 文書が 1 部出力されたあと、本体が一時停
止します。大量部数印刷のミスプリントを
防ぎたい場合に選択します。
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詳しくは、「出力方法を選択する」（p. 5-13）、（p. 6-8）をごらんく
ださい。

設定方法（設定方法（設定方法（設定方法（Macintosh OS X の場合）の場合）の場合）の場合）

1 ［ファイル］メニューの「プリント」を選択します。

2 「セキュリティ」を選択します。

3 各項目を設定します。

出力方法： 「機密プリント」「ボックス保存」などの条
件を選択します。

機密プリント： 「出力方法」で「機密プリント」を選んだ場
合に ID とパスワードを入力します。ID と
パスワードは、プリントするときに本機の
操作パネルで入力します。（ 大 100 文書）
本機側でパスワード規約が ON の場合は、
パスワードを 8 桁で設定してください。

ボックス保存： 「出力方法」で「ボックス保存」または
「ボックス保存＆印刷」を選んだ場合にファ
イル名とボックス番号を入力します。
本機側でパスワード規約が ON の場合は、
本機側で作成してあるボックスを指定して
ください。
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詳しくは、「セキュリティ」（p. 9-11）をごらんください。

ジョブの保存ジョブの保存ジョブの保存ジョブの保存

プリンタドライバの「出力方法」を選択した場合、プリント文書は本機
にジョブとして保存されます。

保存されたジョブをプリントする場合は、本機操作パネル側でジョブを
呼出す必要があります。
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ジョブの呼出し（確認プリント）ジョブの呼出し（確認プリント）ジョブの呼出し（確認プリント）ジョブの呼出し（確認プリント）

✎
ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）
操作パネルの各キーのはたらきについては、「ユーザーズガイド コ
ピー機能編」をごらんください。

本機のボックス機能については、「ユーザーズガイド ボックス機能
編」をごらんください。

1 本体操作パネルの［ジョブ確認］を押します。

プリント画面が表示されます。

2 ［蓄積ジョブ］を押します。
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3 ［蓄積解除］を押します。

蓄積解除画面が表示されます。

4 プリント結果を確認するときは、ジョブリストから確認プリントを
するジョブを選び、［確認プリント］を選択し、［実行］を押します。

❍ 1 部プリントされますので、プリント結果を確認します。

5 ジョブリストから蓄積解除をするジョブを選びます。

❍ 設定されている印刷条件を変更する場合は、手順 6 へ進みます。
❍ 設定されている印刷条件を変更しない場合は、手順 8 へ進みま

す。

6 ［設定変更］を押します。

設定変更画面が表示されます。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
蓄積解除をしたいジョブが表示されていないときは、［ ］ま
たは［ ］を押して表示させます。

複数のジョブをまとめて解除または設定変更したい場合は、続
けてジョブを押します。

ジョブを間違えて選択したときは、選択したジョブをもう一度
押すと選択は取り消されます。

7 設定変更画面で印刷条件を変更して、［OK］を押します。

蓄積解除画面にもどります。
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8 ［プリント］を選択し、［実行］を押します。

蓄積ジョブは動作中ジョブに変わり、プリントされます。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
蓄積解除を中止する場合は、［中止］を押します。

ジョブの呼出し（ジョブの呼出し（ジョブの呼出し（ジョブの呼出し（機密プリント）機密プリント）機密プリント）機密プリント）

「機密プリント」によるジョブは、機密文書ボックスに保存されます。
機密文書をプリントするには、プリンタドライバで指定した ID とパス
ワードが必要です。

✎
ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）
操作パネルの各キーのはたらきについては、「ユーザーズガイド コ
ピー機能編」をごらんください。

本機のボックス機能については、「ユーザーズガイド ボックス機能
編」をごらんください。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
機密文書は登録されてから一定時間経過すると自動的に削除されま
す。この時間は初期値が 24 時間に設定されており、管理者モード
で設定できます。詳しくは、「機密文書削除時間」（p. 10-31）をご
らんください。

プリントした機密文書を手動で削除するときは管理者モードで操作
します。詳しくは、「機密文書削除」（p. 10-30）をごらんください。

機密文書アクセス方法の設定について詳しくは「ユーザーズガイド 
コピー機能編」をごらんください。
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機密文書アクセス方式が「モード機密文書アクセス方式が「モード機密文書アクセス方式が「モード機密文書アクセス方式が「モード 1」に設定されている場合」に設定されている場合」に設定されている場合」に設定されている場合

1 本体操作パネルの【ボックス】を押し、［システムボックス］の［機
密文書ボックス］を押します。

2 機密文書の ID を入力し、［OK］を押します。

3 機密文書のパスワードを入力し、［OK］を押します。

受信したドキュメントの一覧が表示されます。
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✎
ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）ワンポイントアドバイス）
プリンタドライバで指定した ID とパスワードが一致したドキュ
メントだけが表示されます。

4 プリントしたいドキュメントを選択し、［プリント］を押します。

ドキュメントの情報が表示されます。

5 操作パネルの【スタート】を押します。

ドキュメントがプリントされます。

機密文書アクセス方式が「モード機密文書アクセス方式が「モード機密文書アクセス方式が「モード機密文書アクセス方式が「モード 2」に設定されている場合」に設定されている場合」に設定されている場合」に設定されている場合

1 本体操作パネルの【ボックス】を押し、［システムボックス］の［機
密文書ボックス］を押します。
C450 10-114



各種設定 10

2 機密文書の ID を入力し、［OK］を押します。

指定した ID と一致する機密文書の一覧が表示されます。

3 プリントしたいドキュメントを選択し、［パスワード入力］を押しま
す。

4 機密文書のパスワードを入力し、［OK］を押します。

受信したドキュメントの一覧が表示されます。

5 プリントしたいドキュメントを選択し、［プリント］を押します。

ドキュメントの情報が表示されます。
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✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
管理者設定の「認証操作禁止設定」でモード 2 が選択されてい
る場合、誤ったパスワードを一定回数入力すると、選択してい
るドキュメントがロックされます。操作禁止状態の解除につい
ては管理者に問合わせてください。

6 操作パネルの【スタート】を押します。

ドキュメントがプリントされます。

ユーザ認証を設定している本機でプリントするユーザ認証を設定している本機でプリントするユーザ認証を設定している本機でプリントするユーザ認証を設定している本機でプリントする

本機側でユーザ認証が設定されている場合、プリント時にユーザ名とパ
スワードを入力する必要があります。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
本機側の「認証モード」で有効ではないユーザ名やパスワードを入
力してプリントしたり、または「認証」にチェックしないでプリン
トした場合は本機で認証されずにジョブが破棄されます。

本機のユーザ認証が設定され、認証操作禁止機能がモード 2 の場合、
認証情報が正しく入力されていない場合は、該当するユーザがロッ
クされアクセスができなくなる場合があります。

本機能が設定できるプリンタドライバは、以下の 3 種類です。
Windows 用 PCL コニカミノルタ製プリンタドライバ
Windows 2000/XP/Server 2003 用 PostScript コニカミノルタ製プリ
ンタドライバ
Macintosh OS X 用 PostScript PPD プリンタドライバ

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
登録ユーザであっても、プリントが許可されていない場合はプリン
トできません。
ユーザ認証については、本機の管理者にお問合わせください。
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設定方法（設定方法（設定方法（設定方法（Windows の場合）の場合）の場合）の場合）

1 「印刷」ダイアログボックスで［プロパティ］（または［詳細設定］）
をクリックして、プリンタドライバの設定ダイアログを表示します。

2 「セットアップ」タブをクリックします。

3 ［認証 / 部門管理］をクリックします。

4 「認証」のチェックボックスを ON にして、「登録ユーザ」を選択し、
ユーザ名、パスワードを入力します。

❍ 本体でパブリックユーザが許可されている場合は、パブリック
ユーザで利用できます。

❍ パスワードはジョブごとではなく、デフォルト値を設定しても
使用できます。

5 ［OK］をクリックして設定後、プリントします。

❍ 入力したユーザ名が本機側で有効になっているユーザ名である
場合、ジョブはプリントされ、指定したユーザにカウントされ
ます。
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設定方法（設定方法（設定方法（設定方法（Macintosh OS X の場合）の場合）の場合）の場合）

1 ［ファイル］メニューの「プリント」を選択します。

2 「セキュリティ」を選択します。

3 「認証設定」のチェックボックスを ON にして、「登録ユーザ」を選
択し、ユーザ名、パスワードを入力します。

❍ 本体でパブリックユーザが許可されている場合は、パブリック
ユーザで利用できます。
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部門管理機能を使用している本機でプリントする部門管理機能を使用している本機でプリントする部門管理機能を使用している本機でプリントする部門管理機能を使用している本機でプリントする

本機側で「部門管理機能」を使用している場合、プリント時に部門管理
コード（暗証番号）を入力する必要があります。

✎
ご注意）ご注意）ご注意）ご注意）
本機側の「部門管理機能」で有効ではない暗証番号を入力してプリ
ントした、または「部門管理」にチェックしないでプリントした場
合は本機で認証されずにジョブが破棄されます。
本機の部門認証が設定され、認証操作禁止機能がモード 2 の場合、
認証情報が正しく入力されていない場合は、該当する部門がロック
されアクセスができなくなる場合があります。

本機能が設定できるプリンタドライバは、以下の 3 種類です。
Windows 用 PCL コニカミノルタ製プリンタドライバ
Windows 2000/XP/Server 2003 用 PostScript コニカミノルタ製プリ
ンタドライバ
Macintosh OS X 用 PostScript PPD プリンタドライバ

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
登録部門であっても、プリントが許可されていない場合はプリント
できません。

部門管理については、本機の管理者にお問合わせください。
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設定方法（設定方法（設定方法（設定方法（Windows の場合）の場合）の場合）の場合）

1 「印刷」ダイアログボックスで［プロパティ］（または［詳細設定］）
をクリックして、プリンタドライバの設定ダイアログを表示します。

2 「セットアップ」タブをクリックします。

3 ［認証 / 部門管理］をクリックします。

4 「部門管理」のチェックボックスを ON にし、部門名、パスワードを
入力します。

❍ 暗証番号はジョブごとではなく、デフォルト値を設定しても使
用できます。

5 ［OK］をクリックして設定後、プリントします。

入力した暗証番号が本機側で有効になっている暗証番号である場合、
ジョブはプリントされ、指定した部門番号にカウントされます。
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設定方法（設定方法（設定方法（設定方法（Macintosh OS X の場合）の場合）の場合）の場合）

1 ［ファイル］メニューの「プリント」を選択します。

2 「セキュリティ」を選択します。

3 部門管理設定のチェックボックスを ON にし、部門名とパスワードを
登録します。

PageScope Web Connection でのジョブ操作でのジョブ操作でのジョブ操作でのジョブ操作

PageScope Web Connection でも、本機で処理中のジョブ状態を確認で
きます。

詳しくは、以下のページをごらんください。

「ジョブタブ － 実行中リスト」（p. 10-63）

「ジョブタブ － 履歴リスト」（p. 10-64）
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10.5 長尺紙プリント機能長尺紙プリント機能長尺紙プリント機能長尺紙プリント機能

本機では、操作パネルの設定により 1200 mm までの用紙を手差しトレ
イにセットし、プリントすることができます。

以降本文中では、長い用紙をセットしてプリントすることを長尺紙プリ
ントと呼びます。

用紙について用紙について用紙について用紙について

使用できる用紙使用できる用紙使用できる用紙使用できる用紙

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
用紙は 1 枚ずつセットしてください。

プリンタドライバの種類と対応プリンタドライバの種類と対応プリンタドライバの種類と対応プリンタドライバの種類と対応 OS

長尺紙プリントに対応しているドライバは以下のとおりです。

用紙幅用紙幅用紙幅用紙幅 用紙長用紙長用紙長用紙長 用紙種類用紙種類用紙種類用紙種類

210 mm ～ 297 mm 457.3 mm ～ 1200 mm 127 g/m2 ～ 209 g/m2

ページ記述言語ページ記述言語ページ記述言語ページ記述言語 プリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバ 対応対応対応対応 OS

PCL PCL コニカミノル
タ製ドライバ

Windows NT4.0、
Windows 2000 Professional、
Windows XP Home Edition/Professional、
Windows Server 2003

PostScript3 
Emulation

PostScript コニカミ
ノルタ製ドライバ

Windows NT4.0、
Windows 2000 Professional、
Windows XP Home Edition/Professional、
Windows Server 2003
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プリンタドライバを設定するプリンタドライバを設定するプリンタドライバを設定するプリンタドライバを設定する

プリントする用紙サイズをあらかじめ不定形サイズとして登録しておき
ます。

1 「セットアップ」タブをクリックします。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
PCL コニカミノルタ製ドライバの場合、不定形サイズの設定は、
Windows の「プリンタ」（Windows XP/Server 2003 の場合は

「プリンタと FAX 」）ウィンドウから開くプリンタドライバの設
定ダイアログボックスでのみ設定できます。

2 「原稿サイズ」または「出力サイズ」から「不定形サイズ設定」を選
択します。

「不定形サイズ設定」ダイアログボックスが表示されます。

3 以下の項目を設定します。

❍ 不定形サイズ一覧： 設定する不定形サイズの名称を選択します。
（PCL ドライバのみ）

❍ 不定形名称： 不定形サイズを登録したい名称を入力します。
（PCL ドライバのみ）

❍ サイズ：不定形サイズの幅、長さを単位に合わせて設定します。

4 ［OK］をクリックします。

5 プリント時に、「セットアップ」タブの「原稿サイズ」または「出力
サイズ」から「不定形サイズ設定」を選択します。
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プリントするプリントするプリントするプリントする

1 操作パネルの【設定メニュー／カウンタ】を押します。

2 ［6 長尺紙プリント］を押します。

3 ［する］を押し、［OK］を押します。

4 画面にしたがってフィニッシャーを移動します。
フィニッシャーの上に、用紙搬送用の長尺紙をセットします。

❍ フィニッシャーを装着していない場合は、手順 5 へ進みます。

5 コンピュータでプリントするジョブを選択し、［ファイル］メニュー
の「プリント」を選択します。

6 設定を行い、［OK］を押します。

7 手差しトレイを開きます。
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8 プリントしたい面を下向きにし、用紙の先端を奥まで差し込んで

セットします。

❍ 用紙をセットする前に操作パネルに以下のメッセージが表示さ
れていることを確認してください。

9 ガイド板をスライドさせ、用紙サイズに合わせます。

❍ 用紙は 1 枚ずつセットしてください。
❍ セットした用紙を手で支えながらプリントしてください。
C450 10-125



各種設定 10

10 以下の画面が表示された場合は、［セット完了］を押します。

❍ プリントされた用紙の先端は、フィニッシャーの上側に排紙さ
れるようにしてください。

11 プリントを終了する場合は［終了］を押します。

❍ 続けてプリントする場合は、手順 8 ～ 10 までの操作を繰り返しま
す。
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12［はい］を押します。

❍ フィニッシャーを装着している場合は、フィニッシャーを元の
位置に戻します。
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11 トラブルシューティングトラブルシューティングトラブルシューティングトラブルシューティング

11.1 プリントできないプリントできないプリントできないプリントできない

本章では、想定するトラブルおよび困った場合の解決方法について説明
します。

プリントを実行したにもかかわらず、プリントできない場合に、上から
順に確認してください。

状況状況状況状況 考えられる原因考えられる原因考えられる原因考えられる原因 対処方法対処方法対処方法対処方法

コンピュータ上の画面
に「プリンタが接続さ
れていない」または
「印刷エラー」という
内容のメッセージが表
示される。

プリント時に指定しているプ
リンタドライバがプリンタコ
ントローラ対応になっていな
い可能性があります。

指定しているプリンタ名を確
認してください。

ネットワークケーブルまたは
パラレルケーブル、USB ケー
ブルが外れている可能性があ
ります。

ケーブルが正しく接続されて
いることを確認してください。

本機側でエラーが発生してい
る可能性があります。

本機の操作パネルを確認して
ください。

メモリが不足している可能性
があります。

テスト印刷でプリントできる
か確認してください。

ネットワークケーブルまたは
パラレルケーブル、USB ケー
ブルが外れている可能性があ
ります。

ケーブルが正しく接続されて
いることを確認してください。

本機側でエラーが発生してい
る可能性があります。

本機の操作パネルを確認して
ください。

コンピュータ上の画面
にポストスクリプトエ
ラーが表示される。

コンピュータのメモリが不足
している可能性があります。

テスト印刷でプリントできる
か確認してください。

アプリケーションソフトウェ
アの設定によるエラーが考え
られます。

アプリケーションソフトウェ
アの取扱説明書などを参考に、
設定を再確認してください。

ファイルの印刷設定が間違っ
ている可能性があります。

設定を変えて再度プリントを
試してみてください。
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以上のことを確認しても解決しない場合は、「ユーザーズガイド コピー
機能編」をお読みください。

コンピュータ側のプリ
ント処理は終了したが
プリントが開始されな
い。

プリント時に指定しているプ
リンタドライバがプリンタコ
ントローラ対応になっていな
い可能性があります。

指定しているプリンタ名を確
認してください。

ネットワークケーブルまたは
パラレルケーブル、USB ケー
ブルが外れている可能性があ
ります。

ケーブルが正しく接続されて
いることを確認してください。

本機側でエラーが発生してい
る可能性があります。

本機の操作パネルを確認して
ください。

未処理のジョブが本機に残っ
ていて、処理待ち状態になっ
ている可能性があります。

本機の操作パネルのジョブ確
認でジョブの順番を確認して
ください。

プリント実行時に「ボックス
保存」を指定している可能性
があります。

本機の操作パネルで「ボック
ス」に目的のジョブが保留さ
れていないか確認してくださ
い。

プリント実行時に「機密プリ
ント」を指定している可能性
があります。

本機の操作パネルで「機密文
書ボックス」に目的のジョブ
が保留されていないか確認し
てください。

部門管理している場合、登録
以外の部門管理コード（暗証
番号）を入力している可能性
があります。

部門管理コード（暗証番号）
を正しく入力してください。

認証設定している場合、登録
以外のユーザ名やパスワード
を入力している可能性があり
ます。

ユーザ名やパスワードを正し
く入力してください。

コンピュータのメモリが不足
している可能性があります。

テスト印刷でプリントできる
か確認してください。

プリンタコントローラとの
ネットワークが確立されてい
ません（ネットワーク接続
時）。

ネットワーク管理者にご相談
ください。

本機側でセキュリティ強化
モードになっている可能性が
あります。

セキュリティ強化モードでの
認証設定を行ってください。
詳しくは、ネットワーク管理
者にご相談ください。

状況状況状況状況 考えられる原因考えられる原因考えられる原因考えられる原因 対処方法対処方法対処方法対処方法
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11.2 設定できない／設定したとおりにプリントできない設定できない／設定したとおりにプリントできない設定できない／設定したとおりにプリントできない設定できない／設定したとおりにプリントできない

プリンタドライバで設定ができない場合や、設定してもそのとおりにプ
リントされない場合に確認してください。

✎
メモ）メモ）メモ）メモ）
プリンタドライバの項目を設定する場合、項目によっては同時に選
択できないものがあります。

状況状況状況状況 考えられる原因考えられる原因考えられる原因考えられる原因 対処方法対処方法対処方法対処方法

プリンタドライバ上
で項目が選択できな
い。

機能によっては組み合わせでき
ない場合があります。

グレー表示の部分は設定できま
せん。

コンピュータ画面上
に「設定できない」
「機能が解除される」
内容の「競合」メッ
セージが表示され
る。

組み合わせできない機能を設定
しています。

内容をよく確認し、機能を指定
しなおしてください。

設定したとおりにプ
リントできない。

正しく設定されていない可能性
があります。

プリンタドライバの各設定項目
を確認してください。

プリンタドライバ上では組み合
わせて設定できますが、本機と
しては組み合わせができませ
ん。

アプリケーションで設定した用
紙サイズや用紙の向きなどがプ
リンタドライバでの設定より優
先されてプリントされることが
あります。

アプリケーション側の設定を正
しく設定してください。

ウォーターマークが
プリントできない。

ウォーターマークを正しく設定
していない可能性があります。

ウォーターマークの設定を確認
してください。

ウォーターマークの濃度が薄い
可能性があります。

濃淡設定を確認してください。

グラフィックス系などのアプリ
ケーションソフトウェアでは、
ウォーターマークがプリントさ
れないことがあります。

この場合、ウォーターマークは
プリントできません。

ステープルが指定で
きない。

用紙種類が厚紙、OHP フィル
ムの場合は、ステープルできま
せん。

プリンタドライバの各設定項目
を確認してください。

ステープルは、オプションの
フィニッシャー FS-507 または
FS-603 が必要です。

必要なオプションを装着し、プ
リンタドライバでオプションを
使用可能にしてください。

ステープルができな
い。

プリントするページ数が多い場
合は、ステープルできません。

プリントするページ数を変更し
てください。

異なった用紙サイズが混在して
いる場合は、ステープルできま
せん。

書類を確認してください。
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ステープルの位置が
思いどおりにならな
い。

方向の設定が合っていません。 プリンタドライバの設定でス
テープルの位置を確認してから
プリントしてください。

パンチが指定できな
い。

小冊子、OHP フィルム、厚紙
2、厚紙 3、封筒を指定した場
合は、パンチを指定できませ
ん。

プリンタドライバの各設定項目
を確認してください。

オプションのフィニッシャー
FS-603 装着時はパンチキット
PK501 が必要です。

必要なオプションを装着し、プ
リンタドライバでオプションを
使用可能にしてください。

パンチされない。 給紙口にセットしてある用紙の
向きが適切でない場合は、パン
チせずにプリントされることが
あります。

用紙の向きを確認してくださ
い。

パンチの位置が思い
どおりにならない。

方向の設定が合っていません。 プリンタドライバの設定ダイア
ログの「ページレイアウト」で
パンチの位置を確認してからプ
リントしてください。

フォームがうまくプ
リントされない。

コンピュータのメモリが不足し
ている可能性があります。

フォームを簡単なものにして
データ量を減らしてください。

画像がうまくプリン
トされない。

コンピュータのメモリが不足し
ている可能性があります。

画像を簡単なものにしてデータ
量を減らしてください。

指定した給紙口から
給紙されない。

指定した給紙口に必要なサイズ
／方向の用紙が入っていない場
合は、指定した給紙口から給紙
されない可能性があります。

給紙口に適切なサイズ／方向の
用紙を入れてください。

配布管理ナンバーが
指定できない。

管理ナンバーを指定する場合
は、プリンタドライバの「デバ
イスオプションの設定」でハー
ドディスクを追加しておく必要
があります。

プリンタドライバの「デバイス
オプションの設定」タブでハー
ドディスクを追加してくださ
い。

状況状況状況状況 考えられる原因考えられる原因考えられる原因考えられる原因 対処方法対処方法対処方法対処方法
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エラーメッセージエラーメッセージエラーメッセージエラーメッセージ

メッセージメッセージメッセージメッセージ 原因と対処方法原因と対処方法原因と対処方法原因と対処方法

ネットワークに接続で
きませんでした

ネットワークに接続できませんでした。ネットワークケーブル
が正しく接続されているか確認してください。また、「管理者設
定」の「ネットワーク設定」が正しく行われているか確認して
ください。
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12 付録付録付録付録

12.1 製品製品製品製品仕様仕様仕様仕様

項目項目項目項目 仕様仕様仕様仕様

型式 内蔵型コントローラー

電源 本体と共通

CPU PPC750 FX 600MHz

RAM 512 MB

HDD 40 GB

I/F • 標準
Ethernet（100Base-TX / 10Base-T）
• オプション
USB 1.1/2.0、IEEE1284

フレームタイプ Ethernet 802.2
Ethernet 802.3
Ethernet II
Ethernet SNAP

対応プロトコル TCP/IP
IPX/SPX
NetBEUI
AppleTalk（EtherTalk）

プリント速度 35 枚／分（カラー、A4 用紙、片面）
45 枚／分（モノクロ、A4 用紙、片面）

ファーストプリントタイム 8.5 秒以下（カラー、A4）
5.5 秒以下（モノクロ、A4）

プリンタ言語 PCL5e/c エミュレーション
PCL6（XL ver. 2.1）エミュレーション
PostScript 3 エミュレーション（3011）

動作環境条件 温度 10 ～ 30°C
湿度 15 ～ 85%RH

解像度 データ処理 600 × 600 dpi （プリント、FAX 機能）
400 × 400 dpi （FAX 機能）
200 × 200 dpi （FAX 機能）

プリント 600 × 1800 dpi 相当

対応用紙サイズ 大定型用紙サイズ
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付録 12
フォント（内蔵フォント） ＜ PCL ＞
欧文  80 書体
日本語 
HG 明朝 L
HGP 明朝 L
HG ゴシック B
HGP ゴシック B
＜ Postscript 3 Emulation ＞
欧文  136 書体
日本語 
HG 明朝 L
HG ゴシック B

対応コンピュータ IBM PC およびその互換機、Macintosh（PowerPC 、Intel
プロセッサ）

サポート OS サーバ Windows NT4.0（SP6a） / 2000 Server / Server 2003

クライアント Windows 98SE / Me
Windows 2000 / XP
Windows NT4.0（SP6a）
Macintosh OS 9.2 以降 / OS X 10.2 、10.3、10.4

プリンタドライバ PCL6
• Windows 98SE / Me プリンタドライバ
• Windows 2000 / XP / Server 2003 プリンタドライバ
• Windows NT4.0 プリンタドライバ
PS3
• Windows 98SE / Me PPD ファイル
• Windows NT 4.0 プリンタドライバ
• Windows 2000、Windows XP（Home/Professional）、 

Windows Server 2003 プリンタドライバ
• Windows XP Professional x64、Windows Server 2003 

x64 プリンタドライバ
• MacOS 9.2 PPD ファイル
• MacOS X 10.2 プリンタドライバ
• MacOS X 10.3/10.4 プリンタドライバ

ユーティリティ PageScope Web Connection
対応 Web ブラウザ：
Microsoft Internet Explorer Ver.6 以降推奨（JavaScript 有
効・Cookie 有効）
Internet Explorer Ver.5.5 の使用の場合、Microsoft XML 
parser MSXML3.X のインストールが必須
Netscape Navigator Ver.7.02 以降（JavaScript 有効・
Cookie 有効）
Macromedia® Flash®（表示形式で Flash を選択する場合、
Ver.7.0 以降のプラグイン必須）

項目項目項目項目 仕様仕様仕様仕様
C450 12-2



付録 12
12.2 コンフィグレーションページコンフィグレーションページコンフィグレーションページコンフィグレーションページ
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12.3 フォントリストフォントリストフォントリストフォントリスト

PCL フォントリストフォントリストフォントリストフォントリスト
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PS フォントリストフォントリストフォントリストフォントリスト
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デモページデモページデモページデモページ
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12.4 用語集用語集用語集用語集

用語用語用語用語 説明説明説明説明

10BASE-T/100BASE-
TX/1000BASE-T

Ethernet の規格における仕様の一種。
銅でできた線材を 2 本ずつより合わせたケーブルを使っている。
通信速度は 10Base-T が 10Mbps、100Base-TX が 100Mbps、
1000Base-T は 1000Mbps である。

AppleTalk Apple 社が開発したネットワーク機能を実現するプロトコル群の
総称。

bit Binary Digit の略。コンピュータやプリンタなどが扱う情報
（データ量）の 小単位。0 か 1 かでデータを表す。

BMP Bitmap の略。画像データを保存するファイル形式の 1 つ（拡張
子は .bmp）。
Windows 上で一般的に使用されている。白黒（2 値）の画像か
らフルカラー（1677 万 7216 色）までの色数を指定できる。基
本的には圧縮せずに画像を保存する。

Bonjour 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。以前は Rendezvous
と呼ばれていたが、Mac OS X v10.4 から Bonjour と名称変更さ
れた。

BOOTP BOOTstrap Protocol の略。TCP/IP ネットワーク上のクライアン
トマシンが、サーバからネットワークに関する設定を自動的に
読込むプロトコル。
ただし現在では BOOTP をベースとして一部改良した DHCP が
主流になっている。

Byte コンピュータやプリンタなどが扱う情報（データ量）の単位。
1Byte=8bit で構成される。

CMYK Cyan（薄青）、Magenta（赤紫）、Yellow（黄）、Black（黒）の
略。
カラー印刷で用いられるトナー／インクの色で、CMYK 4 色の
配合比率を変化させて全ての色を表現する。

Default Gateway 同一 LAN 上に存在しないコンピュータへアクセスする際に使用
する「出入り口」の代表となるコンピュータやルータなどの機
器のこと。

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol の略。
TCP/IP ネットワーク上のクライアントマシンが、サーバから
ネットワークに関する設定を自動的に読込むプロトコル。
DHCP サーバで DHCP クライアント用に IP アドレスを一括管理
するだけで、アドレスの重複を避け、容易にネットワークの構
築ができる。

DNS Domain Name System の略。
ネットワーク環境において、ホスト名から対応する IP アドレス
を取得できるようにするシステムのこと。これによりユーザー
は、憶えにくく、分かりにくい IP アドレスではなく、ホストの
名前を指定してネットワーク上の他のコンピュータにアクセス
できるようになる。

DPI （dpi） Dots Per Inch の略。プリンタやスキャナなどで使われる解像度
の単位。
1 インチを何個の点の集まりとして表現するかを表す。
この値が高いほど、より精細な表現が可能となる。
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FTP File Transfer Protocol の略。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
プロトコルのこと。

HTTP HyperText Transfer Protocol の略。Web サーバとクライアント
（Web ブラウザなど）がデータを送受信するのに使われるプロト
コル。文書に関連付けられている画像、音声、動画などのファ
イルを、表現形式などの情報を含めてやり取りできる。

IEEE1284 Institute of Electrical and Electronic Engineers 1284 の略。パラレ
ルポートの標準規格。プリンタ用に開発された。 

IPP Internet Printing Protocol の略。インターネットなどの TCP/IP
ネットワークを通じて、印刷データの送受信や印刷機器の制御
を行うプロトコルのこと。インターネットを通じて遠隔地のプ
リンタにデータを送って印刷することもできる。

IPX NetWare で利用されるプロトコルのひとつ。OSI 参照モデルの
ネットワーク層で動作する。

IPX/SPX Internetwork Packet exchange/Sequenced Packet exchange の
略。 Novel 社により開発された、NetWare 環境下で一般的に使用
されるプロトコルのこと。

IP アドレス インターネット上で個々のネットワーク機器を識別する符号
（アドレス）。192.168.1.10 のように 大 3 桁の数字 4 つで表さ
れる。コンピュータを始めとしてインターネットに接続した機
器には、全て IP アドレスが割振られる。

LAN Local Area Network の略。同一フロア、同一のビルないしは近隣
のビル内などにあるコンピュータ同士を接続したネットワーク
のこと。

LPD Line Printer Daemon の略。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。もともと BSD UNIX 用
に開発されたが、一般のコンピュータ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る。

LPR/LPD Line Printer Request/Line Printer Daemon の略。WindowsNT 系、
UNIX 系におけるネットワーク経由印刷の 1 種。TCP/IP を使っ
て、Windows、UNIX からの印刷データをネットワーク上にある
プリンタに出力させることができる。

MAC Address Media Access Control address の略。各 Ethernet カード固有の
ID 番号で、これを元にカード間のデータの送受信が行われる。
48 ビットの数字で表現されており、前半の 24 ビットは IEEE が
管理・割当てをしている各メーカーごとに固有な番号で、後半
の 24 ビットはメーカーが一意にカードに割当てる番号である。

Macromedia® Flash® Macromedia 社の開発した、ベクターグラフィックのアニメー
ションや音声を組み合わせたコンテンツを作成するソフト、ま
たはそのファイル形式。キーボードやマウスからの入力により、
双方向性を持たせたコンテンツを扱える。ファイル容量を比較
的小さく抑えることができ、ウェブブラウザに専用のプラグイ
ンを導入して閲覧できる。

NDPS Novell Distributed Print Services の略。NDS 環境において高機能
なプリントソリューションを提供する。NDPS をプリントサー
バとして利用することにより、希望するプリンタからの出力、
新規プリンタ導入時のドライバの自動ダウンロードなど、プリ
ンタ利用に関する煩雑な管理環境を簡素化・自動化できるほか、
ネットワーク・プリンタに関わる統合的な管理を行うことがで
きる。

用語用語用語用語 説明説明説明説明
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NDS Novell Directory Service の略。
ネットワーク上に存在するサーバやプリンタ、ユーザ情報など
の共有資源、またそれらに対する個々のユーザのアクセス権限
などの情報を、階層構造で一元管理できる。

NetBIOS Network Basic Input Output System の略。
IBM 社によって開発された通信インターフェースのこと。

NetBEUI NetBIOS Extended User Interface の略。IBM 社が開発したネッ
トワークプロトコル。コンピュータ名を設定するだけで、小規
模なネットワークを構築できる。

NetWare ノベル社が開発したネットワーク OS。
通信プロトコルに NetWare IPX/SPX を使用している。

Nprinter/Rprinter Netware 環境下でプリントサーバを使用する場合の、リモート
プリンタサポートモジュールのこと。
Netware 3.x で Rprinter、Netware 4.x で Nprinter を使用する。

OHP/OHT OHP（オーバーヘッドプロジェクター）用の透明なシート。プ
レゼンテーションなどに使用する。

OS（オーエス） Operating System の略。コンピュータのシステムを管理する基
本ソフトウェア。Windows/MacOS/Unix もその中の 1 つ。

PDF Portable Document Format の略。電子形式書類の 1 つ（拡張子
は .pdf）。PostScript をベースとしたフォーマットで、Adobe 
Acrobat Reader という無料ソフトを使用して閲覧できる。

PDL Page Description Language の略。ページプリンタで印刷すると
き、プリンタにページ単位で印刷イメージを指示する言語。

PostScript 米 Adobe 社によって開発された、とくに高品質が要求される印
刷処理で一般的に利用される代表的なページ記述言語のこと。

PPD PostScript Printer Description の略。解像度や利用可能紙サイズ
等、PostScript プリンタの機種固有の情報を記述したファイルの
こと。

Proxy Server Internet との接続において、各クライアントの代わりに外部との
接続窓口となり、組織全体で効率的にセキュリティを確保する
ために設置されるサーバのこと。

Pserver Netware 環境下におけるプリントサーバモジュールのこと。
プリントジョブの監視、変更、休止、再開、および中止を行う。

Queue Name ネットワーク印刷を行うときに、印刷を許可させる為に機器毎
に設定する名称。

RIP Raster Image Processor の略。PostScript 等のページ記述言語を
用いて記述されたテキストデータを、画像イメージに展開する
処理のこと。通常はプリンタに内蔵されている。

RGB Red（赤）、Green（緑）、Blue（青）の略。
モニタ等の色表現で用いられる原色で、RGB 3 色の輝度比率を
変化させて全ての色を表現する。

Samba SMB（Server Message Block）を利用して、UNIX システムの資
源を Windows 環境から利用できるようにする、UNIX のサーバ
ソフトウェア。

SLP Service Location Protocol の略。TCP/IP ネットワーク上のサー
ビスの検索や、クライアントの自動設定などを可能にするプロ
トコルのこと。

用語用語用語用語 説明説明説明説明
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SMB Server Message Block の略。主に Windows 間でネットワークを
通じてファイル共有やプリンタ共有を実現するプロトコルのこ
と。

SMTP Simple Mail Transfer Protocol の略。電子メールを送信／転送す
るためのプロトコルのこと。

SNMP Simple Network Management Protocol の略。TCP/IP を使った
ネットワーク環境での管理プロトコルのこと。

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol の略。
インターネットにて使用されている事実上標準的なプロトコル
のこと。
個々のネットワーク機器を識別するために、IP アドレスを使用
する。

TrueType アウトラインフォントの一種。Apple 社と Microsoft 社によって
開発され、Macintosh や Windows には標準で採用されている。
ディスプレイ表示と印刷の両方に使用できる。

USB Universal Serial Bus の略。
コンピュータとマウスやプリンタ等を接続するための汎用イン
ターフェース規格のこと。

WINS Windows Internet Name Service の略。Windows 環境で、コン
ピュータ名と IP アドレス変換を行うネームサーバを呼び出すた
めのサービス。

アウトラインフォント 文字の形を、直線や曲線による輪郭線で表したフォントのこと。
文字サイズが大きくなっても、ギザギザの無い画面表示と印刷
ができる。

アンインストール インストールされているソフトウェアを削除すること。

イーサネット
（Ethernet）

LAN の伝送路に関する規格のこと。

印刷ジョブ PC から印刷機器に送信される印刷要求のこと。

インストール ハードウェア、OS、アプリケーション、プリンタドライバ等
を、コンピュータのシステムに組み込むこと。

ウェブブラウザ Web ページを閲覧するためのソフトウェアのこと。
Internet Explorer や、Netscape Navigator などがある。

解像度 画像や印刷物の細部を、どれだけ正確に再現できるかを表した
もの。

カラーマッチング スキャナ、ディスプレイ、プリンタなどの異なる装置間で、色
の違いを少なくするための技術。

輝度 ディスプレイ等の画面の明るさのこと。

キュー名 LPD/LPR 印刷のときに必要な論理プリンタ名のこと。

共有プリンタ ネットワーク上のサーバに接続され、複数のコンピュータから
使用可能なように設定されたプリンタのこと。

クライアント ネットワークを介して、サーバが提供するサービスを利用する
側のコンピュータのこと。

グレースケール 黒から白への階調情報を使用して表現したモノクロ画像の表現
形式のこと。

用語用語用語用語 説明説明説明説明
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ゲートウェイ ネットワークとネットワークを接続するポイントとなるハード
ウェアやソフトウェアのこと。単に接続するだけでなく、接続
先のネットワークに合わせて、データのフォーマット、アドレ
ス、プロトコルなどを変換する。

サブネットマスク TCP/IP ネットワークをいくつかの小さなネットワーク（サブ
ネット）に区切るために用いる値。
IP アドレスの上位何ビットがネットワークアドレスであるかを
識別するために使用する。

スクリーンフォント CRT などのモニタ上で、文字／記号を表示するためのフォント。

スプール（Spool） Simultaneous Peripheral Operation On-Line の略。
プリンタ出力で、データを直接プリンタに送らず、一時的に別
の場所に貯めておき、後でまとめてプリンタに送信すること。

ドライバ コンピュータと周辺機器の橋渡しをするソフトウェアのこと。

ハードディスク データを保存するための大容量記憶装置。
電源を OFF しても、データが保持される。

パラレルインター
フェース

複数の信号を同時に送受信するデータ転送方式のこと。
プリンタ接続用の IEEE1284 をさす場合が多い。

ピア・ツー・ピア 専用のサーバを使うことなく、接続された機器同士が、相互に
通信可能なネットワーク形態のこと。

プラグアンドプレイ 周辺機器を PC に接続した時に、適切なドライバが自動検索さ
れて使用可能になる仕組みのこと。

プリンタドライバ コンピュータとプリンタの橋渡しをするソフトウェアのこと。

プリンタバッファ 印刷ジョブのデータ処理のために、一時的に利用されるメモリ
領域。

プリントキュー スプーラにおいて、発生したプリントジョブを記憶しておくソ
フトウェアシステム。

フレームタイプ Netware 環境において使用される通信形式の種類のこと。
同じフレームタイプ同士でなければ、通信する事が出来ない。

プレビュー 印刷／スキャン処理前に、あらかじめ処理後のイメージを表示
する機能のこと。

プロトコル コンピュータが他のコンピュータや周辺機器と互いに通信する
ための規約のこと。

プロパティ 属性情報のこと。
プリンタドライバを使用するときは、プロパティから様々な機
能の設定を行う事ができる。
またファイルのプロパティでは、そのファイルの属性情報を確
認する事ができる。

プロファイル カラー属性ファイル。
カラー入出力機器が色再現を行うために使用する、各原色の入
出力の相関関係がまとめられた専用ファイルのこと。

ホスト名 ネットワーク上の機器を表す名前のこと。

メモリ データを一時保存するための記憶装置のこと。
電源を OFF した時にデータが消去されるものと、消去されない
ものがある。

ローカルプリンタ コンピュータのパラレル／ USB ポートに接続されたプリンタの
こと。

用語用語用語用語 説明説明説明説明
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