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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。
このユーザーズガイドには、bizhub C451 のネットワーク接続とスキャナー機能の操作方
法、使用上のご注意、簡単なトラブルの処置方法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
を最後までお読みください。
また、本機をネットワーク上から操作できるPageScope Web Connection の操作方法
についてはPageScope Web Connection 編をごらんください。
本書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。

商標、著作権等について
KONICA MINOLTA、KONICA MINOLTAロゴ、The essentials of imaging は、
コニカミノルタホールディングス株式会社の登録商標です。
PageScope、bizhub は、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の登録
商標です。
Netscape は、米国およびその他の諸国のNetscape Communications 
Corporation 社の登録商標です。
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。

本製品は、Adobe Systems Incorporated によるMacromedia® Flash® Player 
技術を含んでいます。
Copyright © 1995-2007 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Macromedia、Flash 及びMacromedia、Flash は米国アドビ システムズ社の米国
およびその他の国における商標または商標登録です。
その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
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NetFront statement
本製品は、インターネット機能として株式会社ACCESS の NetFront を搭載しています。
NetFront は、株式会社ACCESS の日本およびその他の国における登録商標または商標で
す。

Copyright © 2004 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Patents 
Pending.
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OpenSSL Statement
OpenSSL License

Copyright © 1998-2005 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/)”

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

5.Products derived from this software may not be called “OpenSSL” nor may 
“OpenSSL” appear in their names without prior written permission of the 
OpenSSL Project.

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@cryptsoft.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@cryptsoft.com)”
The word ‘cryptographic’ can be left out if the rouines from the library being 
used are not cryptographic related.

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the 
apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
“This product includes software written by Tin Hudson (tjh@cryptsoft.com)”
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG “AS IS” AND ANY EXPRESS 
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; 
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER 
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, 
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) 
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED 
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The licence and distribution terms for any publically available version or 
derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be 
copied and put under another distribution licence [including the GNU Public 
Licence.]
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NetSNMP License
Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like)
Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University Derivative Work - 
1996, 1998-2000
Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California All Rights 
Reserved
Permission to use, copy, modify and distribute this software and its 
documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that 
the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright 
notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that 
the name of CMU and The Regents of the University of California not be used in 
advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific 
written permission.
CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL
WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU 
OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY 
SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES 
WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, 
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS 
ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR 
PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD)
Copyright © 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, 
are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list 
of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this 
list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other 
materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names 
of its contributors may be used to endorse or promote products derived from 
this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND 
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS 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.
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Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD)
Portions of this code are copyright © 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, 
are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list 
of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this 
list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other 
materials provided with the distribution.
* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or 
promote products derived from this software without specific prior written 
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER “AS IS” AND 
ANY
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 
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.
Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD)
Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, 
California 95054, U.S.A. All rights reserved.
Use is subject to license terms below.
This distribution may include materials developed by third parties.
Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered 
trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, 
are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list 
of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this 
list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other 
materials provided with the distribution.
* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its 
contributors may be used to endorse or promote products derived from this 
software without specific prior written permission.
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THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND 
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS 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.
Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD)
Copyright © 2003-2004, Sparta, Inc All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, 
are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list 
of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this 
list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other 
materials provided with the distribution.
* Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used 
to endorse or promote products derived from this software without specific prior 
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND 
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS 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.
Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD)
Copyright © 2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing 
University of Posts and Telecommunications. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, 
are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list 
of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this 
list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other 
materials provided with the distribution.
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* Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and 
Telecommunications, nor the names of their contributors may be used to 
endorse or promote products derived from this software without specific prior 
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND 
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS 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.

Kerberos
Copyright © 1985-2005 by the Massachusetts Institute of Technology. All rights 
reserved.
permission notice
WITHIN THAT CONSTRAINT, permission to use, copy, modify, and distribute this 
software and its documentation for any purpose and without fee is hereby 
granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that 
both that copyright notice and this permission notice appear in supporting 
documentation, and that the name of M.I.T. not be used in advertising or 
publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior 
permission.  Furthermore if you modify this software you must label your software 
as modified software and not distribute it in such a fashion that it might be 
confused with the original MIT software.
M.I.T. makes no representations about the suitability of this software for any 
purpose.  It is provided “as is” without express or implied warranty.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE.
THIS SOFTWARE IS NOT ORIGINAL MIT SOFTWARE, MODIFIED BY KONICA 
MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, Inc.

Mersenne Twister
A C-program for MT19937, with initialization improved 2002/1/26.
Coded by Takuji Nishimura and Makoto Matsumoto.
Before using, initialize the state by using init_genrand(seed) or 
init_by_array(init_key, key_length).
Copyright © 1997-2002, Makoto Matsumoto and Takuji Nishimura, All rights 
reserved.
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Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, 
are permitted provided that the following conditions are met:
1.Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this 
list of conditions and the following disclaimer.

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

3.The names of its contributors may not be used to endorse or promote 
products derived from this software without specific prior written 
permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND 
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER 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.
Any feedback is very welcome.
http://www.math.sci.hiroshima-u.ac.jp/̃m-mat/MT/emt.html
email: m-mat @ math.sci.hiroshima-u.ac.jp (remove space)
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本書について

本書は、bizhub C451 のネットワーク／スキャナー機能に関するユーザーズガイドです。
ここでは、本書の構成や製品名などの表記について説明します。
本書はコンピューターの基本操作、および本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。

本書の構成
本書は、以下の章から構成されています。
第 1章  スキャナー機能を使用する前に
第 2章  スキャンする
第 3章  設定メニューを使う
第 4章  ネットワーク設定
第 5章  スキャナー機能で困ったとき
第 6章  付録
第 7章  索引
製品仕様や、操作パネルで入力できる文字について説明します。

表記について

製品名 本書の表記

bizhub C451 本機、C451

Microsoft Windows NT 4.0 Windows NT 4.0

Microsoft Windows 2000 Windows 2000

Microsoft Windows XP Windows XP

Microsoft Windows Vista Windows Vista

上記OS を組み合わせて併記する場合 Windows NT 4.0/2000/XP/Vista
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マニュアル体系について

本製品のユーザーズガイドには、印刷物の冊子でご提供するユーザーズガイドと、ユーザー
ズガイドCDに収められたPDFのユーザーズガイドがあります。

印刷物のユーザーズガイド
●すぐに使える操作ガイド
すぐに本製品をご利用いただけるよう使用頻度の高い機能や操作方法を紹介しています。
本製品をはじめてお使いになる場合や機能の概要を知りたい場合は、このユーザーズガイド
をごらんください。

●安全にお使いいただくために
本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい注意事項とお願いを記載していま
す。
本製品をお使いになる前に必ずお読みください。

●ユーザーズガイド（拡大表示機能編）
拡大表示機能の操作について記載しています。
拡大表示画面でのコピー機能、ネットワーク／スキャナー機能、ファクス機能の使い方を知
りたい場合は、このユーザーズガイドをごらんください。

ユーザーズガイドCD収録のユーザーズガイド
●ユーザーズガイド（コピー機能編）
本製品のコピー機能およびメンテナンス方法について記載しています。用紙と原稿につい
て、便利な応用コピーのとりかた、消耗品の交換方法、紙づまりなどのトラブル対処方法を
知りたい場合は、このユーザーズガイドをごらんください。

●ユーザーズガイド（プリンター機能編）
標準装着のプリンターコントローラーで設定できるプリンター機能について記載していま
す。プリンター機能の使い方を知りたい場合は、このユーザーズガイドをごらんください。

●ユーザーズガイド（ボックス機能編）
ハードディスクを利用したボックス機能について記載しています。ボックスへのデータ保
存、ボックスからのデータ取出し、データ転送方法を知りたい場合は、このユーザーズガイ
ドをごらんください。

●ユーザーズガイド（ネットワーク／スキャナー機能編）＜本書＞
標準装備のネットワーク機能の設定方法、スキャナー機能の操作について記載しています。
ネットワーク機能、Scan to E-Mail、Scan to FTP、Scan to SMBの使い方を知りたい
場合は、このユーザーズガイドをごらんください。

●ユーザーズガイド（PageScope Web Connection 編）
コンピューターのブラウザーから本体の設定をリモート操作するPageScope Web 
Connection について記載しています。PageScope Web Connection の使い方を知り
たい場合は、このユーザーズガイドをごらんください。
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 マニュアル体系について
●ユーザーズガイド（ファクス機能編）
G3ファクス機能について記載しています。オプションの FAXキットを装着した場合のG3
ファクスの使い方を知りたい場合は、このユーザーズガイドをごらんください。
ファクス機能をご利用になるには、別途オプションの FAXキットを購入していただく必要
があります。

●ユーザーズガイド（ネットワークファクス機能編）
ネットワークファクス機能について記載しています。インターネットファクス、IP アドレス
ファクス、SIP ファクスの使い方を知りたい場合は、このユーザーズガイドをごらんくださ
い。

●ユーザーズガイド（ファクスドライバー機能編）
コンピューターから直接ファクス送信を行うファクスドライバーの機能について記載してい
ます。
PC-FAX の使い方を知りたい場合は、このユーザーズガイドをごらんください。
ファクス機能をご利用になるには、別途オプションの FAX キットを購入していただく必要
があります。

●ユーザーズガイド（拡張機能編）
オプションのライセンスキットを登録することで有効化して利用できる各機能と、アプリ
ケーションと連携させることで利用できる各機能の概要と使い方について記載しています。
各機能を効果的にご使用いただくために、このユーザーズガイドをごらんください。
拡張機能は以下の機種に対応しています。
bizhub C650/C550/C451/C353/C253/C203
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第 1章

第1章 スキャナー機能を使用する前に
本機のスキャナー機能を使用する前に知っておいていただきたいことを説明します。

1.1 スキャナー機能を使用する環境 ....................................................... 1-2
1.2 スキャナー機能でできること .......................................................... 1-3
1.3 初めて使用する場合 ...................................................................... 1-7
1.4 Web サービスを使用する場合 ........................................................ 1-9



1.1 スキャナー機能を使用する環境

本機のネットワーク／スキャナー機能を使用するためには、以
下の環境が必要です。

本機がネットワークに接続されている＜必須＞
TCP/IP ネットワークの環境下で使用できます。はじめ
にネットワークに接続するためのケーブルを接続します。
詳しくは、「ネットワークの接続」（p. 1-7）をごらんく
ださい。また、ネットワーク上で使用するためには本機
の IP アドレスなどの設定が必要です。詳しくは、「第 4
章 ネットワーク設定」（p. 4-1）をごらんください。
コンピューターにドライバソフトがインストールされて
いる
本機をスキャナーとして使用するときには、専用のドラ
イバソフトウェア「KONICA MINOLTA TWAIN」をイ
ンストールする必要があります。詳しくは、
UserSoftware CD-ROM 内の TWAIN ドライバのマ
ニュアルをごらんください。
スキャナー機能を使用する前に 1-2



1.2 スキャナー機能でできること

本機のADFまたは原稿ガラスから原稿の画像を読み取ること
を「スキャンする」といいます。スキャナー機能では、スキャ
ンしたデータを一時的に本体内部のメモリーに保存し、ネット
ワークを通じた送信が可能です。

E-mail 送信
スキャンしたデータを指定した電子メールアドレスに送信でき
ます。本機のタッチパネルで宛先を指定し、スキャンしたデー
タを添付ファイルとして送信します。

FTP送信
スキャンしたデータを指定した FTPサーバーにアップロードし
ます。本機のタッチパネルで FTPサーバーのアドレスやログイ
ンパスワードなどを入力します。
FTPサーバーにアップロードしたデータはネットワーク上のコ
ンピューターからダウンロードできます。

原稿

本体

メモリー

電子メール +
スキャンデータ メール受信

SMTPサーバー POPサーバー
インターネット

原稿

本体

メモリー

スキャンデータ ダウンロード

FTPサーバー
インターネット
スキャナー機能を使用する前に 1-3



1.2 スキャナー機能でできること
SMB送信
スキャンしたデータを指定したコンピューターの共有フォル
ダーに送信できます。本機のタッチパネルで対象となるホスト
名やファイルパスなどを入力します。

ボックス保存
スキャンしたデータを本体内部のハードディスクに作成した
ボックスに保存し、データの再利用ができます。保存時に、本
機のタッチパネルで文書名を入力できます。
ボックスには他にもファクス受信したデータを保存することも
できます。詳しくは、「ユーザーズガイド ボックス機能編」を
ごらんください。

原稿

本体

メモリー

スキャンデータ

共有フォルダーに保存

本体

ハード
ディスク
スキャナー機能を使用する前に 1-4



1.2 スキャナー機能でできること
WebDAV送信
スキャンしたデータを指定したサーバーにアップロードします。
本機のタッチパネルでサーバーのアドレスやログインパスワー
ドを入力します。
サーバーにアップロードしたデータはネットワーク上のコン
ピューターからダウンロードできます。

Webサービス
Windows Vista に搭載されたWebサービス機能を使用してス
キャンを行うことができます。
ネットワーク上のコンピューター（Windows Vista）が本機を
認識した状態でインストールすると、コンピューターからス
キャンの指示をしたり、本機から目的別にスキャンを行い、コ
ンピューターに送信できます。
Windows Vista からのスキャン時にスキャナーとしてインス
トールされた本機を指定することで、通信にWebサービスを
使用してスキャンできます。

WebDAVはHTTPの拡張
仕様であるため、HTTPの
セキュリティー技術をその
まま流用できます。
WebDAVサーバーとの通
信をSSLで暗号化すると、
より安全にファイルを送信
できます。
ネットワーク環境にプロキ
シサーバーがあれば、プロ
キシサーバー経由でイン
ターネット上のWebDAV
サーバーにアクセスするこ
ともできます。

原稿

本体

メモリー

スキャンデータ ダウンロード

インターネット
サーバー

ひとこと

オプションのイメージコン
トローラ IC-409を装着し
ている場合には使用できま
せん。

Windows Vista

スキャンの指示

スキャンデータ

原稿
スキャナー機能を使用する前に 1-5



1.2 スキャナー機能でできること
スキャナーとして使う
本機をスキャナーとして使用します。ネットワーク接続された
コンピューターからスキャナーを制御し、スキャンした画像を
コンピューター上のアプリケーションへ取り込んで加工などが
できます。
詳しくは、User Software CD-ROM内の TWAIN ドライバの
マニュアルをごらんください。

ひとこと

オプションのイメージコン
トローラ IC-409を装着し
ている場合には使用できま
せん。

原稿

本体

メモリー
スキャナー機能を使用する前に 1-6



1.3 初めて使用する場合

ネットワーク／スキャナー機能を使用する前に、あらかじめ
ネットワークの接続と設定が必要です。それ以外の項目は使用
状況に合わせて設定してください。

ネットワークの接続
本機のEthernet コネクタに、ネットワークに接続されたUTP
ケーブル（カテゴリー 5以上推奨）を接続します。

ネットワークの設定
IP アドレスの割り当てやSMTPサーバーの設定などが必要で
す。詳しい操作の手順は「ネットワーク設定」（p. 4-1）をごら
んください。

本機のE-mail アドレスの設定
スキャンしたデータを E-mail 送信したり、インターネットファ
クスを使用する場合は、本体にE-mail アドレスを登録する必要
があります。このE-mail アドレスはデータを送受信するときに
使用します。通常は管理者登録のE-mail アドレスを使用するこ
とをおすすめします。
管理者登録のE-mail アドレスが設定されていない場合は E-
mail 送信ごとに発信元のE-mail アドレスを入力する必要があ
ります。アドレスの入力がないときはE-mail 送信はできませ
ん。

ひとこと

ユーザー認証を設定してい
るときは、ユーザーごとに
設定したE-mail アドレスが
発信元アドレスとなります。
スキャナー機能を使用する前に 1-7



1.3 初めて使用する場合
宛先登録
ファクス、スキャンしたデータの送信先（宛先）を登録します。
登録方法は以下の種類があります。

本機のタッチパネルから設定する

ネットワーク上のコンピューターからPageScope Web 
Connection を使う

短縮宛先の登録
短縮宛先には以下の種類があります。短縮宛先の登録方法は、
「短縮宛先を登録する」（p. 3-8）をごらんください。

E-mail 送信

ボックス保存

ファイル送信（SMB）

ファイル送信（FTP）

ファイル送信（WebDAV）

グループ宛先の登録
短縮宛先を組み合わせてグループ宛先として登録できます。複
数の宛先に同時に送信するときなどに便利です。

ファクス /スキャンプログラム
送信先や読込みの設定などをまとめてひとつのプログラムとし
て設定します。いつも同じ条件でスキャン、送信する場合など
に便利です。設定は本機のタッチパネルで行います。

画面表示の設定
操作パネルの【ファクス / スキャン】を押したときに表示され
る画面の内容を設定します。

ひとこと

Webサービスでは短縮宛先
は登録できません。直接入
力で宛先を指定してくださ
い。

詳しくは、「ファクス /ス
キャンプログラムを使う」
（p. 2-19）をごらんくださ
い。

詳しくは、「画面カスタマイ
ズ設定」（p. 3-39）をごら
んください。
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1.4 Web サービスを使用する場合

ネットワーク上のコンピューター（Windows Vista）からス
キャンの指示をしたり、本機から目的別にスキャンを行い、コ
ンピューターに送信できます。ここでは、コンピューター側で
事前に必要となる設定について説明します。

Webサービスを使用するために必要な設定
Webサービスを使用するために必要な設定は以下のとおりで
す。

コンピューターに本機をインストールする

本機でWebサービスを行うための設定をする

コンピューターに本機をインストールする
インストールの前に、［コントロールパネル］－［ネットワーク
と共有センター］で、「ネットワーク探索」が有効に設定されて
いることを確認してください。

本機でのWebサービスの
設定は、管理者設定で行い
ます。詳しくは「Webサー
ビス設定」（p. 4-102）を
ごらんください。
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1.4 Webサービスを使用する場合
A ［スタート］ボタンから［ネットワーク］を選択しま
す。

ネットワークに接続されている機器が表示されます。

B 本機のスキャナーアイコンを右クリックし、［インス
トール］を選択します。

ドライバソフトウェアが自動的にインストールされ
ます。確認画面が表示されたら［閉じる］をクリッ
クします。

ひとこと

･ コンピューター側の設定
によっては、UAC
（User Account 
Control）画面が表示さ
れることがあります。内
容を確認し、続行してく
ださい。
･ 本機でWebサービスの
スキャン機能とプリン
ター機能の両方が有効に
設定されている場合、本
機はプリンターアイコン
で表示されます。
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1.4 Webサービスを使用する場合
C 本機の操作パネルで［Webサービス］を選択し、接続
先が表示されていることを確認します。

Windows Vistaから本機方向への通信をSSL
通信にする場合

Windows Vista 搭載のコンピューターから本機方向の通信を
SSLで暗号化するためには、コンピューター側から本機を
DNSにより名前解決できる必要があります。あらかじめDNS
サーバーに本機を登録して、コンピューター側でDNSの設定
を行ってください。本機の証明書が証明機関により発行された
ものでない場合は、Windows Vista でコンピュータアカウン
ト用の信頼された発行元の証明書として本機の証明書を登録し
ておく必要があります。

本機から方向Windows Vistaへの通信をSSL
通信にする場合

本機からWindows Vista 搭載のコンピューター方向の通信を
SSLで暗号化するためには、あらかじめコンピューター側で証
明書を作成して、通信ポートとの関連付けを行ってください。
スキャナー機能を使用する前に 1-11



第 2章

第2章 スキャンする
原稿をスキャンし、データを送信する手順を説明します。
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2.1 操作パネルについて

No 名称 説明

1 タッチパネル 各設定画面やメッセージが表示されます。パネルに直接タッ
チして各設定を行います。

2 主電源ランプ 主電源がONのときに青色に点灯します。

3 【副電源スイッチ】 コピー、プリント、スキャンなど本機の動作をON/OFFし
ます。OFFのときは節電状態となります。

4 【プログラム】キー 目的のスキャン条件を登録（書込み）したり、登録したス
キャン条件を呼出します。

5 【設定メニュー /カウンター】
キー

設定メニュー画面、セールスカウンター画面に切換わりま
す。

6 【リセット】キー 操作パネル、またはタッチパネルで入力した全ての設定（登
録した設定は除く）がクリアされます。

7 【割込み】キー 割込み機能に切換わります。割込み機能中は【割込み】が緑
色に点灯し、タッチパネルに「割込み中です」と表示されま
す。割込み機能中に【割込み】を押すと割込み機能は解除さ
れます。

8 【ストップ】キー スキャン中に【ストップ】を押すと、スキャンが一時停止し
ます。

1

2

4

5

3

6

7

8

1314 12 9

15

16

17
18

11 10

19

20

21

22
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2.1 操作パネルについて
9 【確認コピー】キー 複数部数のコピーを行うとき、先に1部だけプリントして仕
上りを確認できます。スキャンやコピーの前に押すと、タッ
チパネル上で仕上り表示を確認できます。

10 【スタート】キー スキャンを開始します。本機がスキャンを開始できる状態の
ときは【スタート】が青色に点灯します。【スタート】がオ
レンジ色に点灯しているときはスキャンを開始できません。
一時停止中のジョブが再開します。

11 データランプ プリントジョブを受信中は、青色に点滅します。
データをプリントするときは、緑色に点灯します。

12 【C】キー テンキーで入力した数値（コピー部数、倍率、サイズなど）
がクリアされます。

13 テンキー 部数を設定します。
倍率を入力します。
各種の設定値を入力します。

14 【ヘルプ】キー ヘルプ画面に切換わります。各機能の説明や操作方法を画面
上で表示できます。

15 【拡大表示】キー 拡大表示機能に切換わります。PageScope 
Authentication Manager で認証を行っている場合、拡大
表示画面に切換わりません。

16 【ユニバーサル】キー ユニバーサル機能の設定画面に切換わります。

17 【パワーセーブ】キー パワーセーブ機能に切換わります。パワーセーブ機能中は
【パワーセーブ】が緑色に点灯し、タッチパネルの表示が消
えます。パワーセーブ機能中に【パワーセーブ】を押すとパ
ワーセーブ機能は解除されます。

18 【ID】キー ユーザー認証および部門管理を設定している場合、ユーザー
名とパスワード（ユーザー認証）、部門名とパスワード（部
門管理）を入力したあとにこのキーを押すと本機が使用でき
るようになります。ログオフ時にも使用します。

19 コントラスト調整ダイアル タッチパネルのコントラストを調整します。

20 【ボックス】キー ボックス機能に切換わります。
ボックス機能中は【ボックス】が緑色に点灯します。詳しく
は、「ユーザーズガイド ボックス機能編」をごらんください。

21 【ファクス /スキャン】キー ファクス /スキャン機能に切換わります。
ファクス /スキャン機能中は【ファクス /スキャン】が緑色
に点灯します。ファクス機能について詳しくは、「ユーザー
ズガイド ファクス機能編」をごらんください。

22 【コピー】キー コピー機能に切換わります。（初期設定ではコピー機能が選
択されています。）コピー機能中は【コピー】が緑色に点灯
します。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。

タッチパネルに強い力を加えると、タッチパネルに傷が付いて破損の原因となります。
タッチパネルを強く押したり、先のとがったシャープペンシルなどで押さないでくださ
い。

No 名称 説明
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2.2 ファクス /スキャン画面

スキャンを行うにはまずファクス /スキャン画面を表示させま
す。
電源を入れてコピー可能な状態になると、基本設定画面が表示
されます。
操作パネルの【ファクス / スキャン】を押すとファクス /ス
キャン画面が表示されます。
画面内に表示されたキーを指で軽く押すことにより、表示され
た機能やモードを選択できます。

全体の画面構成

No 名称 説明

1 メッセージ表示
エリア

本機の状態や操作手順などを表示します。

2 機能表示エリア 機能を選択するキーが表示されています。
このエリアで各種機能を設定します。キー
を押すことにより、画面が各機能の設定画
面に切換わります。

3 アイコン表示エ
リア

ジョブの状態、装置の状態を表すアイコン
を表示します。

4 左エリア 実行中 /待機中のジョブを表示する［ジョ
ブ表示］、設定中の仕上り状態を表示する
［設定内容］などのキーが表示されます。
左エリアの表示と内容については、「左エリ
アの表示と操作」（p. 2-7）をごらんくださ
い。

5 トナー残量表示 イエロー（Y）、マゼンタ（M）、シアン
（C）、ブラック（K）の各色のトナー残量を
表示します。

4

1

5

2

3
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2.2 ファクス /スキャン画面
タッチパネルに表示されるアイコン
アイコン表示エリアには、本機の状態を示すアイコンが表示さ
れることがあります。表示されるアイコンの種類は以下のとお
りです。

アイコン 説明

機能に関係なく、本機からデータを送信してい
ることを示します。

機能に関係なく、本機がデータを受信している
ことを示します。

画像安定化機能、印刷機能、スキャナー機能に
異常が発生していることを示します。
このアイコンを押すと警告コードを確認できる
画面に切換わります。

警告発生中に警告表示画面を閉じた場合に、こ
のアイコンを押すと再び警告表示画面に切換わ
ります。

消耗品の交換や装置の点検に関するメッセージ
があるときに表示されます。キーを押してメッ
セージを確認し、交換や点検を行ってくださ
い。

POPサーバーへの接続エラー時に表示されま
す。

給紙トレイに用紙がセットされていないことを
示します。

給紙トレイにセットされている用紙が残り少な
いことを示します。

オプションのイメージコントローラを装着して
いる場合、このアイコンを押すとイメージコン
トローラの設定画面が表示されます。

セキュリティ強化設定が適用されていることを
示します。

外部メモリーが装着されていることを表示しま
す。
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2.2 ファクス /スキャン画面
オプションの有無による表示の違い
オプションのファクスキットを装着しているかどうかで、表示
される項目が異なります。

＜ファクスキットを装着していない場合＞

ファクス宛先やファクスに関する機能は表示されません。

＜ファクスキットを装着している場合＞

ファクスの送信履歴から選択できる［履歴から選択］タブ、オ
フフックからダイアルできる［オフフック］が表示されます。
また、［直接入力］タブや［通信設定］では、ファクス送信に関
する設定ができます。
スキャンする 2-6



2.3 左エリアの表示と操作

タッチパネルの左エリアには、ジョブの状態や設定内容を確認
できるキーが表示されます。ファクス / スキャンモードで表示
される左エリアのキーは以下のとおりです。

ジョブ表示
ボックスへの保存や、保存した文書の印刷 /送信などの動作の
指示をジョブと呼びます。［ジョブ表示］を選択すると、現在動
作中のジョブが表示されます。

No 名称 説明

1 ［ジョブ表示］ 本機が実行中のジョブやジョブの履歴を確
認できます。

2 ［設定内容］ 選択したボックスの情報や、読込み、印刷、
送信の各種設定内容を確認できます。

1
2
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2.3 左エリアの表示と操作
ジョブ表示－削除
実行中のジョブを削除し、動作を中止することができます。
ジョブ表示の一覧から削除するジョブを選択し、［削除］を押し
ます。表示されるメッセージを確認して削除してください。

ジョブ表示－ジョブ詳細
［ジョブ詳細］を押すと右側のエリアにジョブの実行中リストと
履歴リストが表示され、確認できます。ジョブには以下の 3種
類があります。

ひとこと

オプションの FAXキット
を装着している場合は、
［ファクス受信］タブが表示
されます。

項目 説明

［印刷］ コピー、コンピューターからの印刷、受信ファク
スの印刷のジョブリストです。

［送信］ スキャナー送信、ファクス送信のジョブリストで
す。

［保存］ ボックスへ文書を保存したジョブリストです。
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2.3 左エリアの表示と操作
＜［印刷］の実行中リスト＞

＜［印刷］の履歴リスト＞

ひとこと

･ ユーザー認証時、他の
ユーザーは文書名を確認
できません。
･ 機密文書を指定したとき、
文書名は表示されません。

ひとこと

･ 管理者設定のジョブ優先
順位変更を「禁止」に設
定している場合は、優先
出力は設定できません。
･ 印刷中のジョブが割込み
可能な設定の場合は、印
刷を中断して優先出力
ジョブを印刷します。中
断されたジョブは、割込
んだジョブの印刷が完了
したあと自動的に印刷さ
れます。

項目 説明

リスト項目 No.：ジョブの登録時につけられる識別番号です。
登録元：登録元またはユーザー名 /部門名を表示
します。
状態：ジョブの状態（受信中 /印刷待ち /印刷中 /
印刷停止 /印刷エラー /蓄積中）です。
文書名：印刷時のファイル名です。
登録時間：ジョブの登録時間です。
原稿：原稿枚数です。
部数：印刷部数をカウント表示します。

［↑］［↓］ ジョブの件数が一度に表示できる件数（7件）を
超えた場合に押し、ページを切換えます。

［削除］ 選択したジョブを削除します。

［優先出力］ 印刷するジョブの優先度を変更できます。

［蓄積解除］ 蓄積されたジョブの設定変更、印刷、削除ができ
ます。

［設定内容］ 選択したジョブの設定内容を確認できます。［←前
画面］または［次画面→］を押して確認します。

［詳細］ 選択したジョブの状態、登録元 /ユーザー名、文
書名、排出先、登録時間、原稿枚数、印刷部数を
確認できます。ジョブを削除するときは［削除］
を押します。

ひとこと

･ ユーザー認証時、他の
ユーザーは文書名を確認
できません。
･ 機密文書を指定したとき、
文書名は表示されません。

項目 説明

リスト項目 No.：ジョブの登録時につけられる識別番号です。
登録元：登録元またはユーザー名 /部門名を表示
します。
文書名：印刷時のファイル名です。
登録時間：ジョブの登録時間です。
原稿：原稿枚数です。
部数：印刷部数をカウント表示します。
実行結果：ジョブの実行結果（正常終了 /エラー
消去 /ユーザー消去 /一部のモード解除）を表示
します。

［↑］［↓］ ジョブの件数が一度に表示できる件数（7件）を
超えた場合に押し、ページを切換えます。

［消去ジョブ］/
［終了ジョブ］/
［全ジョブ］

ジョブの種類を切換えて表示します。

［詳細］ 選択したジョブの実行結果、エラー詳細、登録元 /
ユーザー名、文書名、排出先、登録時間、終了時
間、原稿枚数、印刷部数を確認できます。
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2.3 左エリアの表示と操作
＜［送信］の実行中リスト＞

＜［送信］の履歴リスト＞

ひとこと

･ ユーザー認証時、他の
ユーザーは文書名を確認
できません。
･ 機密文書を指定したとき、
文書名は表示されません。
･［詳細］の外部サーバー情
報は、外部サーバー認証
時に表示されます。
･ Webサービスで送信した
ジョブは「TWAIN」と表
示されます。

項目 説明

リスト項目 No.：ジョブの登録時につけられる識別番号です。
宛先種類：宛先の種別（ファクス、E-mail、ファ
イル FTP、ファイルSMB、WebDAV、TWAIN、
その他）です。
状態：ジョブの状態（送信中 /送信待ち /ダイア
ル中 /リダイアル待ち）です。
宛先： 相手のファクス番号、E-mail アドレス、
ボックス名などを表示します。
登録時間：ジョブの登録時間です。
原稿：原稿枚数です。

［↑］［↓］ ジョブの件数が一度に表示できる件数（7件）を
超えた場合に押し、ページを切換えます。

［タイマー通信
ジョブ］

メモリーに蓄積されている送信予約状態を表示し
ます。ジョブを削除するときは［削除］を押しま
す。

［L1］［L2］ オプションの回線拡張キットを装着している場合
に表示されます。選択した回線別のリストを表示
します。

［削除］ 選択したジョブを削除します。

［リダイアル］ 状態が「リダイアル待ち」のジョブを選択し、リ
ダイアルを実行します。

［設定内容］ 選択したジョブの設定内容を確認できます。［←前
画面］または［次画面→］を押して確認します。

［詳細］ 選択したジョブの状態、登録元 /ユーザー名、文
書名、宛先種類、宛先、登録時間、通信時間、原
稿枚数、外部サーバー情報を確認できます。ジョ
ブを削除するときは［削除］を押します。

ひとこと

･ ユーザー認証時、他の
ユーザーは文書名を確認
できません。
･ 機密文書を指定したとき、
文書名は表示されません。
･［詳細］の外部サーバー情
報は、外部サーバー認証
時に表示されます。
･ Webサービスで送信した
ジョブは「TWAIN」と表
示されます。

項目 説明

リスト項目 No.：ジョブの登録時につけられる識別番号です。
宛先種類：宛先の種別（ファクス、E-mail、ファ
イル FTP、ファイルSMB、WebDAV、TWAIN、
その他）です。
宛先：相手のファクス番号、E-mail アドレス、
ボックス名などを表示します。
登録時間：ジョブの登録時間です。
原稿：原稿枚数です。
実行結果：ジョブの実行結果（正常終了 /エラー
消去 /ユーザー消去）を表示します。

［↑］［↓］ ジョブの件数が一度に表示できる件数（7件）を
超えた場合に押し、ページを切換えます。

［消去ジョブ］/
［終了ジョブ］/
［全ジョブ］

ジョブの種類を切換えて表示します。
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2.3 左エリアの表示と操作
＜［ファクス受信］の実行中リスト＞
［ファクス受信］タブはオプションの FAXキットを装着してい
るときに表示されます。表示される内容については、「ユーザー
ズガイド ファクス機能編」をごらんください。

＜［ファクス受信］の履歴リスト＞
［ファクス受信］タブはオプションの FAXキットを装着してい
るときに表示されます。表示される内容については、「ユーザー
ズガイド ファクス機能編」をごらんください。

＜［保存］の実行中リスト＞

［通信リスト］ スキャン送信リスト、ファクス送信リスト、ファ
クス受信リストを表示します。それぞれのリスト
画面で通信管理レポート、送信管理レポート、受
信管理レポートを出力できます。

［詳細］ 選択したジョブの実行結果、エラー詳細、登録元 /
ユーザー名、文書名、宛先種類、登録時間、通信
時間、原稿枚数、外部サーバー情報を確認できま
す。

項目 説明

ひとこと

･ ユーザー認証時、他の
ユーザーは文書名を確認
できません。
･ 機密文書を指定したとき、
文書名は表示されません。

項目 説明

リスト項目 No.：ジョブの登録時につけられる識別番号です。
登録元：登録元またはユーザー名 /部門名を表示
します。
状態：ジョブの状態（受信中、メモリー保存中）
です。
文書名：保存した文書名を表示します。
登録時間：ジョブの登録時間です。
原稿：原稿枚数です。

［↑］［↓］ ジョブの件数が一度に表示できる件数（7件）を
超えた場合に押し、ページを切換えます。

［削除］ 選択したジョブを削除します。

［詳細］ 選択したジョブの状態、登録元 /ユーザー名、文
書名、保存先ボックス、登録時間、原稿枚数を確
認できます。ジョブを削除するときは［削除］を
押します。
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2.3 左エリアの表示と操作
＜［保存］の履歴リスト＞

設定内容－詳細確認 /登録
［設定内容］を押すと［詳細確認 /登録］が表示されます。
［詳細確認 /登録］を押すと以下の設定を確認できます。

宛先確認 /登録

読込み設定内容

原稿設定内容

E-mail 設定内容

ひとこと

･ ユーザー認証時、他の
ユーザーは文書名を確認
できません。
･ 機密文書を指定したとき、
文書名は表示されません。

項目 説明

リスト項目 No.：ジョブの登録時につけられる識別番号です。
登録元：登録元またはユーザー名 /部門名を表示
します。
文書名：保存した文書名を表示します。
登録時間：ジョブの登録時間です。
原稿：原稿枚数です。
実行結果：ジョブの実行結果（正常終了 /エラー
消去 /ユーザー消去 /モード解除）を表示します。

［↑］［↓］ ジョブの件数が一度に表示できる件数（7件）を
超えた場合に押し、ページを切換えます。

［消去ジョブ］/
［終了ジョブ］/
［全ジョブ］

ジョブの種類を切換えて表示します。

［通信リスト］ スキャン送信リスト、ファクス送信リスト、ファ
クス受信リストを表示します。それぞれのリスト
画面で通信管理レポート、送信管理レポート、受
信管理レポートを出力できます。

［詳細］ 選択したジョブの実行結果、エラー詳細、登録元 /
ユーザー名、文書名、保存先ボックス、登録時間、
原稿枚数を確認できます。
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2.3 左エリアの表示と操作
設定内容－詳細確認 /登録－宛先確認 /登録
送信先として登録されている宛先の一覧を表示します。

宛先を新しく追加する場合は、［宛先登録］を押しま
す。
表示されている宛先の情報を知りたい場合は、宛先を
選択して［宛先詳細］を押します。
宛先を削除する場合は、宛先を選択して［削除］を押
します。

設定内容－詳細確認 /登録－読込み設定内容
読込みの基本設定、読込み指定、応用設定の内容が確認できま
す。［←前画面］または［次画面→］を押して確認します。
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2.3 左エリアの表示と操作
設定内容－詳細確認 /登録－原稿設定内容
原稿設定の内容が確認できます。

設定内容－詳細確認 /登録－ E-mail 設定内容
E-mail 送信を行う場合の文書名、件名、Fromアドレス、本文
内容を確認できます。

設定内容－削除
［設定内容］を押すと、同報宛先リストから指定した宛先を削除
できます。
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2.4 仕上りプレビューを使う

スキャン送信で原稿をセットしたあと、操作パネルの【確認コ
ピー】キーを押すと仕上り状態を操作パネル上にプレビュー表
示できます。プレビュー詳細画面では、読込んだ原稿の向きを
確認したり、設定内容を変更することができます。

プレビュー詳細画面
読込んだ画像を表示します。

ひとこと

暗号化の設定をして読込ん
だ文書は、プレビュー画像
を表示できません。

ひとこと

ページを直接選択すると、
選択したページの画像が
180度回転します。

項目 説明

［前ページ］/
［次ページ］

保存されている文書が複数ページある場合、ペー
ジを切り替えて表示できます。

表示サイズ変更 全体表示 / 2 倍 / 4 倍 / 8 倍の大きさで文書の詳細
を確認できます。表示サイズを選択し、画像の右
側と下側のスクロールバーで表示箇所を移動させ
ます。

表示画像回転 ［現在表示中のページ］：現在表示されているペー
ジを 180度回転して表示します。
［読込みページ一覧から選択］：保存されている文
書が複数ページある場合に表示されます。読込み
ページの一覧画面が表示され、指定したページの
表示を 180度回転します。読込みページの一覧画
面の操作は以下のとおりです。
［奇数ページ］：奇数ページの画像を 180度回転し
ます。
［偶数ページ］：偶数ページの画像を 180度回転し
ます。
［全ページ］：すべてのページの画像を 180度回転
します。

［仕上り表示］ 設定した内容が、プレビュー画像の中にアイコン
や文字で表示されます。［仕上り表示］を解除する
と、アイコンや文字が消え、画像だけが表示され
ます。

［設定変更］ 原稿を読込む前に行った設定の一部を変更できま
す。詳しくは、「プレビュー詳細－確認表示－設定
変更」（p. 2-16）をごらんください。
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2.4 仕上りプレビューを使う
プレビュー詳細－確認表示－設定変更
原稿を読込む前に行った設定のうち、以下の内容を変更できま
す。変更した内容は追加して読込んだ原稿で反映されます。

項目 説明

基本設定－原稿 片面または両面を選択できます。「表紙 +両面」
が設定されている場合は［表紙 +両面］も選択
できます。

基本設定－原稿の
とじしろ

E-mail、ボックス、ファイル送信（FTP）、ファ
イル送信（SMB）、ファイル送信（WebDAV）
のいずれかの宛先を指定して、ブック連写を選
択していないときに選択できます。

基本設定－原稿サ
イズ

混載原稿が設定されているときに選択できます。

応用設定－枠消し 枠消しを設定できます。

応用設定－折り目
消し

［折り目消し］が表示され、選択できる場合、折
り目消しを設定できます。
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2.4 仕上りプレビューを使う
プレビュー詳細－状態表示
読込みをさらに続けるかどうかを設定できます。

仕上りプレビューを使った送信
ファクス /スキャンプログラム、登録宛先、直接入力で宛先を
指定し、原稿をセットしたあとの手順を説明します。宛先指定
の流れは、「ファクス / スキャンプログラムを使う」（p. 2-19）
以降の説明をごらんください。

A 原稿をセットします。

B 【確認コピー】を押します。

C 原稿セット方向を選択します。
原稿ガラスにセットした場合

項目 説明

［読込み終了］ 現在表示されている原稿に続き、読込みを続け
る場合は［読込み終了］が選択されていない状
態にします。
スキャンする 2-17



2.4 仕上りプレビューを使う
ADFにセットした場合

D 【スタート】を押します。

原稿が読込まれ、プレビュー詳細画面が表示されます。

E プレビュー画像を確認し、必要に応じて画像の回転や
設定の変更を行います。

引き続き原稿を読込む場合は、［状態表示］タブを
押して［読込み終了］の選択を解除し、原稿をセッ
トします。

F 【スタート】を押します。

送信が開始されます。
スキャンする 2-18



2.5 ファクス /スキャンプログラムを使う

スキャンの条件と宛先情報をまとめてプログラムとして登録で
きます。いつも決まった条件でスキャン、送信する場合に登録
しておけば簡単な手順で呼出すことができ、便利です。ここで
は、ファクス /スキャンプログラムの登録と呼出しの方法を説
明します。

ファクス /スキャンプログラムを呼出す
呼出すときに、登録したファクス /スキャンプログラムの内容
を確認できます。

A 操作パネルの【ファクス /スキャン】を押します。

ファクス /スキャン画面が表示されます。

B 【プログラム】を押します。

ファクス /スキャンプログラム呼出し画面が表示され
ます。

･ プログラムには、通常の
プログラム 400個と一時
的に使用する「一時プロ
グラム」を 10個登録す
ることができます。
･ プログラムが 410件登録
されている場合は、不要
なプログラムを削除して
から登録してください。
削除方法については、
「ファクス /スキャンプロ
グラムを編集、削除する」
（p. 2-27）をごらんくだ
さい。
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2.5 ファクス /スキャンプログラムを使う
C 呼出すプログラムのキーを押します。
選択したプログラムの設定内容を確認しない場合
は、手順 7へ進みます。

D ［設定内容］を押します。

ファクス /スキャンプログラム設定内容画面が表示さ
れます。

ひとこと

設定内容画面では、設定変
更できません。

E 確認する設定項目のキーを押します。
［宛先確認］を押すと、宛先の一覧を確認できます。

ひとこと

呼出しを中断する場合は、
【リセット】または【プログ
ラム】を押します。
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2.5 ファクス /スキャンプログラムを使う
［読込み設定内容］を押すと、原稿画質、下地調整、
読込みサイズなどスキャン原稿の読込み設定の内容
を確認できます。

［原稿設定内容］を押すと、原稿のセット方向、と
じしろなどを確認できます。

［E-mail 設定内容］を押すと、E-mail の件名、本文
の内容などを確認できます。

ひとこと

･ 読込み設定内容画面は 3
画面あります。画面タイ
トルの右側に現在の画面
番号が表示されます。
･［←前画面］を押すと 1つ
前の画面に、［次画面→］
を押すと次の画面に切換
わります。
スキャンする 2-21



2.5 ファクス /スキャンプログラムを使う
［URL通知先設定内容］を押すと、ジョブの終了を
通知するE-mail 宛先を確認できます。

F 内容を確認したら［閉じる］を押します。

ファクス /スキャンプログラム呼出し画面に戻ります。

G ［OK］を押します。

ひとこと

詳しい手順は「仕上りプレ
ビューを使った送信」
（p. 2-17）をごらんくださ
い。

H 必要な場合は【確認コピー】を押して仕上りプレ
ビュー画像を確認します。
スキャンする 2-22



2.5 ファクス /スキャンプログラムを使う
ファクス /スキャンプログラムを登録する

A 操作パネルの【ファクス /スキャン】を押します。

ファクス /スキャン画面が表示されます。

B ［読込み設定］、［原稿設定］、［通信設定］を押してス
キャンの条件を設定します。

C 【プログラム】を押します。

ファクス /スキャンプログラム呼出し画面が表示され
ます。
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2.5 ファクス /スキャンプログラムを使う
D 保存するプログラムのキーを押します。

E ［プログラム登録］を押します。

登録画面が表示されます。

F ［登録名］を押し、キーボードおよびテンキーで登録名
称を入力します。

G ［OK］を押します。

登録名称は半角 24文字
（全角 12文字）以内で設定
します。

ひとこと

･ 以降の操作途中に登録を
中断する場合は、【リセッ
ト】または【プログラム】
を押します。
･ 文字の入力のしかたは
「文字を入力するには」
（p. 6-4）をごらんくださ
い。
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2.5 ファクス /スキャンプログラムを使う
H ［宛先］を押し、宛先を選択します。
登録宛先から選択する場合は、それぞれの宛先種類
から 1件ずつ選択できます。

直接入力の場合は、宛先種類を選択し、宛先の情報
を入力します。ボックス宛先の場合はあらかじめ作
成されているボックスから選択します。

I ［閉じる］を押します。

J ジョブの終了をE-mail で通知する場合は、［URL通知
先］を押します。

･ 宛先は登録宛先からの選
択または直接入力で指定
します。
･ ファクスなど指定できな
い宛先は表示されません。

･ URL通知先で有効な送信
先は、ファイル送信
（FTP）、ファイル送信
（SMB）またはファイル
送信（WebDAV）です。
･ E-mail 送信時には設定し
ても機能しません。
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2.5 ファクス /スキャンプログラムを使う
K ［する］を選択し、通知先の E-mail アドレスを指定しま
す。

L ［閉じる］を押します。

M ［OK］を押します。

ファクス /スキャンプログラム呼出し画面に戻ります。
登録が完了し、入力した登録名称のキーが表示されま
す。

N ［OK］を押します。

･ 宛先は登録宛先からの選
択または直接入力で指定
します。
･ 設定できる宛先は 1箇所
です。
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2.5 ファクス /スキャンプログラムを使う
ファクス /スキャンプログラムを編集、削除す
る

登録したファクス / スキャンプログラムは名称を変更したり、
削除できます。

A 操作パネルの【ファクス /スキャン】を押します。

ファクス /スキャン画面が表示されます。

B 【プログラム】を押します。

ファクス /スキャンプログラム呼出し画面が表示され
ます。
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2.5 ファクス /スキャンプログラムを使う
C 編集、削除するプログラムのキーを押します。
選択したプログラムの設定内容を確認する場合は、
［設定内容］を押します。設定内容の確認画面で確
認したい項目を選択します。

選択したプログラムの名称を変更する場合は、［プ
ログラム登録］を押し、［登録名］を押します。
キーボードおよびテンキーで登録名称を入力しま
す。

選択したプログラムを削除する場合は、［削除］を
押します。削除する場合は、［はい］を選択し、
［OK］を押します。

D ［OK］を押します。

ひとこと

･ 編集、確認を中断する場
合は、【リセット】または
【プログラム】を押しま
す。
･ ページの一覧を見るとき
は［ページ一覧］を押し
ます。ページ一覧画面で
はページの名称を変更す
ることもできます。

･ 登録名称は半角 24文字
（全角 12文字）以内で設
定します。

ひとこと

文字の入力のしかたは「文
字を入力するには」（p. 6-
4）をごらんください。
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2.6 データをメールで送信する（E-mail 送信）

E-mail 送信とは
スキャンしたデータを添付ファイルとして、指定した電子メー
ルアドレスに送信できます。
送信先を指定するには登録した短縮宛先を選択したり、直接入
力することができます。「グループ宛先」から宛先を選び、直接
入力してさらに宛先を追加するなど、組み合わせて指定できま
す。宛先は以下の方法で選択できます。詳しくはそれぞれの参
照先をごらんください。

登録宛先から送信先を選ぶ
あらかじめ登録された宛先から送信先を指定して送信する方法
を説明します。
宛先の登録方法について詳しくは、「短縮宛先を登録する」
（p. 3-8）をごらんください。

A 操作パネルの【ファクス /スキャン】を押します。

ファクス /スキャン画面が表示されます。

選択方法 参照先

登録宛先から選ぶ p. 2-29

直接入力する p. 2-33

グループ宛先を選ぶ p. 2-31

検索して宛先を選ぶ p. 2-35

LDAPサーバーのアドレスを検索する p. 2-37
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2.6 データをメールで送信する（E-mail 送信）
B ［登録宛先から］を押します。

登録宛先の一覧が表示されます。
グループ宛先を表示させる場合は、［グループ］を
押します。

C 宛先キーを押してアドレスを選択します。

選択したキーが反転表示になり、「同報宛先リスト」に
送信先が表示されます。
同時に複数の宛先を指定できます。

ひとこと

スキャンの条件について、
詳しくは、「スキャンと送信
の内容を設定する（読込み
設定 /原稿設定 /通信設
定）」（p. 2-61）をごらん
ください。

D ［読込み設定］、［原稿設定］、［通信設定］でスキャンの
条件を設定します。

E 本機のADFまたは原稿ガラス上に原稿をセットしま
す。

ひとこと

詳しい手順は「仕上りプレ
ビューを使った送信」
（p. 2-17）をごらんくださ
い。

F 必要な場合は【確認コピー】を押して仕上りプレ
ビュー画像を確認します。

･ 設定メニューの［ユー
ザー設定］－［画面カス
タマイズ設定］で「登録
宛先から初期表示」を
「検索文字」に設定してい
る場合は、かなと英字の
インデックスが表示され
ます。「宛先種類」に設定
している場合は、宛先種
類別のインデックスが表
示されます。
･ 登録されている宛先名は、
インデックスのキーを押
すと該当するアドレスが
表示されます。
･ 検索文字のインデックス
表示はかなと英字を切換
えることができます。

ひとこと

直接入力で送信先のアドレ
スをさらに追加できます。
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2.6 データをメールで送信する（E-mail 送信）
G 操作パネルの【スタート】を押します。

原稿がスキャンされ、データが送信されます。

グループ宛先を選ぶ
複数の送信先をまとめて登録したものを「グループ」といいま
す。ここでは、あらかじめ［ユーザー設定］－［画面カスタマ
イズ設定］で「登録宛先から初期表示」を宛先種類に設定して
いる画面からグループを指定して送信する方法を説明します。
グループの登録方法について詳しくは、「グループの宛先を登録
する」（p. 3-29）をごらんください。

A 操作パネルの【ファクス /スキャン】を押します。

ファクス /スキャン画面が表示されます。

B ［グループ］を押します。

登録されたグループ宛先が表示されます。

ひとこと

スキャンしたジョブがジョ
ブリストから消えるまで、
電源を切らないでください。

画面表示については、「「登
録宛先から」初期表示」
（p. 3-43）をごらんくださ
い。
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2.6 データをメールで送信する（E-mail 送信）
C グループ宛先を押します。

グループに登録されたメンバーの一覧が表示されます。

D 送信する宛先を選択し、［OK］を押します。

選択したキーが反転表示になり、「同報宛先リスト」に
表示されます。

ひとこと

スキャンの条件について、
詳しくは、「スキャンと送信
の内容を設定する（読込み
設定 /原稿設定 /通信設
定）」（p. 2-61）をごらん
ください。

E ［読込み設定］、［原稿設定］、［通信設定］でスキャンの
条件を設定します。

F 本機のADFまたは原稿ガラス上に原稿をセットしま
す。

ひとこと

詳しい手順は「仕上りプレ
ビューを使った送信」
（p. 2-17）をごらんくださ
い。

G 必要な場合は【確認コピー】を押して仕上りプレ
ビュー画像を確認します。

ひとこと

スキャンしたジョブがジョ
ブリストから消えるまで、
電源を切らないでください。

H 操作パネルの【スタート】を押します。

原稿がスキャンされ、データが送信されます。

ひとこと

･ すべての宛先を選択する
場合は［全選択］を押し
ます。
･ すべての宛先を解除する
場合は［全解除］を押し
ます。
･ 直接入力などで送信先の
アドレスをさらに追加で
きます。
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2.6 データをメールで送信する（E-mail 送信）
直接入力する
スキャン時に操作パネルから直接送信先のアドレスを入力する
作業を「直接入力」といいます。

ひとこと

管理者モードの「セキュリ
ティー設定」で手動宛先入
力を禁止にした場合は、［直
接入力］が表示されません。

A 操作パネルの【ファクス /スキャン】を押します。

ファクス /スキャン画面が表示されます。

B ［直接入力］の［E-mail］を押します。

送信先のアドレスを入力する画面が表示されます。
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2.6 データをメールで送信する（E-mail 送信）
C 送信先のアドレスを入力し、［OK］を押します。

「同報宛先リスト」に入力したアドレスが表示されま
す。
引き続きアドレスを指定するときは、手順 2～ 3を
繰り返します。

ひとこと

スキャンの条件について、
詳しくは、「スキャンと送信
の内容を設定する（読込み
設定 /原稿設定 /通信設
定）」（p. 2-61）をごらん
ください。

D ［読込み設定］、［原稿設定］、［通信設定］でスキャンの
条件を設定します。

E 本機のADFまたは原稿ガラス上に原稿をセットしま
す。

ひとこと

詳しい手順は「仕上りプレ
ビューを使った送信」
（p. 2-17）をごらんくださ
い。

F 必要な場合は【確認コピー】を押して仕上りプレ
ビュー画像を確認します。

ひとこと

スキャンしたジョブがジョ
ブリストから消えるまで、
電源を切らないでください。

G 操作パネルの【スタート】を押します。

原稿がスキャンされ、データが送信されます。

ひとこと

よく入力するユーザー名や
ドメイン名などを登録して
おき、呼出して使用するこ
とができます。あらかじめ
「管理者設定」でPrefix/
Suffix を登録しておく必要
があります。
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2.6 データをメールで送信する（E-mail 送信）
検索して宛先を選ぶ
宛先を検索するには、以下の方法があります。ここでは、詳細
検索の手順を説明します。

A ファクス /スキャン画面の［登録宛先から］を押し、
［宛先検索］を押します。

B ［詳細検索］を押します。

･ LDAP検索を行うには管
理者設定で LDAPサー
バーなどの設定が必要で
す。詳しくは、「LDAP
使用設定」（p. 4-56）を
ごらんください。
･ LDAP検索の方法は
「LDAP検索で宛先を選
ぶ」（p. 2-37）をごらん
ください。

項目 説明

検索文字 設定メニューの［ユーザー設定］－［画面カスタマイ
ズ設定］で「登録宛先から初期表示」を「宛先種類」
に設定しているときに表示されます。宛先登録時に設
定した検索文字の種類別に検索できます。

宛先種類 設定メニューの［ユーザー設定］－［画面カスタマイ
ズ設定］で「登録宛先から初期表示」を「検索文字」
に設定しているときに表示されます。宛先登録時に設
定した宛先種類別に検索できます。

詳細検索 アドレスの名称や内容の一部を入力して、該当するア
ドレスを検索します。

LDAP検索 ユーザー管理などで LDAPサーバーを使用している
場合には、LDAP検索を行うことができます。LDAP
サーバーに登録されているアドレスから、条件に該当
するアドレスを検索します。キーワードを入力する
「単検索」と複数の条件から絞り込む「複合検索」が
あります。
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2.6 データをメールで送信する（E-mail 送信）
C 検索を行う［名称］または［宛先］を押します。

検索オプションの設定につ
いては、「検索オプション設
定」（p. 3-44）をごらんく
ださい。

D 検索オプション画面を「表示する」に設定している場
合は、検索オプションを選択する画面が表示されます。
内容を設定し、［OK］を押します。

E 検索する文字を入力し、［OK］を押します。

詳細検索画面に戻り、検索結果が表示されます。
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2.6 データをメールで送信する（E-mail 送信）
F 送信先の宛先を選択し、［OK］を押します。

LDAP検索で宛先を選ぶ
管理者設定で LDAPサーバーが設定されていると、ファクス /
スキャン画面に［LDAP検索］が表示されます。

A ファクス /スキャン画面の［LDAP検索］を押します。

B LDAPサーバーが複数設定されている場合は検索する
サーバーを選択し、［OK］を押します。

･ LDAPサーバーの設定に
ついて詳しくは、「LDAP
使用設定」（p. 4-56）を
ごらんください。
･ 管理者モードの「セキュ
リティ設定」で手動宛先
入力を禁止にした場合は、
［LDAP検索］が表示さ
れません。
･［LDAP検索］の表示位
置はユーザー設定の内容
によって変わります。詳
しくは、「「登録宛先から」
初期表示」（p. 3-43）を
ごらんください。
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2.6 データをメールで送信する（E-mail 送信）
C 検索の種類を選択します。

＜ LDAPサーバーが 1個のとき＞

＜ LDAPサーバーが複数のとき＞

D 検索内容を設定します。
［単検索］を選択した場合は検索するキーワードを
入力し、［検索開始］を押します。

ひとこと

LDAPサーバーの設定によ
り、認証が必要な場合があ
ります。
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2.6 データをメールで送信する（E-mail 送信）
［複合検索］を選択した場合は検索条件の種類と内
容を入力し、［検索開始］を押します。

E 送信先の宛先を選択し、［OK］を押します。
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2.7 データをネットワーク上のコンピューターに送信
する（ファイル送信（SMB））

ファイル送信（SMB）とは
スキャンしたデータをネットワーク上の特定のコンピューター
に直接送信します。
ファイル送信（SMB）を行うには、データを受信するコン
ピューターにWindows の共有ファイル設定をあらかじめ行っ
てください。
ファイル送信（SMB）の宛先は以下の方法で選択できます。詳
しくはそれぞれの参照先をごらんください。

Windows 共有（Mac OSX）/Samba
（Linux/Unix）への SMB送信

Mac OSX または Linux、UNIX への SMB送信を行う場合、
ネットワーク設定やユーザー名などに以下の条件を満たしてい
ることが必要です。送信する環境に合わせて設定を変更してく
ださい。

本体側の設定
［管理者設定］－［ネットワーク設定］－［SMB設定］
で、NTLM設定を「v1」に設定する

サーバー側の設定
ユーザー名、共有フォルダー名は 12文字以下にする

送信先を参照するとき、共有フォルダー名が英数字のと
きのみ表示される。サブフォルダー名は英数字でなくて
も表示される
送信先を参照するとき、最初にユーザー IDとパスワード
を入力する

･ Windowsの共有フォル
ダー名に、カタカナ、ひ
らがなを使用しないでく
ださい。
･ Windows共有フォル
ダーへ送信する場合、宛
先登録時にホスト名、
フォルダー名を大文字で
入力してください。

選択方法 参照先

登録宛先から選ぶ p. 2-41

直接入力する p. 2-43

グループ宛先を選ぶ p. 2-31

検索して宛先を選ぶ p. 2-35

ひとこと

･ Samba とはUNIX や
Linux で SMBを使った
サービスを提供するため
のソフトウェアです。
MacOSXでは Samba
を「Windows共有」と
呼んでいます。
･ CIFS はサポートしてい
ません。
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2.7 データをネットワーク上のコンピューターに送信する（ファイル送信（SMB））
Windows 98SE/Windows MeへのSMB送
信

Windows 98SE/Windows Meへの SMB送信を行う場合、
ネットワーク設定が以下の条件を満たしていることが必要です。

本体側の設定
［管理者設定］－［ネットワーク設定］－［SMB設定］
で、NTLM設定を「v1/v2」または「v1」に設定する

登録宛先から送信先を選ぶ
あらかじめ登録された宛先から送信先を指定して送信する方法
を説明します。
宛先の登録方法について詳しくは、「短縮宛先を登録する」
（p. 3-8）をごらんください。

A 操作パネルの【ファクス /スキャン】を押します。

ファクス /スキャン画面が表示されます。
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2.7 データをネットワーク上のコンピューターに送信する（ファイル送信（SMB））
B ［登録宛先から］を押します。

登録宛先の一覧が表示されます。

C 宛先キーを押してアドレスを選択します。

選択したキーが反転表示になり、「同報宛先リスト」に
表示されます。
同時に複数の宛先を指定できます。

ひとこと

スキャンの条件について、
詳しくは、「スキャンと送信
の内容を設定する（読込み
設定 /原稿設定 /通信設
定）」（p. 2-61）をごらん
ください。

D ［読込み設定］、［原稿設定］、［通信設定］でスキャンの
条件を設定します。

E 本機のADFまたは原稿ガラス上に原稿をセットしま
す。

ひとこと

詳しい手順は「仕上りプレ
ビューを使った送信」
（p. 2-17）をごらんくださ
い。

F 必要な場合は【確認コピー】を押して仕上りプレ
ビュー画像を確認します。

･ 設定メニューの［ユー
ザー設定］－［画面カス
タマイズ設定］で「登録
宛先から初期表示」を
「検索文字」に設定してい
る場合は、かなと英字の
インデックスが表示され
ます。「宛先種類」に設定
している場合は、宛先種
類別のインデックスが表
示されます。
･ 登録されている宛先名は、
インデックスのキーを押
すと該当するアドレスが
表示されます。
･ 検索文字のインデックス
表示はかなと英字を切換
えることができます。

ひとこと

直接入力で送信先のアドレ
スをさらに追加できます。
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2.7 データをネットワーク上のコンピューターに送信する（ファイル送信（SMB））
G 操作パネルの【スタート】を押します。

原稿がスキャンされ、データが送信されます。

直接入力する
スキャン時に操作パネルから直接送信先のアドレスを入力する
作業を「直接入力」といいます。
入力する内容は以下のとおりです。

ひとこと

管理者モードの「セキュリ
ティ設定」で手動宛先入力
を禁止にした場合は、［直接
入力］が表示されません。

A 操作パネルの【ファクス /スキャン】を押します。

ファクス /スキャン画面が表示されます。

ひとこと

スキャンしたジョブがジョ
ブリストから消えるまで、
電源を切らないでください。

項目 内容

ホスト名 送信先のホスト名（大文字で入力）または IPアド
レスを指定します。キーボードで入力し、［OK］を
押します。

ファイルパス 送信先のフォルダーのパスを大文字で入力します。

ユーザー名 ログインするユーザー名を入力します。キーボード
で入力し、［OK］を押します。

パスワード パスワードを入力します。キーボードで入力し、
［OK］を押します。

参照 接続先のコンピューターのフォルダー構成を確認で
きます。送信先のフォルダーを直接指定することも
できます。
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2.7 データをネットワーク上のコンピューターに送信する（ファイル送信（SMB））
B ［直接入力］の［ファイル送信（SMB）］を押します。

送信先のホスト名、ファイルパスなどを入力する画面
が表示されます。

C 送信先の情報を入力し、［OK］を押します。
共有フォルダーの内容を確認するときは［参照］を
押します。

「同報宛先リスト」に入力したアドレスが表示されま
す。
引き続きアドレスを指定するときは、［次宛先］を
押して入力を続けます。

ひとこと

スキャンの条件について、
詳しくは、「スキャンと送信
の内容を設定する（読込み
設定 /原稿設定 /通信設
定）」（p. 2-61）をごらん
ください。

D ［読込み設定］、［原稿設定］、［通信設定］でスキャンの
条件を設定します。

E 本機のADFまたは原稿ガラス上に原稿をセットしま
す。

ひとこと

詳しい手順は「仕上りプレ
ビューを使った送信」
（p. 2-17）をごらんくださ
い。

F 必要な場合は【確認コピー】を押して仕上りプレ
ビュー画像を確認します。

本機が所属しているネット
ワーク（サブネット）上に、
以下の数を超えるワークグ
ループおよびコンピュー
ターが存在する場合、正し
く参照できない可能性があ
ります。
･ ワークグループ：128
･ コンピューター：128
また、IPv6 環境では参照で
きません。
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2.7 データをネットワーク上のコンピューターに送信する（ファイル送信（SMB））
G 操作パネルの【スタート】を押します。

原稿がスキャンされ、データが送信されます。
ひとこと

スキャンしたジョブがジョ
ブリストから消えるまで、
電源を切らないでください。
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2.8 データをサーバーに送信する（ファイル送信
（FTP））

ファイル送信（FTP）とは
FTP サーバーのあるネットワーク環境で使用できます。スキャ
ンしたデータをネットワーク上の FTPサーバー内の指定した
フォルダーに送信します。
高解像度のデータなど、容量の大きなデータの送信に適してい
ます。
送信先を指定するには以下の方法がありますが、「グループ宛
先」から送信先を選び、さらに直接入力で送信先を追加するな
ど、組み合わせて指定できます。
送信先のサーバーの条件によっては文書名が長すぎると送信で
きないことがあります。文書名は送信時の内容を使用するため、
ネットワーク管理者に問合わせてから設定してください。
ファイル送信（FTP）の宛先は以下の方法で選択できます。詳
しくはそれぞれの参照先をごらんください。

登録宛先から送信先を選ぶ
あらかじめ登録された宛先から送信先を指定して送信する方法
を説明します。
宛先の登録方法について詳しくは、「短縮宛先を登録する」
（p. 3-8）をごらんください。

A 操作パネルの【ファクス /スキャン】を押します。

ファクス /スキャン画面が表示されます。

ひとこと

･ ネットワーク環境にメー
ルサーバーがあれば、
メールによる通知機能を
使って、ジョブの終了を
知らせることができます。
メール通知機能について、
詳しくは、「URL通知先
設定」（p. 2-103）をご
らんください。
･ ネットワーク環境にプロ
キシサーバーがあれば、
プロキシサーバー経由で
インターネット上の FTP
サーバーにアクセスする
こともできます。

FTP送信の概要は「FTP送
信」（p. 1-3）をごらんくだ
さい。

選択方法 参照先

登録宛先から選ぶ p. 2-46

直接入力する p. 2-48

グループ宛先を選ぶ p. 2-31

検索して宛先を選ぶ p. 2-35
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2.8 データをサーバーに送信する（ファイル送信（FTP））
B ［登録宛先から］を押します。

登録宛先の一覧が表示されます。

C 宛先キーを押してアドレスを選択します。

選択したキーが反転表示になり、「同報宛先リスト」に
表示されます。
同時に複数の宛先を指定できます。

ひとこと

スキャンの条件について、
詳しくは、「スキャンと送信
の内容を設定する（読込み
設定 /原稿設定 /通信設
定）」（p. 2-61）をごらん
ください。

D ［読込み設定］、［原稿設定］、［通信設定］でスキャンの
条件を設定します。

E 本機のADFまたは原稿ガラス上に原稿をセットしま
す。

ひとこと

詳しい手順は「仕上りプレ
ビューを使った送信」
（p. 2-17）をごらんくださ
い。

F 必要な場合は【確認コピー】を押して仕上りプレ
ビュー画像を確認します。

･ 設定メニューの［ユー
ザー設定］－［画面カス
タマイズ設定］で「登録
宛先から初期表示」を
「検索文字」に設定してい
る場合は、かなと英字の
インデックスが表示され
ます。「宛先種類」に設定
している場合は、宛先種
類別のインデックスが表
示されます。
･ 登録されている宛先名は、
インデックスのキーを押
すと該当するアドレスが
表示されます。
･ 検索文字のインデックス
表示はかなと英字を切換
えることができます。

ひとこと

直接入力で送信先のアドレ
スをさらに追加できます。
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2.8 データをサーバーに送信する（ファイル送信（FTP））
G 操作パネルの【スタート】を押します。

原稿がスキャンされ、データが送信されます。

直接入力する
スキャン時に操作パネルから直接送信先のアドレスを入力する
作業を「直接入力」といいます。
入力する内容は以下のとおりです。

詳細指定

ひとこと

管理者モードの「セキュリ
ティ設定」で手動宛先入力
を禁止にした場合は、［直接
入力］が表示されません。

A 操作パネルの【ファクス /スキャン】を押します。

ファクス /スキャン画面が表示されます。

ひとこと

スキャンしたジョブがジョ
ブリストから消えるまで、
電源を切らないでください。

項目 内容

ホスト名 送信先のホスト名または IPアドレスを指定します。
キーボードで入力し、［OK］を押します。

ファイルパス 送信先のフォルダーのパスを指定します。キーボー
ドで入力し、［OK］を押します。

ユーザー名 ログインするユーザー名を入力します。キーボード
で入力し、［OK］を押します。

パスワード パスワードを入力します。キーボードで入力し、
［OK］を押します。

項目 内容

ポート番号 ポート番号を入力します。

PASV PASV（パッシブ）モードを使用するかどうかを設
定します。［する］または［しない］を押します。

プロキシ プロキシサーバーを使用するかどうかを設定しま
す。［する］または［しない］を押します。
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2.8 データをサーバーに送信する（ファイル送信（FTP））
B ［直接入力］の［ファイル送信（FTP）］を押します。

送信先のホスト名、ファイルパスなどを入力する画面
が表示されます。

C 送信先の情報を入力します。

「同報宛先リスト」に入力したアドレスが表示されま
す。
引き続きアドレスを指定するときは、［次宛先］を
押して入力を続けます。

D さらに詳細な設定を行う場合は［詳細指定］を押し、
内容を設定します。
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2.8 データをサーバーに送信する（ファイル送信（FTP））
E ［OK］を 2回押します。

ひとこと

スキャンの条件について、
詳しくは、「スキャンと送信
の内容を設定する（読込み
設定 /原稿設定 /通信設
定）」（p. 2-61）をごらん
ください。

F ［読込み設定］、［原稿設定］、［通信設定］でスキャンの
条件を設定します。

G 本機のADFまたは原稿ガラス上に原稿をセットしま
す。

ひとこと

詳しい手順は「仕上りプレ
ビューを使った送信」
（p. 2-17）をごらんくださ
い。

H 必要な場合は【確認コピー】を押して仕上りプレ
ビュー画像を確認します。

ひとこと

スキャンしたジョブがジョ
ブリストから消えるまで、
電源を切らないでください。

I 操作パネルの【スタート】を押します。

原稿がスキャンされ、データが送信されます。
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2.9 データをサーバーに送信する（ファイル送信
（WebDAV））

ファイル送信（WebDAV）とは
WebDAVに対応したサーバーのあるネットワーク環境で使用
できます。スキャンしたデータをネットワーク上のサーバー内
の指定したフォルダーに送信します。
送信先を指定するには以下の方法があります。「グループ宛先」
から送信先を選び、さらに直接入力で送信先を追加するなど、
組み合わせて指定できます。
送信先のサーバーの条件によっては文書名が長すぎると送信で
きないことがあります。文書名は送信時の内容を使用するため、
ネットワーク管理者に問い合わせてから設定してください。
ファイル送信（WebDAV）の宛先は以下の方法で選択できま
す。詳しくはそれぞれの参照先をごらんください。

登録宛先から送信先を選ぶ
あらかじめ登録された宛先から送信先を指定して送信する方法
を説明します。
宛先の登録方法について詳しくは、「短縮宛先を登録する」
（p. 3-8）をごらんください。

A 操作パネルの【ファクス /スキャン】を押します。

ファクス /スキャン画面が表示されます。

ひとこと

･ ネットワーク環境にメー
ルサーバーがあれば、
メールによる通知機能を
使って、ジョブの終了を
知らせることができます。
メール通知機能について、
詳しくは「URL通知先設
定」（p. 2-103）をごら
んください。
･ ネットワーク環境にプロ
キシサーバーがあれば、
プロキシサーバー経由で
インターネット上の
WebDAVサーバーにア
クセスすることもできま
す。

WebDAV送信の概要は
「WebDAV送信」（p. 1-5）
をごらんください。

選択方法 参照先

登録宛先から選ぶ p. 2-51

直接入力する p. 2-53

グループ宛先を選ぶ p. 2-31

検索して宛先を選ぶ p. 2-35
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2.9 データをサーバーに送信する（ファイル送信（WebDAV））
B ［登録宛先から］を押します。

登録宛先の一覧が表示されます。

C 宛先キーを押してアドレスを選択します。

選択したキーが反転表示になり、「同報宛先リスト」に
表示されます。
同時に複数の宛先を指定できます。

ひとこと

スキャンの条件について、
詳しくは「スキャンと送信
の内容を設定する（読込み
設定 /原稿設定 /通信設
定）」（p. 2-61）をごらん
ください。

D ［読込み設定］、［原稿設定］、［通信設定］でスキャンの
条件を設定します。

E 本機のADFまたは原稿ガラス上に原稿をセットしま
す。

ひとこと

詳しい手順は「仕上りプレ
ビューを使った送信」
（p. 2-17）をごらんくださ
い。

F 必要な場合は【確認コピー】を押して仕上りプレ
ビュー画像を確認します。

･ 設定メニューの［ユー
ザー設定］－［画面カス
タマイズ設定］で「登録
宛先から初期表示」を
「検索文字」に設定してい
る場合は、かなと英字の
インデックスが表示され
ます。「宛先種類」に設定
している場合は、宛先種
類別のインデックスが表
示されます。
･ 登録されている宛先名は、
インデックスのキーを押
すと該当するアドレスが
表示されます。
･ 検索文字のインデックス
表示はかなと英字を切換
えることができます。

ひとこと

直接入力で送信先をさらに
追加できます。
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2.9 データをサーバーに送信する（ファイル送信（WebDAV））
G 操作パネルの【スタート】を押します。

原稿がスキャンされ、データが送信されます。

直接入力する
スキャン時に操作パネルから直接、送信先のアドレスを入力す
る作業を「直接入力」といいます。
入力する内容は以下のとおりです。

詳細指定

A 操作パネルの【ファクス /スキャン】を押します。

ファクス /スキャン画面が表示されます。

ひとこと

スキャンしたジョブがジョ
ブリストから消えるまで電
源を切らないでください。

項目 内容

ホスト名 送信先のホスト名または IPアドレスを指定します。
キーボードで入力し、［OK］を押します。

ファイルパ
ス

送信先のフォルダーのファイルパスを指定します。
キーボードで入力し、［OK］を押します。

ユーザー名 ログインするユーザー名を入力します。キーボードで
入力し、［OK］を押します。

パスワード パスワードを入力します。キーボードで入力し、
［OK］を押します。

項目 内容

ポート番号 ポート番号を入力します。

プロキシ プロキシサーバーを使用するかどうかを設定します。

SSL設定 送信にSSLを使用するかどうかを設定します。
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2.9 データをサーバーに送信する（ファイル送信（WebDAV））
B ［直接入力］の［ファイル送信（WebDAV）］を押し
ます。

送信先のホスト名、ファイルパスなどを入力する画面
が表示されます。

C 送信先の情報を入力します。

「同報宛先リスト」に入力したアドレスが表示されま
す。

引き続きアドレスを指定するときは、［次宛先］を押し
て入力を続けます。
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2.9 データをサーバーに送信する（ファイル送信（WebDAV））
D さらに詳細な設定を行う場合は、［詳細指定］を押し、
内容を設定します。

E ［OK］を 2回押します。

ひとこと

スキャンの条件について、
詳しくは「スキャンと送信
の内容を設定する（読込み
設定 /原稿設定 /通信設
定）」（p. 2-61）をごらん
ください。

F ［読込み設定］、［原稿設定］、［通信設定］でスキャンの
条件を設定します。

G 本機のADFまたは原稿ガラス上に原稿をセットしま
す。

ひとこと

詳しい手順は「仕上りプレ
ビューを使った送信」
（p. 2-17）をごらんくださ
い。

H 必要な場合は【確認コピー】を押して仕上りプレ
ビュー画像を確認します。

ひとこと

スキャンしたジョブがジョ
ブリストから消えるまで電
源を切らないでください。

I 操作パネルの【スタート】を押します。

原稿がスキャンされ、データが送信されます。
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2.10 Webサービスを利用する

ネットワーク上のコンピューター（Windows Vista）からス
キャンの指示をしたり、本機から目的別にスキャンを行い、コ
ンピューターに送信します。Webサービスには、本機のパネル
からスキャン方法を選択してコンピューターに送信する方法と、
コンピューターからスキャンの指示をする方法があります。

本機のパネルからスキャンの指示をする
あらかじめ登録したネットワーク上のコンピューターに、ス
キャンしたデータを送信します。

A 操作パネルの【ファクス /スキャン】を押します。

ファクス /スキャン画面が表示されます。

B ［直接入力］の［Webサービス］を押します。

本機をWebサービススキャナーとして登録している
ネットワーク上のコンピューターが送信先として表示
されます。

事前に必要な設定について
は、「Webサービスを使用
する場合」（p. 1-9）をごら
んください。
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2.10 Webサービスを利用する
C 宛先を選択し、［実行］を押します。

原稿がスキャンされ、コンピューターにデータが送信
されます。

Webサービスの宛先を確認する
宛先を選択し、［詳細表示］を押すと、送信先の詳細が表示され
ます。
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2.10 Webサービスを利用する
Webサービスの宛先を検索する
送信先の名称に含まれるキーワードを入力して、送信先を検索
できます。

A Webサービス画面で［送信先検索］を押します。

B 検索するキーワードを入力し、［検索開始］を押すと、
該当する送信先が検索されます。
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2.10 Webサービスを利用する
コンピューターからスキャンの指示をする
コンピューターからスキャンの指示を本機に行い、スキャンし
たデータを受信できます。
ここでは、Windows フォトギャラリーからスキャンする手順
を例に説明します。

A スキャンを行うことのできるアプリケーションソフト
を起動します。

B ［ファイル］メニューから［カメラまたはスキャナから
の読み込み］を選択します。

C ［スキャナとカメラ］の一覧から本機を選択し、［読み
込み］をクリックします。

［新しいスキャン］ウィンドウが起動します。
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2.10 Webサービスを利用する
D 本機に原稿をセットします。

E スキャンの内容を設定し、［スキャン］をクリックしま
す。

F ［これらの画像をマーク］に保存するファイル名を入力
し、［読み込み］をクリックします。

スキャンが行われ、画像の一覧にスキャンしたデータ
が追加されます。
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2.11 スキャンと送信の内容を設定する（読込み設定 /
原稿設定 /通信設定）

設定できる内容
ファクス /スキャン画面で［読込み設定］、［原稿設定］、［通信
設定］を押すと、スキャンおよび送信時の詳しい内容を設定で
きます。設定できる内容は以下のとおりです。

読込み設定

項目 内容 参照先

原稿画質 スキャンする原稿の画質を選択します。 p. 2-63

片面 / 両面 原稿の片面をスキャンするか両面をス
キャンするか選択します。

p. 2-65

解像度 スキャンする解像度を選択します。 p. 2-66

ファイル形式 スキャンしたデータを保存するファイル
形式を選択します。

p. 2-67

濃度 スキャン時の濃度を選択します。 p. 2-70

連続読込み設
定

原稿の枚数がADFに入りきらないとき
や、原稿ガラス上にセットするときに読
込みを数回に分割することができます。

p. 2-71

画質調整 下地調整、カラー、シャープネスなど画
質を調整します。

p. 2-72

消去 枠消しを設定します。 p. 2-76

連写 ブック連写を設定します。 p. 2-77

応用設定 読込みサイズやファイリングナンバーな
どを設定します。

p. 2-79

文書名 保存時の文書名を設定します。 p. 2-98
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2.11 スキャンと送信の内容を設定する（読込み設定 /原稿設定 /通信設定）
原稿設定

通信設定

項目 内容 参照先

混載原稿 異なるサイズの原稿が混在しているとき
に設定します。

p. 2-100

Z 折れ原稿 Zの形に折った原稿が混在しているとき
に設定します。

p. 2-100

長尺原稿 規格サイズよりも長辺が長い原稿のとき
に設定します。

p. 2-100

原稿セット方
向

セットする原稿の天地の向きを設定しま
す。

p. 2-100

原稿のとじし
ろ

原稿のとじ方向を設定します。 p. 2-100

汚れ軽減モー
ド

原稿をADFにセットする場合、スリッ
トガラスの汚れが画像に及ぼす影響を軽
減できます。

p. 2-100

項目 内容 参照先

E-mail 設定 E-mail 送信時の文書名、件名、Fromア
ドレス、本文内容を設定します。

p. 2-102

URL通知先
設定

ジョブの終了を通知するE-mail アドレ
スを設定します。

p. 2-103
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2.11 スキャンと送信の内容を設定する（読込み設定 /原稿設定 /通信設定）
原稿画質
原稿の内容に合わせて選択します。選択できる画質は以下の 5
種類です。

「文字 /写真」または「写真」を選択したときは、写真の種類も
指定できます。

S/MIME通信設定について
詳しくは、「S/MIME通信
設定」（p. 4-80）をごらん
ください。

「デジタル署名」はS/
MIME通信設定の内容に
よって、選択できない場合
や常に署名するように設定
されている場合があります。

項目 内容 参照先

メールの暗号
化

「S/MIME通信設定」で「使用する」を
設定しているときに表示されます。送信
するE-mail の暗号化を行うかどうかを
設定します。

p. 2-104

デジタル署名 「S/MIME通信設定」で「使用する」を
設定しているときに表示されます。送信
するE-mail にデジタル署名を付加する
かどうかを設定します。

p. 2-105

項目 内容

文字 文字だけで構成されている原稿です。

文字 /写真 文字と写真（ハーフトーン）が混じっている原稿で
す。

写真 写真（ハーフトーン）だけの原稿です。

薄文字原稿 文字が全体的に薄い原稿です。

コピー原稿 コピーやプリンターで出力した均一な濃度の原稿で
す。

項目 内容

印画紙写真 印画紙にプリントされた写真のときに指定します。

印刷写真 本や雑誌など印刷された写真の時に指定します。
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2.11 スキャンと送信の内容を設定する（読込み設定 /原稿設定 /通信設定）
A ファクス /スキャン画面で［読込み設定］を押します。

B ［原稿画質］を押します。

C 画質を選択します。

D 「文字 /写真」または「写真」を選択したときは写真の
種類を選択し、［OK］を押します。

E ［OK］を 2回押します。
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2.11 スキャンと送信の内容を設定する（読込み設定 /原稿設定 /通信設定）
片面 /両面
原稿の片面をスキャンするか両面をスキャンするか選択します。

A ファクス /スキャン画面で［読込み設定］を押します。

B ［片面 /両面］を押します。

C スキャンの種類を選択します。

D ［OK］を 2回押します。

項目 内容

片面 原稿の片面をスキャンします。

両面 原稿の両面をスキャンします。

表紙+両面 原稿の最初のページを表紙として片面だけスキャン
し、残りのページを両面スキャンします。
スキャンする 2-65



2.11 スキャンと送信の内容を設定する（読込み設定 /原稿設定 /通信設定）
解像度
スキャンする解像度を選択します。

A ファクス /スキャン画面で［読込み設定］を押します。

B ［解像度］を押します。

C 解像度を選択します。

D ［OK］を 2回押します。
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2.11 スキャンと送信の内容を設定する（読込み設定 /原稿設定 /通信設定）
ファイル形式
スキャンしたデータを保存するファイル形式を選択します。選
択できるファイル形式は以下の 6種類です。

ファイル形式

原則

保存するファイル形式は「カラー」の設定によって指定できない場合
があります。「ファイル形式」と「カラー」の設定の組み合わせは以下
のとおりです。

ファイル形式で「PDF」または「コンパクトPDF」を選択し
たときは暗号化のレベルとスタンプの合成方法を設定できます。

暗号化の設定

ひとこと

･ TIFF ファイルをカラーで
保存する場合、圧縮形式
を設定できます。詳しく
は、「カラー TIFF 形式」
（p. 3-50）をごらんくだ
さい。
･「JPEG」を選択した場
合、ページ設定は「一枚
毎」が自動的に選択され
ます。

項目 内容

PDF PDF形式で保存します。

コンパクトPDF 高圧縮率のPDF形式で保存します。

TIFF TIFF 形式で保存します。

JPEG JPEG形式で保存します。

XPS XPS形式で保存します。

コンパクトXPS XPS形式よりも圧縮したデータで保存します。

自動 フルカラー グレー 白黒 2値

PDF ○ ○ ○ ○

コンパクトPDF ○ ○ ○ ×

TIFF ○ ○ ○ ○

JPEG ○ ○ ○ ×

XPS ○ ○ ○ ○

コンパクトXPS ○ ○ ○ ×

項目 内容

暗号化レベル 暗号化のレベルを選択します。

パスワード 暗号化されたデータを開くときに必要なパスワード
を入力します。半角英数32文字以内で入力します。
パスワードは確認のため2回入力してください。

文書の権限 文書の権限を変更するために必要なパスワードを入
力します。半角英数32文字以内で入力します。パ
スワードは確認のため2回入力してください。
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2.11 スキャンと送信の内容を設定する（読込み設定 /原稿設定 /通信設定）
暗号化の詳細設定
「暗号化」で文書の権限を設定した場合は、権限の詳細を設定で
きます。

スタンプの合成方法

また、保存するデータのまとまりも指定できます。
ページ設定

A ファクス /スキャン画面で［読込み設定］を押します。

B ［ファイル形式］を押します。

項目 内容

印刷許可レ
ベル

データの印刷を許可する /許可しないを選択します。
暗号化レベルを「高レベル」に設定した場合は、［低
解像度のみ許可］が表示されます。

文書と画像
の抽出

文書（テキスト）や画像の抽出を許可する /許可しな
いを選択します。

変更許可レ
ベル

データの署名、入力、注釈などの文書変更に関する許
可レベルを選択します。

ひとこと

･ 文字として合成できるの
は、日付 /時刻、ページ
番号、ヘッダー /フッ
ターです。
･ スタンプは画像として合
成されます。

項目 内容

画像 文字列を画像として挿入します。

文字 文字列をテキストとして挿入します。

「カラー」の設定について、
詳しくは、「カラー（画質調
整）」（p. 2-72）をごらん
ください。

ひとこと

･ ボックスが宛先の場合は
「一枚毎」を選択しても
「ページ一括」で保存され
ます。コンピューターに
データをダウンロードす
るとき、ページ範囲を指
定できます。
･ コンピューターへのダウ
ンロード方法は、「ユー
ザーズガイド 
PageScope Web 
Connection 編」をごら
んください。

項目 内容

一枚毎 原稿1枚ごとにひとつのファイルを作成します。

ページ一括 スキャンした全ての原稿をまとめてひとつのファイル
を作成します。［ファイル形式］で JPEGと同時には
選択できません。
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2.11 スキャンと送信の内容を設定する（読込み設定 /原稿設定 /通信設定）
C ファイル形式を選択します。

D PDFまたはコンパクトPDFを選択したときは必要に応
じて［暗号化］を押します。

E 暗号化の設定を行います。

F スタンプ合成方法を設定するときは［スタンプ合成方
法］を押します。
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2.11 スキャンと送信の内容を設定する（読込み設定 /原稿設定 /通信設定）
G 合成方法を選択します。

H ［OK］を押します。

I ページ設定の種類を選択します。

J ［OK］を 2回押します。

濃度
スキャン時の濃さを調整します。

A ファクス /スキャン画面で［読込み設定］を押します。

B ［濃度］を押します。
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2.11 スキャンと送信の内容を設定する（読込み設定 /原稿設定 /通信設定）
C 濃度を設定します。
濃さを調整するときは［うすく］または［こく］を
押します。
［ふつう］を押すと設定が初期値にもどります。

D ［OK］を 2回押します。

連続読込み設定
原稿の枚数が多くADFに入りきらないときや原稿ガラス上に
セットするとき、片面原稿と両面原稿が混在している場合など
原稿の種類ごとに読込みを数回に分割することができます。
読込み設定画面で［連続読込み設定］を押し、反転させると設
定できます。
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2.11 スキャンと送信の内容を設定する（読込み設定 /原稿設定 /通信設定）
カラー（画質調整）
カラーでスキャンするか白黒でスキャンするかを設定します。
以下の 4種類から選択できます。

原則

カラーは「ファイル形式」の設定によって指定できない場合がありま
す。「カラー」と「ファイル形式」の設定の組み合わせは以下のとおり
です。

A ファクス /スキャン画面で［読込み設定］を押します。

B ［画質調整］を押します。

項目 内容

オートカラー 原稿の色を自動的に判別し、原稿に合わせてス
キャンします。

フルカラー フルカラーでスキャンします。

グレースケール 白黒写真などのハーフトーンが多いときに選択し
ます。

白黒2値 線画など、白黒の境がはっきりしているときに選
択します。

「ファイル形式」の設定につ
いて、詳しくは、「ファイル
形式」（p. 2-67）をごらん
ください。自動 フルカラー グレー 白黒 2値

PDF ○ ○ ○ ○

コンパクトPDF ○ ○ ○ ×

TIFF ○ ○ ○ ○

JPEG ○ ○ ○ ×

XPS ○ ○ ○ ○

コンパクトXPS ○ ○ ○ ×
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2.11 スキャンと送信の内容を設定する（読込み設定 /原稿設定 /通信設定）
C カラーの種類を選択します。

D ［OK］を 2回押します。

下地調整（画質調整）
スキャン時に、原稿の下地の濃さを調整します。スキャンする
原稿が色の付いた用紙の場合、色をスキャンして下地が黒くな
ることがあります。そのようなときに下地の濃さを調整できま
す。

A ファクス /スキャン画面で［読込み設定］を押します。

B ［画質調整］を押します。
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2.11 スキャンと送信の内容を設定する（読込み設定 /原稿設定 /通信設定）
C ［下地調整］を押します。

D 下地の濃さを調整します。
自動で調整するときは、［自動］を押します。

濃さを調整するときは［うすく］または［こく］を
押します。
［ふつう］を押すと設定が初期値にもどります。

E ［OK］を 2回押します。
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2.11 スキャンと送信の内容を設定する（読込み設定 /原稿設定 /通信設定）
シャープネス（画質調整）
スキャン時に、文字などの境界をくっきりさせることができま
す。

A ファクス /スキャン画面で［読込み設定］を押します。

B ［画質調整］を押します。

C ［シャープネス］を押します。

D シャープネスを調整します。

E ［OK］を 2回押します。
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2.11 スキャンと送信の内容を設定する（読込み設定 /原稿設定 /通信設定）
枠消し（消去）
原稿の周囲を消去します。0.1 ～ 50.0 mmの範囲で、上、左、
右、下個別に指定することもできます。

A ファクス /スキャン画面で［読込み設定］を押します。

B ［消去］を押します。

C ［枠消し］を押します。

ひとこと

「ブック連写（連写）」の
「枠消し」で枠の消去幅を設
定すると、「消去」の「枠消
し」でも同じ数値が設定さ
れています。
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2.11 スキャンと送信の内容を設定する（読込み設定 /原稿設定 /通信設定）
D 消去する幅を設定します。
枠消しを行う場合は［する］を押します。

全て同じ幅で消去するときは、［枠全体］を押して
数値を指定します。
上、左、右、下個別に指定するときは、該当する
キーを押して数値を指定します。消去しないときは
［消去しない］を押します。

E ［OK］を 3回押します。

ブック連写（連写）
見開きの原稿をスキャンするときに選択します。スキャンの方
法は以下の 4種類から選択できます。他にもとじ方向や消去な
どを設定できます。

見開き原稿特有の影などを消去してスキャンできます。

ひとこと

原稿のサイズは見開きの大
きさを指定してください。

項目 内容

見開き 見開きを1ページとしてスキャンします。

分割 見開きを左右2ページとしてスキャンします。

表カバー 1ページ目を表紙としてスキャンします。

表+裏カバー 1ページ目を表紙、2ページ目を裏表紙、3ページ
目以降を本文としてスキャンします。

ひとこと

「ブック連写」の「枠消し」
で枠の消去幅を設定すると、
「消去」の「枠消し」でも同
じ数値が設定されています。

項目 内容

枠消し 原稿の周囲を消去します。0.1 ～ 50.0 mmの範囲
で、上、左、右、下個別に指定することもできます。

折り目消し 原稿中央のとじ部分の影を消去します。0.1 ～
30.0 mmの範囲で指定できます。
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2.11 スキャンと送信の内容を設定する（読込み設定 /原稿設定 /通信設定）
A ファクス /スキャン画面で［読込み設定］を押します。

B ［連写］を押します。

C ［ブック連写］を押します。

D ブック連写の内容を設定します。
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2.11 スキャンと送信の内容を設定する（読込み設定 /原稿設定 /通信設定）
「分割」「表カバー」「表 +裏カバー」を選択した場合
は［開き方向 /とじ方向］を押してとじ方向を選択
します。

E ［OK］を 3回押します。

読込みサイズ（応用設定）
スキャンする用紙のサイズを設定します。
設定できる読込みサイズは以下のとおりです。

A ファクス /スキャン画面で［読込み設定］を押します。

ひとこと

「ブック連写」を選択したと
きは、見開きのサイズを指
定します。

項目 内容

自動 原稿設定で「混載原稿」を設定していないとき、セッ
トした原稿の 1枚目のサイズを検知します。

規格サイズ A4、B5など決まったサイズと方向を選択します。

不定形 規格サイズにはない不定形サイズの寸法を入力しま
す。X方向は 30.0 ～ 432.0 mm、Y方向は 30.0 ～
297.0 mmの範囲で自由に設定できます。

写真サイズ Eサイズ、Lサイズを選択できます。
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2.11 スキャンと送信の内容を設定する（読込み設定 /原稿設定 /通信設定）
B ［応用設定］を押します。

C ［読込みサイズ］を押します。

D サイズと方向を選択します。

読込む用紙のサイズと方向を選択します。
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2.11 スキャンと送信の内容を設定する（読込み設定 /原稿設定 /通信設定）
［不定形］を押すとサイズの指定画面が表示されま
す。テンキーでサイズを入力し、［OK］を押しま
す。

［写真サイズ］を押すとサイズの指定画面が表示さ
れます。読込む写真のサイズと方向を選択し、
［OK］を押します。

E ［OK］を 3回押します。

ファイリングナンバー（応用設定）
ドキュメントをスキャンして保存するときに、あらかじめ指定
した文字列や連番、日時などを付加してボックスに保存します。
保存の手順、ファイリングナンバーボックス作成の手順は
「ユーザーズガイド ボックス機能編」をごらんください。

ひとこと

数値は 0.1 mm単位で指定
できます。
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2.11 スキャンと送信の内容を設定する（読込み設定 /原稿設定 /通信設定）
日付 /時刻（応用設定）
ドキュメントのすべてのページにスキャンした日付と時刻を追
加します。
設定できる内容は以下のとおりです。

A ファクス /スキャン画面で［読込み設定］を押します。

B ［応用設定］を押します。

C ［スタンプ / ページ印字］を押します。

項目 内容

日付種類 日付の表示方法を選択します。

時刻種類 時刻追加のあり /なし、表示方法を選択します。

印字ページ 印字するページを全ページ /先頭ページのみから指
定します。

文字の色 印字色をブラック /レッド / ブルー / グリーン /イ
エロー /シアン / マゼンタから選択します。

文字サイズ 印字する文字サイズを8pt/10pt/12pt/14pt から
選択します。

印字位置指定 ページ内の印字位置を選択します。選択した位置を
決めた後、微調整もできます。
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2.11 スキャンと送信の内容を設定する（読込み設定 /原稿設定 /通信設定）
D ［日付 /時刻］を押します。

E 日付と時刻を設定するときは［する］を押し、日付と
時刻の内容を設定します。

［文字の色］を押すと設定画面が表示されます。色
を選択し、［OK］を押します。
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2.11 スキャンと送信の内容を設定する（読込み設定 /原稿設定 /通信設定）
［文字サイズ］を押すと設定画面が表示されます。
サイズを選択し、［OK］を押します。

［印字位置指定］を押すと設定画面が表示されます。
印字位置を選択し、必要に応じて微調整を行いま
す。設定したら［OK］を押します。

F ［OK］を 4回押します。

ひとこと

微調整を行う場合は［位置
調整］を押します。
左右、上下の位置調整は
0.1 ～ 50.0 mmの範囲で
指定できます。
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2.11 スキャンと送信の内容を設定する（読込み設定 /原稿設定 /通信設定）
ページ番号（応用設定）
ドキュメントのすべてのページにページ番号を追加します。
設定できる内容は以下のとおりです。

A ファクス /スキャン画面で［読込み設定］を押します。

B ［応用設定］を押します。

項目 内容

印字開始
ページ番号

ページの開始番号を指定します。

印字開始章
番号

章の開始番号を指定します。

ページ種類 ページ番号の表示種類を選択します。

文字の色 印字色をブラック /レッド / ブルー / グリーン /イエ
ロー /シアン / マゼンタから選択します。

文字サイズ 印字する文字サイズを 8pt/10pt/12pt/14pt から選
択します。

印字位置指
定

ページ内の印字位置を選択します。選択した位置を決
めた後、微調整もできます。
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2.11 スキャンと送信の内容を設定する（読込み設定 /原稿設定 /通信設定）
C ［スタンプ / ページ印字］を押します。

D ［ページ番号］を押します。

E ページを設定するときは［する］を押し、ページの内
容を設定します。
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2.11 スキャンと送信の内容を設定する（読込み設定 /原稿設定 /通信設定）
［文字の色］を押すと設定画面が表示されます。色
を選択し、［OK］を押します。

［文字サイズ］を押すと設定画面が表示されます。
サイズを選択し、［OK］を押します。

［印字位置指定］を押すと設定画面が表示されます。
印字位置を選択し、必要に応じて微調整を行いま
す。設定したら［OK］を押します。

ひとこと

微調整を行う場合は［位置
調整］を押します。
左右、上下の位置調整は
0.1 ～ 50.0 mmの範囲で
指定できます。
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2.11 スキャンと送信の内容を設定する（読込み設定 /原稿設定 /通信設定）
F ［OK］を 4回押します。

スタンプ（応用設定）
ドキュメントのすべてのページに「至急」など決まった文字列
を追加します。
設定できる内容は以下のとおりです。

ひとこと

「ファイル形式」でPDFま
たはコンパクトPDFを設
定したときは、画像として
合成されます。文字として
の合成はできません。

項目 内容

定型スタン
プ種類

至急、回覧、複製厳禁などスタンプを選択します。

印字ページ 印字するページを全ページ /先頭ページのみから指定
します。

文字の色 印字色をブラック /レッド / ブルー / グリーン /イエ
ロー /シアン / マゼンタから選択します。

文字サイズ 印字する文字サイズを小さめ /ふつうから選択しま
す。

印字位置指
定

ページ内の印字位置を選択します。選択した位置を決
めた後、微調整もできます。
スキャンする 2-88



2.11 スキャンと送信の内容を設定する（読込み設定 /原稿設定 /通信設定）
A ファクス /スキャン画面で［読込み設定］を押します。

B ［応用設定］を押します。

C ［スタンプ / ページ印字］を押します。

D ［スタンプ］を押します。
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2.11 スキャンと送信の内容を設定する（読込み設定 /原稿設定 /通信設定）
E スタンプを設定するときは［する］を押し、スタンプ
の内容を設定します。

［文字の色］を押すと設定画面が表示されます。色
を選択し、［OK］を押します。

［文字サイズ］を押すと設定画面が表示されます。
サイズを選択し、［OK］を押します。
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2.11 スキャンと送信の内容を設定する（読込み設定 /原稿設定 /通信設定）
［印字位置指定］を押すと設定画面が表示されます。
印字位置を選択し、必要に応じて微調整を行いま
す。設定したら［OK］を押します。

F ［OK］を 4回押します。

ひとこと

微調整を行う場合は［位置
調整］を押します。
左右、上下の位置調整は
0.1 ～ 50.0 mmの範囲で
指定できます。
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2.11 スキャンと送信の内容を設定する（読込み設定 /原稿設定 /通信設定）
ヘッダー /フッター（応用設定）
すべてのページにヘッダー /フッターを挿入します。ヘッダー /
フッターの内容は、あらかじめ管理者設定で登録が必要です。
ヘッダー /フッターは、登録した内容を呼び出して使用します
が、スキャン時に内容を確認したり、変更することができます。
変更できる内容は以下のとおりです。

A ファクス /スキャン画面で［読込み設定］を押します。

B ［応用設定］を押します。

ヘッダー /フッターの登録
について、詳しくは「ヘッ
ダー /フッター設定」
（p. 3-52）をごらんくださ
い。項目 説明

ヘッダー設
定

ヘッダーの挿入を行うかどうかを設定します。挿入す
る場合は、文字列、日付 /時刻、その他（部数管理番
号、ジョブ番号、シリアル番号）の設定ができます。

フッター設
定

フッターの挿入を行うかどうかを設定します。挿入す
る場合は、文字列、日付 /時刻、その他（部数管理番
号、ジョブ番号、シリアル番号）の設定ができます。

印字ページ 挿入するページを全ページ /先頭ページのみ から指定
します。

文字の色 文字の色をブラック /レッド / ブルー / グリーン /イ
エロー /シアン / マゼンタから選択します。

文字サイズ 文字サイズを 8pt/10pt/12pt/14pt から選択します。
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2.11 スキャンと送信の内容を設定する（読込み設定 /原稿設定 /通信設定）
C ［スタンプ / ページ印字］を押します。

D ［ヘッダー / フッター］を押します。

E ヘッダー /フッターを印字するときは［する］を押し、
呼び出すヘッダー /フッターの種類を選択します。
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2.11 スキャンと送信の内容を設定する（読込み設定 /原稿設定 /通信設定）
F 選択した内容を確認または一時的に変更する場合は、
［確認 /一時変更］を押します。

確認 /一時変更画面が表示されます。

G ヘッダー印刷 / フッター印刷で［印刷する］を押すと、
ヘッダー /フッターの内容を設定できます。

文字列
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2.11 スキャンと送信の内容を設定する（読込み設定 /原稿設定 /通信設定）
日付 /時刻

その他

ひとこと

一時変更した内容を取り消
す場合は、［変更中止］を押
すと登録内容に戻ります。

H 必要に応じて印字ページ、文字の色、文字サイズの内
容を設定します。
文字の色
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2.11 スキャンと送信の内容を設定する（読込み設定 /原稿設定 /通信設定）
文字サイズ

I ［OK］を 2回押します。

J ［閉じる］を 2回押します。

同時印刷（応用設定）
スキャンと同時にプリントを行うかどうかを設定します。プリ
ントを行うときの各種設定を行います。
設定できる内容は以下のとおりです。

A ファクス /スキャン画面で［読込み設定］を押します。

項目 内容

部数 プリントする部数をテンキーで入力します。入力で
きる範囲は 1～ 9999 です。

片面 /両面印刷 片面または両面を選択します。

ステープル ステープルのあり /なしを選択します。ステープル
する場合はステープルの数と位置を指定します。
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2.11 スキャンと送信の内容を設定する（読込み設定 /原稿設定 /通信設定）
B ［応用設定］を押します。

C ［同時印刷］を押します。

D スキャンと同時にプリントするときは［する］を押し、
内容を設定します。
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2.11 スキャンと送信の内容を設定する（読込み設定 /原稿設定 /通信設定）
E ステープル位置を指定するときは［コーナー］または
［2点］を押し、［位置指定］を押します。

F 位置を選択し、［OK］を押します。

G ［OK］を 3回押します。

文書名
スキャンしたデータの名称を設定します。文書名を設定しない
場合は以下の法則に基づき、自動的に名称が付けられます。
「SKMBT_C45108102315230」を例に説明します。

ひとこと

ファクス /スキャン画面、
ボックス画面で保存した文
書はすべて「S」となりま
す。

項目 説明

S 保存したときのモードを表しています。
C：コピー
S：ファクス /スキャン
P：プリンター

KMBT_C451 データを読込んだデバイス（機器）の名称です。
出荷時の設定は「KMBT_C451」となっていま
す。この名称は「管理者設定」の「管理者 /本体
登録」の「装置名」で変更できます。半角 10文
字以内で設定します。
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2.11 スキャンと送信の内容を設定する（読込み設定 /原稿設定 /通信設定）
A ファクス /スキャン画面で［読込み設定］を押します。

B ［文書名］を押します。

C 操作パネルのキーボードで文書名を入力します。

D ［OK］を押します。

08102315230 読込みを行った年（西暦の下 2桁）、月日、時間、
分を続けて表示します。最後の 1桁は分の中で続
けて読込みした場合に連番が付きます。

_0001 複数ページのデータを読込んだとき、ページを表
します。この数字は「文書名」の画面では表示さ
れませんが、ネット配信時に自動的に文書名の一
部として付けられます。FTP送信時などにサー
バーの文書名受付の条件がある場合、この部分も
考慮して名称を付けてください。

.（拡張子） 指定したデータ形式の拡張子です。この文字は
「文書名」の画面では表示されませんが、ネット配
信時に自動的に文書名の一部として付けられます。

項目 説明

ひとこと

･ 文書名は半角 30文字
（全角 15文字）以内で設
定します。
･ 登録を中断する場合は、
【リセット】を押します。
･ 文字の入力のしかたは
「文字を入力するには」
（p. 6-4）をごらんくださ
い。
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2.11 スキャンと送信の内容を設定する（読込み設定 /原稿設定 /通信設定）
原稿設定
異なるサイズの原稿の混載や、Z折れ原稿など、原稿のセット
の種類を設定します。

A ファクス /スキャン画面で［原稿設定］を押します。

B 原稿設定の内容を設定します。

ひとこと

原稿指定、方向指定は同時
に組み合わせて設定できま
す。

項目 内容

混載原稿 異なるサイズの原稿を同時にADF（オプション）に
セットするときに選択します。1枚ずつサイズを検知
しながらスキャンするので、スキャンする速度は遅く
なります。

Z折れ原稿 Z折れした原稿のサイズをADFに通した長さで検知
します。

長尺原稿 規格サイズよりも長辺が長い原稿のときに設定しま
す。

原稿セット
方向

原稿の天地の位置を選択します。スキャンしたあとに
天地が正しくなるようデータを処理します。

原稿のとじ
しろ

原稿についているパンチ穴あけやステープルどめなど
のとじ代の位置を指定します。また、両面原稿をセッ
トするときはとじてある位置（めくり方向）を指定し
ます。
両面原稿をスキャンするとき、とじ代の位置が逆にな
らないよう補正します。
左開き /とじ : 原稿の左側にとじ代がある原稿
上開き /とじ : 原稿の上側にとじ代がある原稿
自動 : 297 mm以下のサイズは長辺をとじる、
297 mmを超えるサイズは短辺をとじると判断しま
す。

汚れ軽減
モード

原稿をADFにセットする場合、スリットガラスの汚
れが画像に及ぼす影響を軽減できます。
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2.11 スキャンと送信の内容を設定する（読込み設定 /原稿設定 /通信設定）
［原稿セット方向］を選択したときはセット方向を
選択する画面が表示されます。方向を選択し、
［OK］を押します。

［原稿のとじしろ］を選択したときは、原稿のとじ
代位置を選択する画面が表示されます。とじ代の位
置を選択し、［OK］を押します。

［汚れ軽減モード］を設定するときは、キーを押し
て反転させます。

C ［OK］を 2回押します。

･ 汚れ軽減モードを設定す
ると、読取り速度は遅く
なります。
･ スリットガラスの汚れが
ひどいときは清掃してく
ださい。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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2.11 スキャンと送信の内容を設定する（読込み設定 /原稿設定 /通信設定）
E-mail 設定
データが送信されたとき、指定した電子メールアドレスに文書
名などを記載したメールを送信できます。

設定できる内容は以下のとおりです。

A ファクス /スキャン画面で［通信設定］を押します。

B ［E-mail 設定］を押します。

ひとこと

文書名で設定した内容は
FTP送信、SMB送信、
ファイル送信（WebDAV）
でも使用しています。

ひとこと

［管理者設定］－［環境設
定］－［ユーザー操作禁止
設定］－［変更禁止設定］
で「Fromアドレス変更」
を禁止に設定すると、直接
入力ができなくなります。

項目 内容

文書名 保存されるファイルの名称が表示されます。この文書
名は［読込み設定］の［文書名］でも設定でき、あと
に設定したほうの文書名が反映されます。設定しない
場合は、「管理者設定」で設定した内容をもとに、自
動的に表示されます。入力できるのは半角 30文字
（全角 15文字）までです。

件名 設定メニューで指定した内容が自動的に表示されま
す。［直接入力］を押すと内容を変更できます。入力
できるのは半角 64文字（全角 32文字）までです。

From 設定メニューで指定した管理者のメールアドレスが表
示されます。［直接入力］を押すと内容を変更できま
す。

本文 設定メニューで指定した本文が表示されます。［直接
入力］を押すと内容を変更できます。入力できるのは
半角256文字（全角 128文字）までです。
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2.11 スキャンと送信の内容を設定する（読込み設定 /原稿設定 /通信設定）
C E-mail 送信の内容を設定します。

D ［閉じる］を 2回押します。

URL通知先設定
ジョブの終了を通知するE-mail アドレスを設定します。

A ファクス /スキャン画面で［通信設定］を押します。

B ［URL通知先設定］を押します。

･ URL通知先設定で有効な
送信先は、ファイル送信
（FTP）、ファイル送信
（SMB）またはファイル
送信（WebDAV）です。
･ E-mail 送信時には設定し
ても機能しません。
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2.11 スキャンと送信の内容を設定する（読込み設定 /原稿設定 /通信設定）
C 通知先とするE-mail アドレスを設定します。
登録されているE-mail アドレスから選択します。

［直接入力］を押すと通知先の E-mail アドレスを直
接指定できます。

D ［閉じる］を 2回押します。

メールの暗号化
「S/MIME通信設定」で「使用する」を設定しているときに設
定できます。送信する E-mail の暗号化を行うかどうかを設定し
ます。

A ファクス /スキャン画面で［通信設定］を押します。

B ［メールの暗号化］を押します。

C ［閉じる］を 2回押します。

S/MIME通信設定について
詳しくは、「S/MIME通信
設定」（p. 4-80）をごらん
ください。
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2.11 スキャンと送信の内容を設定する（読込み設定 /原稿設定 /通信設定）
デジタル署名の追加
「S/MIME通信設定」で「使用する」を設定しているときに表
示されます。送信する E-mail にデジタル署名を付加するかどう
かを設定します。

A ファクス /スキャン画面で［通信設定］を押します。

B デジタル署名を追加する場合は、［デジタル署名］を押
して選択します。

C ［閉じる］を 2回押します。

S/MIME通信設定について
詳しくは、「S/MIME通信
設定」（p. 4-80）をごらん
ください。

S/MIME通信設定の内容に
よって、選択できない場合
や常に署名するように設定
されている場合があります。
スキャンする 2-105



第 3章

第3章 設定メニューを使う
操作パネルの名称やタッチパネルでの設定方法を説明します。

3.1 設定メニューで設定できる項目 ....................................................... 3-2
3.2 設定画面の表示 ............................................................................. 3-4
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3.1 設定メニューで設定できる項目

本機を使用するための基本的な設定や細かい機能の仕様などを
設定するのが「設定メニュー」と呼ばれているモードです。こ
の章では、スキャン機能や画面の設定に関する設定メニューの
項目について説明します。

設定メニューの種類
本書で説明している設定メニューの設定項目は以下のとおりで
す。

ネットワークに関する設定
は「第 4章 ネットワーク設
定」（p. 4-1）をごらんくだ
さい。

項目 説明 参照先

宛先登録 スキャンの送信先を設
定する項目です。プロ
グラム、グループ、短
縮などの宛先を登録し
ます。

「短縮宛先を登録する」（p. 3-
8）
「グループの宛先を登録する」
（p. 3-29）
「E-mail の内容を設定する」
（p. 3-32）
「参照許可設定」（p. 3-36）

ユーザー設
定

ファクス /スキャン画
面の初期設定やデータ
の保存方法について設
定します。

「画面カスタマイズ設定」
（p. 3-39）
「ファクス /スキャン設定」
（p. 3-45）

管理者設定 送信後にリセットする
内容を設定します。

「送信後設定解除」（p. 3-51）

ヘッダー、フッターの
内容を登録します。

「ヘッダー /フッター設定」
（p. 3-52）

本機に登録した宛先や
タイトル、本文の内容
をリストとして出力し
ます。

「宛先登録リストの印刷」
（p. 3-58）

本機をネットワークで
使用するための基本的
な設定を行います。

詳しくは、「第 4章 ネット
ワーク設定」（p. 4-1）をごら
んください。

システム連携項目の設
定を行います。

「OpenAPI 設定」（p. 3-64）
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3.1 設定メニューで設定できる項目
その他の関連する項目
本書に設定方法は記載されていませんが、設定の内容の一部が
スキャン機能やネットワーク接続に関連している項目がありま
す。それぞれの設定内容について詳しくは、「ユーザーズガイド 
コピー機能編」の該当する項目を参照してください。

PageScope Web Connection
PageScope Web Connection は、デバイスに内蔵されてい
るHTTPサーバーが提供するデバイス管理ユーティリティで
す。ネットワークに接続しているコンピューターでWebブラ
ウザーを起動し、PageScope Web Connection にアクセス
して本機の設定を変更できます。
設定を変更するために本機のそばに行かなくても、手元のコン
ピューターから手軽に操作できる上、漢字の入力もスムーズな
ので便利です。
設定項目の中にはPageScope Web Connection でしか設定
できない項目もあるため詳しくは、「ユーザーズガイド 
PageScope Web Connection 編」をごらんください。

項目 説明 参照先

管理者登録 管理者のE-mail アド
レスを設定しないと、
スキャンデータをE-
mail 送信できなくな
ります。

ユーザーズガイド コピー機能
編「管理者登録」

ユーザー認
証設定

「ユーザー登録」でス
キャン操作を許可しな
い、と設定されている
場合、スキャン操作が
できません。

ユーザーズガイド コピー機能
編「ユーザー認証設定」
設定メニューを使う 3-3



3.2 設定画面の表示

ファクス/スキャン宛先登録画面を表示させる
には

A 【設定メニュー /カウンター】を押します。

ひとこと

設定メニューでは、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。［1 宛先 /ボックス登
録］の場合は、テンキーの
【1】を入力します。

B ［1 宛先 / ボックス登録］を押します。

ひとこと

設定メニューを終了すると
きは【設定メニュー /カウ
ンター】を押します。コ
ピー、ファクス /スキャン、
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。

C ［1 ファクス /スキャン宛先登録］を押します。
設定メニューを使う 3-4



3.2 設定画面の表示
ファクス /スキャン宛先登録画面が表示されます。

ユーザー設定画面を表示させるには

A 【設定メニュー /カウンター】を押します。

ひとこと

設定メニューではキーに表
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。［2 ユーザー設定］の
場合は、テンキーの【2】
を入力します。

B ［2 ユーザー設定］を押します。
設定メニューを使う 3-5



3.2 設定画面の表示
ユーザー設定画面が表示されます。

管理者設定画面を表示させるには

A 【設定メニュー /カウンター】を押します。

ひとこと

設定メニューでは、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。

B ［3 管理者設定］を押します。

ひとこと

･ 設定メニューを終了する
ときは【設定メニュー /
カウンター】を押します。
コピー、ファクス /ス
キャン、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。
･ ユーザー認証が設定され
ている場合は、登録ユー
ザーでログイン中に［パ
スワード変更］、［E-mail
アドレス変更］および
［アイコン変更］が選択で
きます。
設定メニューを使う 3-6



3.2 設定画面の表示
C パスワードを入力し、［OK］を押します。

管理者設定画面が表示されます。

文字の入力のしかたは、「文
字を入力するには」（p. 6-
4）をごらんください。

ひとこと

設定メニューを終了すると
きは【設定メニュー /カウ
ンター】を押します。コ
ピー、ファクス /スキャン、
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。
設定メニューを使う 3-7



3.3 短縮宛先を登録する

短縮宛先の設定ができます。最大 2000 件の宛先を登録できま
す。

E-mail 送信アドレス
E-mail アドレスを登録できます。入力する内容は以下のとおり
です。

ひとこと

管理者設定で「登録宛先変
更」が禁止されている場合
は、「管理者設定」の「宛先
/ボックス登録」で設定し
ます。

A ファクス /スキャン宛先登録画面で［1 短縮宛先］を押
します。

B ［1 E-mail 送信］を押します。

E-mail 送信画面が表示されます。

ファクス /スキャン宛先登
録画面の表示のしかたは、
「ファクス /スキャン宛先登
録画面を表示させるには」
（p. 3-4）をごらんくださ
い。

項目 説明

登録番号 短縮宛先の登録番号を 1～ 2000 の範囲で入力しま
す。入力せずに［OK］を押した場合は、空いている
最も若い番号が登録されます。

登録名 短縮宛先の登録名を半角 24文字（全角 12文字）以
内で入力します。

E-mail 宛先 送信先のE-mail アドレスを入力します。

検索文字 検索文字をかな、英字から選択します。よく使用する
宛先の場合は［常用（よく使う宛先）］を同時に指定
すれば、検索性が良くなります。

アイコン アイコンを選択します。
設定メニューを使う 3-8



3.3 短縮宛先を登録する
C ［新規登録］を押します。

新規登録画面（1/2）が表示されます。

D 登録番号を設定するときは、［登録番号］を押し、テン
キーで入力します。

文字の入力のしかたは、「文
字を入力するには」（p. 6-
4）をごらんください。

E ［登録名］を押し、表示されるキーボードで登録名を入
力します。

F ［OK］を押します。

G ［E-mail 宛先］を押し、表示されるキーボードでE-
mail アドレスを入力します。

H ［OK］を押します。

I ［↑］または［↓］を押します。

新規登録画面（2/2）が表示されます。
設定メニューを使う 3-9



3.3 短縮宛先を登録する
J ［検索文字］を押し、検索文字のキーを押します。

K ［OK］を押します。

ひとこと

アイコンは、オプションの
i-Option LK-101/i-Option 
LK-103装着時に操作でき
るイメージパネル機能で使
用します。

L ［アイコン］を押し、アイコンを選択します。

アルファベットを頭文字に
した場合は、自動で頭文字
が検索文字として登録され
ます。
設定メニューを使う 3-10



3.3 短縮宛先を登録する
M ［OK］を 2回押します。

E-mail 宛先が登録されます。

ボックス保存
ボックス保存の宛先を登録できます。入力する内容は以下のと
おりです。

A ファクス /スキャン宛先登録画面で［1 短縮宛先］を押
します。

･ 登録した宛先を確認する
ときは、登録名を選択し
［設定内容］を押します。
･ 登録した宛先の設定変更
をするときは、登録名を
選択し［編集］を押しま
す。編集画面では、登録
番号は変更できません。
･ 登録した宛先を削除する
ときは、登録名を選択し
［削除］を押します。

ひとこと

･［登録名］、［E-mail 宛先］
を設定しないと登録を終
了することができません。
･ 登録を取り消すときは
［中止］を押します。
･ 設定メニューを終了する
ときは【設定メニュー /
カウンター】を押します。
コピー、ファクス /ス
キャン、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。

ボックス保存の宛先を登録
するには、あらかじめボッ
クス登録をしておく必要が
あります。詳しくは、「ユー
ザーズガイド ボックス機能
編」をごらんください。

ファクス /スキャン宛先登
録画面の表示のしかたは、
「ファクス /スキャン宛先登
録画面を表示させるには」
（p. 3-4）をごらんくださ
い。

項目 説明

登録番号 短縮宛先の登録番号を 1～ 2000 の範囲で入力しま
す。入力せずに［OK］を押した場合は、空いている
最も若い番号が登録されます。

登録名 短縮宛先の登録名を半角 24文字（全角 12文字）以
内で入力します。

ボックス 保存先のボックスを 1個選択します。

検索文字 検索文字をかな、英字から選択します。よく使用する
宛先の場合は［常用（よく使う宛先）］を同時に指定
すれば、検索性が良くなります。

アイコン アイコンを選択します。
設定メニューを使う 3-11



3.3 短縮宛先を登録する
B ［2 ボックス保存］を押します。

ボックス保存画面が表示されます。

C ［新規登録］を押します。

新規登録画面が表示されます。

D 登録番号を設定するときは、［登録番号］を押し、テン
キーで入力します。

文字の入力のしかたは、「文
字を入力するには」（p. 6-
4）をごらんください。

E ［登録名］を押し、表示されるキーボードで登録名を入
力します。

F ［OK］を押します。

G ［ボックス］を押し、保存先のボックスを指定します。
設定メニューを使う 3-12



3.3 短縮宛先を登録する
H ［検索文字］を押し、検索文字のキーを押します。

I ［OK］を押します。

ひとこと

アイコンは、オプションの
i-Option LK-101/i-Option 
LK-103装着時に操作でき
るイメージパネル機能で使
用します。

J ［アイコン］を押し、アイコンを選択します。

アルファベットを頭文字に
した場合は、自動で頭文字
が検索文字として登録され
ます。
設定メニューを使う 3-13



3.3 短縮宛先を登録する
K ［OK］を 2回押します。

ボックス宛先が登録されます。

ファイル送信（SMB）
SMB宛先の設定を登録できます。入力する項目は以下のとお
りです。

･ 登録した宛先を確認する
ときは、登録名を選択し
［設定内容］を押します。
･ 登録した宛先の設定変更
をするときは、登録名を
選択し［編集］を押しま
す。編集画面では、登録
番号は変更できません。
･ 登録した宛先を削除する
ときは、登録名を選択し
［削除］を押します。

ひとこと

･［登録名］、［ボックス］を
設定しないと登録を終了
することができません。
･ 設定を取り消すときは
［中止］を押します。
･ 設定メニューを終了する
ときは【設定メニュー /
カウンター】を押します。
コピー、ファクス /ス
キャン、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。

ファクス /スキャン宛先登
録画面の表示のしかたは、
「ファクス /スキャン宛先登
録画面を表示させるには」
（p. 3-4）をごらんくださ
い。

項目 説明

登録番号 短縮宛先の登録番号を 1～ 2000 の範囲で入力し
ます。入力せずに［OK］を押した場合は、空いて
いる最も若い番号が登録されます。

登録名 短縮宛先の登録名を半角 24文字（全角 12文字）
以内で入力します。

ユーザー ID 送信先のコンピューターにログインするユーザー
IDを半角 127文字以内で入力します。

パスワード 送信先のコンピューターにログインするパスワー
ドを半角 14文字以内で入力します。

ホストアドレス 送信先のコンピューターのホストアドレスをホス
ト名 /IPv4 アドレス /IPv6 アドレスのいずれかの
方式で入力します。
ホスト名の場合は半角 255文字以内で入力しま
す。

ファイルパス 保存先のファイルパスを半角 255文字以内で入力
します。
設定メニューを使う 3-14



3.3 短縮宛先を登録する
A ファクス /スキャン宛先登録画面で［1 短縮宛先］を押
します。

B ［4 ファイル送信（SMB）］を押します。

ファイル送信（SMB）画面が表示されます。

C ［新規登録］を押します。

新規登録画面（1/3）が表示されます。

D 登録番号を設定するときは、［登録番号］を押し、テン
キーで入力します。

ひとこと

IPv6 環境では参照機能を利
用できません。

項目 説明

参照 接続先のコンピューターのフォルダー構成を確認
できます。送信先のフォルダーを直接確認するこ
ともできます。

検索文字 検索文字をかな、英字から選択します。よく使用
する宛先の場合は［常用（よく使う宛先）］を同時
に指定すれば、検索性が良くなります。

アイコン アイコンを選択します。
設定メニューを使う 3-15



3.3 短縮宛先を登録する
E ［登録名］を押し、表示されるキーボードで登録名を入
力します。

F ［OK］を押します。

G ［ユーザー ID］を押し、表示されるキーボードで、
ユーザー IDを入力します。

H ［OK］を押します。

I ［パスワード］を押し、表示されるキーボードでパス
ワードを入力します。

J ［OK］を押します。

K ［↑］または［↓］を押します。

新規登録画面（2/3）が表示されます。

文字の入力のしかたは、「文
字を入力するには」（p. 6-
4）をごらんください。
設定メニューを使う 3-16



3.3 短縮宛先を登録する
L ［ホストアドレス］を押し、ホスト名または IPアドレス
を入力します。
ホスト名を入力する場合は、［ホスト名入力］を押
し、表示されるキーボードでホスト名を入力しま
す。
IPアドレスを入力する場合は、［IPv4 アドレス入力］
または［IPv6 アドレス入力］を押し、テンキーま
たは数字キーで数値を入力します。［←］、［→］を
押し、入力する位置にカーソルを合わせ、目的の数
値を入力します。

M ［OK］を押します。

N ［ファイルパス］を押し、表示されるキーボードでファ
イルパスを入力します。
共有フォルダーの内容を確認するときは、［参照］
を押します。

O ［↑］または［↓］を押します。

新規登録画面（3/3）が表示されます。

･ ホスト名を入力してから
IPアドレス入力に切り替
えると、ホスト名はクリ
アされます。
･ IP アドレスを入力してか
ら［ホスト名入力］を押
すと、入力した IPアドレ
スは保持され、文字入力
画面に表示されます。
･ ホスト名、ファイルパス
は、大文字で入力します。
･ IPv6 アドレスを使用して
SMB送信を行う場合は、
ダイレクトホスティング
を「使用する」に設定し
ます。詳しくは、「Direct 
Hosting 設定」（p. 4-
54）をごらんください。

本機が所属しているネット
ワーク（サブネット）上に、
以下の数を超えるワークグ
ループおよびコンピュー
ターが存在する場合、正し
く参照できない可能性があ
ります。
･ ワークグループ：128
･ コンピューター：128
また、IPv6 環境では参照で
きません。
設定メニューを使う 3-17



3.3 短縮宛先を登録する
P ［検索文字］を押し、検索文字のキーを押します。

Q ［OK］を押します。

ひとこと

アイコンは、オプションの
i-Option LK-101/i-Option 
LK-103装着時に操作でき
るイメージパネル機能で使
用します。

R ［アイコン］を押し、アイコンを選択します。

アルファベットを頭文字に
した場合は、自動で頭文字
が検索文字として登録され
ます。
設定メニューを使う 3-18



3.3 短縮宛先を登録する
S ［OK］を 2回押します。

SMB宛先が登録されます。

ファイル送信（FTP）
FTP 宛先の設定を登録できます。入力する項目は以下のとおり
です。

･ 登録した宛先を確認する
ときは、登録名を選択し
［設定内容］を押します。
･ 登録した宛先の設定変更
をするときは、登録名を
選択し［編集］を押しま
す。編集画面では、登録
番号は変更できません。
･ 登録した宛先を削除する
ときは、登録名を選択し
［削除］を押します。

ひとこと

･［登録名］、［ホストアドレ
ス］、［ファイルパス］を
設定しないと登録を終了
することができません。
･ 設定を取り消すときは
［中止］を押します。
･ 設定メニューを終了する
ときは【設定メニュー /
カウンター】を押します。
コピー、ファクス /ス
キャン、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。

ファクス /スキャン宛先登
録画面の表示のしかたは、
「ファクス /スキャン宛先登
録画面を表示させるには」
（p. 3-4）をごらんくださ
い。

項目 説明

登録番号 短縮宛先の登録番号を1～ 2000 の範囲で入力しま
す。入力せずに［OK］を押した場合は、空いてい
る最も若い番号が登録されます。

登録名 短縮宛先の登録名を半角24文字（全角 12文字）
以内で入力します。

ホストアドレ
ス

ホストアドレスをホスト名 /IPv4 アドレス /IPv6 ア
ドレスのいずれかの方式で入力します。
ホスト名の場合は半角63文字以内で入力します。

ファイルパス 保存先のファイルパスを半角96文字以内で入力し
ます。

ユーザー ID ホストにログインするユーザー IDを半角 47文字
以内で入力します。

パスワード ホストにログインするパスワードを半角31文字以
内で入力します。

anonymous ホストへのログイン時にユーザー IDを設定しない
ときは［ON］を選択します。
設定メニューを使う 3-19



3.3 短縮宛先を登録する
A ファクス /スキャン宛先登録画面で［1 短縮宛先］を押
します。

B ［5 ファイル送信（FTP）］を押します。

ファイル送信（FTP）画面が表示されます。

C ［新規登録］を押します。

新規登録画面（1/3）が表示されます。

PASV PASVモードのON/OFFを選択します。

プロキシ プロキシサーバー使用のON/OFFを選択します。

ポート番号 ポート番号を入力します。（入力範囲：1～
65535）

検索文字 検索文字をかな、英字から選択します。よく使用す
る宛先の場合は［常用（よく使う宛先）］を同時に
指定すれば、検索性が良くなります。

アイコン アイコンを選択します。

項目 説明
設定メニューを使う 3-20



3.3 短縮宛先を登録する
D 登録番号を設定するときは、［登録番号］を押し、テン
キーで入力します。

文字の入力のしかたは、「文
字を入力するには」（p. 6-
4）をごらんください。

E ［登録名］を押し、表示されるキーボードで登録名を入
力します。

F ［OK］を押します。

G ［ホストアドレス］を押し、ホスト名または IPアドレス
を入力します。
ホスト名を入力する場合は、［ホスト名入力］を押
し、表示されるキーボードでホスト名を入力しま
す。
IPアドレスを入力する場合は、［IPv4 アドレス入力］
または［IPv6 アドレス入力］を押し、テンキーま
たは数字キーで数値を入力します。［←］、［→］を
押し、入力する位置にカーソルを合わせ、目的の数
値を入力します。

H ［OK］を押します。

I ［ファイルパス］を押し、表示されるキーボードでファ
イルパスを入力します。

J ［OK］を押します。

K ［↑］または［↓］を押します。

新規登録画面（2/3）が表示されます。

ひとこと

ユーザー IDを登録しない場
合は［anonymous］で
［ON］を押します。

L ［ユーザー ID］を押し、表示されるキーボードで、
ユーザー IDを入力します。

･ ホスト名を入力してから
IPアドレス入力に切り替
えると、ホスト名はクリ
アされます。
･ IP アドレスを入力してか
ら［ホスト名入力］を押
すと、入力した IPアドレ
スは保持され、文字入力
画面に表示されます。
･［ホスト名入力］を選択す
る場合は、事前にDNS
設定が正しく行われてい
るか確認してください。
詳しくは、「TCP/IP 設
定」（p. 4-14）をごらん
ください。
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3.3 短縮宛先を登録する
M ［OK］を押します。

N ［パスワード］を押し、表示されるキーボードでパス
ワードを入力します。

O ［OK］を押します。

P 必要に応じて anonymous、PASV、プロキシ、ポー
ト番号を設定します。

Q ［↑］または［↓］を押します。

新規登録画面（3/3）が表示されます。

アルファベットを頭文字に
した場合は、自動で頭文字
が検索文字として登録され
ます。

R ［検索文字］を押し、検索文字のキーを押します。

S ［OK］を押します。

ひとこと

･ ポート番号の入力は【C】
を押し数値をクリアして
から、テンキーでポート
番号を入力します。
･ 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
しなおしてください。
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3.3 短縮宛先を登録する
T ［アイコン］を押し、アイコンを選択します。

U ［OK］を 2回押します。

FTP宛先が登録されます。

ひとこと

アイコンは、オプションの
i-Option LK-101/i-Option 
LK-103装着時に操作でき
るイメージパネル機能で使
用します。

･ 登録した宛先を確認する
ときは、登録名を選択し
［設定内容］を押します。
･ 登録した宛先の設定変更
をするときは、登録名を
選択し［編集］を押しま
す。編集画面では、登録
番号は変更できません。
･ 登録した宛先を削除する
ときは、登録名を選択し
［削除］を押します。

ひとこと

･［登録名］、［ホストアドレ
ス］、［ファイルパス］、
［ユーザー ID］、［パス
ワード］を設定しないと
登録を終了することがで
きません。
･ 設定を取り消すときは
［中止］を押します。
･ 設定メニューを終了する
ときは【設定メニュー /
カウンター】を押します。
コピー、ファクス /ス
キャン、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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3.3 短縮宛先を登録する
ファイル送信（WebDAV）
WebDAV宛先の設定を登録できます。入力する項目は以下の
とおりです。

A ファクス /スキャン宛先登録画面で［1 短縮宛先］を押
します。

B ［6 ファイル送信（WebDAV）］を押します。

ファイル送信（WebDAV）画面が表示されます。

ファクス /スキャン宛先登
録画面の表示のしかたは、
「ファクス /スキャン宛先登
録画面を表示させるには」
（p. 3-4）をごらんくださ
い。

項目 説明

登録番号 短縮宛先の登録番号を1～ 2000 の範囲で入力しま
す。入力せずに［OK］を押した場合は、空いてい
る最も若い番号が登録されます。

登録名 短縮宛先の登録名を半角24文字（全角 12文字）
以内で入力します。

ユーザー ID ホストにログインするユーザー IDを半角 21文字
（全角 10文字）以内で入力します。

パスワード ホストにログインするパスワードを半角63文字以
内で入力します。

ホストアドレ
ス

ホストアドレスをホスト名 /IPv4 アドレス /IPv6 ア
ドレスのいずれかの方式で入力します。
ホスト名の場合は半角63文字以内で入力します。

ファイルパス 保存先のファイルパスを半角96文字以内で入力し
ます。

プロキシ プロキシサーバー使用のON/OFFを選択します。

SSL設定 SSL使用のON/OFFを設定します。

ポート番号 ポート番号を入力します。（入力範囲：1～
65535）

検索文字 検索文字をかな、英字から選択します。よく使用す
る宛先の場合は［常用（よく使う宛先）］を同時に
指定すれば、検索性が良くなります。

アイコン アイコンを選択します。
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3.3 短縮宛先を登録する
C ［新規登録］を押します。

新規登録画面（1/3）が表示されます。

D 登録番号を設定するときは、［登録番号］を押し、テン
キーで入力します。

文字の入力のしかたは、「文
字を入力するには」（p. 6-
4）をごらんください。

E ［登録名］を押し、表示されるキーボードで登録名を入
力します。

F ［OK］を押します。

G ［ユーザー ID］を押し、表示されるキーボードで、
ユーザー IDを入力します。

H ［OK］を押します。

I ［パスワード］を押し、表示されるキーボードでパス
ワードを入力します。

J ［OK］を押します。
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3.3 短縮宛先を登録する
K ［↑］または［↓］を押します。

新規登録画面（2/3）が表示されます。

L ［ホストアドレス］を押し、ホスト名または IPアドレス
を入力します。
ホスト名を入力する場合は、［ホスト名入力］を押
し、表示されるキーボードでホスト名を入力しま
す。
IPアドレスを入力する場合は、［IPv4 アドレス入力］
または［IPv6 アドレス入力］を押し、テンキーま
たは数字キーで数値を入力します。［←］、［→］を
押し、入力する位置にカーソルを合わせ、目的の数
値を入力します。

M ［OK］を押します。

N ［ファイルパス］を押し、表示されるキーボードでファ
イルパスを入力します。

O ［OK］を押します。

P ［↑］または［↓］を押します。

新規登録画面（3/3）が表示されます。

･ ホスト名を入力してから
IPアドレス入力に切り替
えると、ホスト名はクリ
アされます。
･ IP アドレスを入力してか
ら［ホスト名入力］を押
すと、入力した IPアドレ
スは保持され、文字入力
画面に表示されます。
･［ホスト名入力］を選択す
る場合は、事前にDNS
設定が正しく行われてい
るか確認してください。
詳しくは、「TCP/IP 設
定」（p. 4-14）をごらん
ください。
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3.3 短縮宛先を登録する
Q 必要に応じてプロキシ、SSL設定、ポート番号を設定
します。

アルファベットを頭文字に
した場合は、自動で頭文字
が検索文字として登録され
ます。

R ［検索文字］を押し、検索文字のキーを押します。

S ［OK］を押します。

ひとこと

アイコンは、オプションの
i-Option LK-101/i-Option 
LK-103装着時に操作でき
るイメージパネル機能で使
用します。

T ［アイコン］を押し、アイコンを選択します。

ひとこと

･ ポート番号の入力は【C】
を押し数値をクリアして
から、テンキーでポート
番号を入力します。
･ 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
しなおしてください。
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3.3 短縮宛先を登録する
U ［OK］を 2回押します。

WebDAV宛先が登録されます。

･ 登録した宛先を確認する
ときは、登録名を選択し
［設定内容］を押します。
･ 登録した宛先の設定変更
をするときは、登録名を
選択し［編集］を押しま
す。編集画面では、登録
番号は変更できません。
･ 登録した宛先を削除する
ときは、登録名を選択し
［削除］を押します。

ひとこと

･［登録名］、［ホストアドレ
ス］、［ファイルパス］、
［ユーザー ID］、［パス
ワード］を設定しないと
登録を終了することがで
きません。
･ 設定を取り消すときは
［中止］を押します。
･ 設定メニューを終了する
ときは【設定メニュー /
カウンター】を押します。
コピー、ファクス /ス
キャン、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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3.4 グループの宛先を登録する

グループ宛先の設定を登録できます。

A ファクス /スキャン宛先登録画面で［2 グループ宛先］
を押します。

グループ宛先画面が表示されます。

B ［新規登録］を押します。

新規登録画面が表示されます。

文字の入力のしかたは、「文
字を入力するには」（p. 6-
4）をごらんください。

C ［登録名］を押し、表示されるキーボードで登録名を入
力します。

D ［OK］を押します。

E ［宛先］を押します。

登録可能なグループ数は
100件までです。1つのグ
ループには 500件までの宛
先を登録できます。

ファクス /スキャン宛先登
録画面の表示のしかたは、
「ファクス /スキャン宛先登
録画面を表示させるには」
（p. 3-4）をごらんくださ
い。
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3.4 グループの宛先を登録する
F 宛先の種類を選択し、登録する宛先を選択します。

G ［OK］を押します。

H ［閉じる］を押します。

ひとこと

アイコンは、オプションの
i-Option LK-101/i-Option 
LK-103装着時に操作でき
るイメージパネル機能で使
用します。

I ［アイコン］を押し、アイコンを選択します。
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3.4 グループの宛先を登録する
J ［OK］を 2回押します。

グループ宛先が登録されます。

･ 登録した宛先を確認する
ときは、登録名を選択し
［設定内容］を押します。
･ 登録した宛先の設定変更
をするときは、登録名を
選択し［編集］を押しま
す。
･ 登録した宛先を削除する
ときは、登録名を選択し
［削除］を押します。

ひとこと

･［登録名］、［宛先］を設定
しないと登録を終了する
ことができません。
･ 設定を取り消すときは
［中止］を押します。
･ 設定メニューを終了する
ときは【設定メニュー /
カウンター】を押します。
コピー、ファクス /ス
キャン、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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3.5 E-mail の内容を設定する

E-mail の件名（Subject）と本文の内容を登録できます。

件名
E-mail 件名の内容を 10個まで登録できます。送信時に登録し
た内容から選択できます。

A ファクス /スキャン宛先登録画面で［3 E-mail］を押し
ます。

B ［1件名］を押します。

E-mail 件名画面が表示されます。

C ［新規登録］を押します。

新規登録画面が表示されます。

ファクス /スキャン宛先登
録画面の表示のしかたは、
「ファクス /スキャン宛先登
録画面を表示させるには」
（p. 3-4）をごらんくださ
い。
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3.5 E-mail の内容を設定する
D ［件名］を押し、表示されるキーボードで件名を入力し
ます。

E ［OK］を押します。

E-mail 件名が登録されます。

文字の入力のしかたは、「文
字を入力するには」（p. 6-
4）をごらんください。

ひとこと

入力できる文字数は半角 64
文字（全角 32文字）以内
です。

･ 登録した内容を確認する
ときは、件名を選択し
［設定内容］を押します。
･ 登録した内容を変更する
ときは、件名を選択し
［編集］を押します。
･ 登録した内容を削除する
ときは、件名を選択し
［削除］を押します。
･ 初期値を変更するときは、
件名を選択し［初期値設
定］を押します。

ひとこと

･［件名］を設定しないと登
録を終了することができ
ません。
･ 設定を取り消すときは
［中止］を押します。
･ 設定メニューを終了する
ときは【設定メニュー /
カウンター】を押します。
コピー、ファクス /ス
キャン、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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3.5 E-mail の内容を設定する
本文
E-mail 本文の内容を 10個まで登録できます。送信時に登録し
た内容から選択できます。

A ファクス /スキャン宛先登録画面で［3 E-mail］を押し
ます。

B ［2 本文］を押します。

E-mail 本文画面が表示されます。

C ［新規登録］を押します。

新規登録画面が表示されます。

D ［本文］を押し、表示されるキーボードで本文を入力し
ます。

ファクス /スキャン宛先登
録画面の表示のしかたは、
「ファクス /スキャン宛先登
録画面を表示させるには」
（p. 3-4）をごらんくださ
い。

文字の入力のしかたは、「文
字を入力するには」（p. 6-
4）をごらんください。

ひとこと

入力できる文字数は半角
256文字（全角 128文字）
以内です。
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3.5 E-mail の内容を設定する
E ［OK］を押します。

E-mail 本文が登録されます。

･ 登録した内容を確認する
ときは、本文を選択し
［設定内容］を押します。
･ 登録した内容を変更する
ときは、件名を選択し
［編集］を押します。
･ 登録した内容を削除する
ときは、本文を選択し
［削除］を押します。
･ 初期値を変更するときは、
本文を選択し［初期値設
定］を押します。

ひとこと

･［本文］を設定しないと登
録を終了することができ
ません。
･ 設定を取り消すときは
［中止］を押します。
･ 設定メニューを終了する
ときは【設定メニュー /
カウンター】を押します。
コピー、ファクス /ス
キャン、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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3.6 参照許可設定

参照許可設定とは
ユーザー認証を使用しているときなど、アクセスしているユー
ザーごとに表示される宛先を制限することができます。このた
めに短縮宛先にグループやレベルを設定し、登録した宛先にど
のような制限を設けるのかを設定することができます。

参照許可設定の手順
登録した短縮宛先、グループ宛先、ファクス / スキャンプログ
ラムの宛先レベルの設定を行います。

A 設定を行うレベルのユーザーとしてログインします。

B 【設定メニュー /カウンター】を押します。

C ［宛先 /ボックス登録］を押します。

D ［3 参照許可設定］を押します。

E ［1 宛先レベル設定］を押します。

･ 登録された宛先レベルは
「0」になっています。
･ ログインしたユーザーレ
ベルよりも高いレベルや
グループを設定すること
はできません。
･ 宛先にグループを設定す
る場合は、あらかじめ管
理者設定でグループの登
録が必要です。参照許可
グループについて詳しく
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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3.6 参照許可設定
F 宛先の種類を選択します。
ここでは、短縮宛先を選択した場合を例に説明します。

G レベルまたはグループを設定する宛先を選択します。

H グループを設定する場合は［参照許可グループ設定］、
レベルを設定する場合は［参照許可レベル設定］を押
します。
設定メニューを使う 3-37



3.6 参照許可設定
I グループまたはレベルを選択します。
グループの場合

レベルの場合

J ［OK］を押します。

K ［閉じる］を 2回押します。
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3.7 画面カスタマイズ設定

基本画面表示
ファクス / スキャン画面の初期表示を設定できます。（初期値：
登録宛先から）

A ユーザー設定画面で、［2 画面カスタマイズ設定］を押
します。

B ［2 ファクス /スキャン設定］を押します。

C ［基本画面表示］を押します。

選択できる設定値が表示されます。

D 目的のキーを押します。

E ［OK］を押します。

ユーザー設定画面の表示の
しかたは、「ユーザー設定画
面を表示させるには」
（p. 3-5）をごらんくださ
い。
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3.7 画面カスタマイズ設定
プログラム初期表示
ファクス / スキャンプログラム画面の初期表示を設定できます。
（初期値：PAGE1）

A ユーザー設定画面で、［2 画面カスタマイズ設定］を押
します。

B ［2 ファクス /スキャン設定］を押します。

C ［プログラム初期表示］を押します。

選択できるページの一覧が表示されます。

D ［↑］または［↓］を押し、目的のページのキーを押し
ます。

E ［OK］を押します。

ユーザー設定画面の表示の
しかたは、「ユーザー設定画
面を表示させるには」
（p. 3-5）をごらんくださ
い。
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3.7 画面カスタマイズ設定
アドレス帳初期表示
［登録宛先から］に表示する検索文字の種類を選択します。（初
期値：常用）

A ユーザー設定画面で、［2 画面カスタマイズ設定］を押
します。

B ［2 ファクス /スキャン設定］を押します。

C ［アドレス帳初期表示］を押します。

D 目的のキーを押します。

E ［OK］を押します。

ユーザー設定画面の表示の
しかたは、「ユーザー設定画
面を表示させるには」
（p. 3-5）をごらんくださ
い。
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3.7 画面カスタマイズ設定
ショートカットキー
画面の下にスキャンの読込み設定、原稿設定、通信設定の各種
機能へのショートカットキーを 2個まで登録できます。

A ユーザー設定画面で、［2 画面カスタマイズ設定］を押
します。

B ［2 ファクス /スキャン設定］を押します。

C ［ショートカットキー］を押します。

D ［使用する］を押し、目的のキーを押します。

E ［OK］を押します。

ユーザー設定画面の表示の
しかたは、「ユーザー設定画
面を表示させるには」
（p. 3-5）をごらんくださ
い。

ひとこと

･ ショートカットキーは 2
種類設定できます。オプ
ションのイメージコント
ローラ IC-409 を装着し
ているとき、設定できる
ショートカットキーは 1
種類です。
･ ショートカットキーを消
去するときは［使用しな
い］を押します。
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3.7 画面カスタマイズ設定
「登録宛先から」初期表示
登録宛先の表示方法を検索文字 / 宛先種類から選択します。

A ユーザー設定画面で、［2 画面カスタマイズ設定］を押
します。

B ［2 ファクス /スキャン設定］を押します。

C ［↑］または［↓］を押し、［「登録宛先から」初期表
示］を押します。

選択できる設定値が表示されます。

D 目的のキーを押します。

E ［OK］を押します。

ユーザー設定画面の表示の
しかたは、「ユーザー設定画
面を表示させるには」
（p. 3-5）をごらんくださ
い。
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3.7 画面カスタマイズ設定
検索オプション設定
登録宛先の詳細検索を行うとき、検索オプション画面の表示内
容について設定します。設定できる内容は以下のとおりです。

ユーザー設定画面の表示の
しかたは、「ユーザー設定画
面を表示させるには」
（p. 3-5）をごらんくださ
い。

A ユーザー設定画面で、［2 画面カスタマイズ設定］を押
します。

B ［7 検索オプション設定］を押します。

C 検索オプション画面の内容を設定します。

D ［OK］を押します。

項目 説明

英大文字と
英小文字

英大文字と小文字を検索時に区別する /区別しないを
選択します。

検索オプ
ション画面

詳細検索時に検索オプション画面を表示する /表示し
ないを選択します。「表示する」を選択すると、検索
オプション画面が表示されます。
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3.8 ファクス /スキャン設定

JPEG圧縮方法
画像をフルカラーで保存するときの圧縮方法を設定します。

ユーザー設定画面の表示の
しかたは、「ユーザー設定画
面を表示させるには」
（p. 3-5）をごらんくださ
い。

A ユーザー設定画面で、［4 ファクス / スキャン設定］を
押します。

B ［JPEG圧縮方法］を押します。

ひとこと

設定メニューを終了すると
きは【設定メニュー /カウ
ンター】を押します。コ
ピー、ファクス /スキャン、
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。

C 目的のキーを押します。

項目 説明

［高画質］ データサイズが大きくなりますが、高画質になりま
す。

［標準］（初
期値）

データサイズ、画質ともに「高画質」と「高圧縮」の
中間になります。

［高圧縮］ データサイズが小さくなりますが、低画質になりま
す。
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3.8 ファクス /スキャン設定
白黒 2値圧縮方法
白黒 2値で保存するときの圧縮方法を設定します。

ユーザー設定画面の表示の
しかたは、「ユーザー設定画
面を表示させるには」
（p. 3-5）をごらんくださ
い。

A ユーザー設定画面で、［4 ファクス / スキャン設定］を
押します。

B ［白黒 2値圧縮方法］を押します。

ひとこと

設定メニューを終了すると
きは【設定メニュー /カウ
ンター】を押します。コ
ピー、ファクス /スキャン、
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。

C 目的のキーを押します。

ひとこと

保存したデータをコン
ピューターで開くとき、ア
プリケーションによっては
MMR圧縮のデータを開け
ないことがあります。

項目 説明

［MH］ データサイズが大きくなります。

［MMR］（初
期値）

データサイズが小さくなります。
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3.8 ファクス /スキャン設定
TWAIN 操作ロック時間
プッシュスキャンを除くスキャン操作による装置の操作ロック
自動解除時間を設定します。（初期値：120秒）

A ユーザー設定画面で、［4 ファクス / スキャン設定］を
押します。

B ［TWAIN 操作ロック時間］を押します。

ひとこと

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
の数値を入力しなおしてく
ださい。

C 【C】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。（30～ 300 秒）

ひとこと

設定メニューを終了すると
きは【設定メニュー /カウ
ンター】を押します。コ
ピー、ファクス /スキャン、
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。

D ［OK］を押します。

TWAIN操作ロック時間が設定されます。

ユーザー設定画面の表示の
しかたは、「ユーザー設定画
面を表示させるには」
（p. 3-5）をごらんくださ
い。

ひとこと

･ オプションのイメージコ
ントローラ IC-409 を装
着しているとき、この機
能は使用できません。
･ コンピューターから
KONICA MINOLTA 
TWAINを使用して本機
にアクセスするとパネル
が操作ロックされます。
設定した時間が経過する
と自動解除されます。
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3.8 ファクス /スキャン設定
ファクス /スキャン初期設定
ファクス /スキャン画面の初期設定値（【リセット】を押したと
きの設定値）を設定します。

A ユーザー設定画面で、［4 ファクス / スキャン設定］を
押します。

B ［ファクス / スキャン初期設定］を押します。

C 初期設定値を選択します。

ひとこと

設定メニューを終了すると
きは【設定メニュー /カウ
ンター】を押します。コ
ピー、ファクス /スキャン、
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。

D ［OK］を押します。

ユーザー設定画面の表示の
しかたは、「ユーザー設定画
面を表示させるには」
（p. 3-5）をごらんくださ
い。
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3.8 ファクス /スキャン設定
コンパクトPDF/XPS圧縮方法
コンパクトPDF形式およびコンパクト XPS形式で保存すると
きの圧縮方法を設定します。

ユーザー設定画面の表示の
しかたは、「ユーザー設定画
面を表示させるには」
（p. 3-5）をごらんくださ
い。

A ユーザー設定画面で、［4 ファクス / スキャン設定］を
押します。

B ［↑］または［↓］を押して、2/2 画面を表示させま
す。

C ［コンパクトPDF/XPS圧縮方法］を押します。

D 目的のキーを押します。

項目 説明

［高画質］ データサイズが大きくなりますが、高画質になりま
す。

［標準］（初
期値）

データサイズ、画質ともに「高画質」と「高圧縮」の
中間になります。

［高圧縮］ データサイズが小さくなりますが、低画質になりま
す。

ひとこと

設定メニューを終了すると
きは【設定メニュー /カウ
ンター】を押します。コ
ピー、ファクス /スキャン、
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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3.8 ファクス /スキャン設定
カラー TIFF 形式
TIFF 形式のデータをカラーで保存する場合の圧縮形式を選択し
ます。［TIFF（modified TAG）］を選択して保存したデータを
アプリケーションで開くことができない場合、［TIFF（TTN2）］
（初期値）に変更してください。

ユーザー設定画面の表示の
しかたは、「ユーザー設定画
面を表示させるには」
（p. 3-5）をごらんくださ
い。

A ユーザー設定画面で、［4 ファクス / スキャン設定］を
押します。

B ［↑］または［↓］を押して、2/2 画面を表示させま
す。

C ［カラー TIFF 形式］を押します。

ひとこと

設定メニューを終了すると
きは【設定メニュー /カウ
ンター】を押します。コ
ピー、ファクス /スキャン、
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。

D 目的のキーを押します。
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3.9 送信後設定解除

送信時に設定していた読込み設定などの内容を、送信後に解除
するかどうかを設定します。設定できる内容は以下のとおりで
す。

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. 3-6）
をごらんください。

A 管理者設定画面で［1 環境設定］を押します。

B ［9 リセット設定］を押します。

C ［3 モードリセット］を押します。

D ［次ジョブ］を押します。

E ［送信後設定解除］を押します。

ひとこと

設定メニューを終了すると
きは【設定メニュー /カウ
ンター】を押します。コ
ピー、ファクス /スキャン、
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。

F 目的のキーを押します。

項目 説明

全て解除 すべての設定を解除します。

宛先のみ解除 宛先の設定のみを解除します。

ユーザーに確認 解除するかどうかをパネル上で確認するメッセー
ジが表示されます。
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3.10 ヘッダー /フッター設定

すべてのページに挿入するヘッダー /フッターの設定を行いま
す。ここで設定したヘッダー /フッターは、ファクス / スキャ
ンまたは印刷に使用することができます。

ヘッダー /フッターの登録
設定できる内容は以下のとおりです。

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. 3-6）
をごらんください。

A 管理者設定画面で［1 環境設定］を押します。

B ［次画面→］を押し、［2 スタンプ設定］を押します。

ヘッダー /フッターの登録
を行うと、読込みや印刷の
設定画面で［ヘッダー /
フッター］が選択できるよ
うになります。

項目 説明

登録名 ヘッダー /フッターの登録名称を半角16文字（全角
8文字）以内で設定します。

ヘッダー設定 ヘッダーの挿入を行うかどうかを設定します。挿入
する場合は、文字列、日付 /時刻、その他（部数管
理番号、ジョブ番号、シリアル番号）の設定ができ
ます。

フッター設定 フッターの挿入を行うかどうかを設定します。挿入
する場合は、文字列、日付 /時刻、その他（部数管
理番号、ジョブ番号、シリアル番号）の設定ができ
ます。

印字ページ 挿入するページを全ページ /先頭ページのみ から指
定します。

文字の色 文字の色をブラック /レッド / ブルー / グリーン /イ
エロー /シアン / マゼンタから選択します。

文字サイズ 文字サイズを8pt/10pt/12pt/14pt から選択しま
す。
設定メニューを使う 3-52



3.10 ヘッダー /フッター設定
C ［1 ヘッダー /フッター設定］を押します。

D ［登録］を押します。

E ヘッダー/フッターの登録名称を設定します。［登録名］
を押します。
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3.10 ヘッダー /フッター設定
F 名称を入力し、［OK］を押します。

G ヘッダー /フッターの内容を設定します。［印刷する］
を押すと内容を設定できます。

文字列
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3.10 ヘッダー /フッター設定
日付 /時刻

その他

ひとこと

登録を取り消す場合は、［中
止］を押すとヘッダー /
フッター設定画面に戻りま
す。

H 必要に応じて印字ページ、文字の色、文字サイズの内
容を設定します。
文字の色
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3.10 ヘッダー /フッター設定
文字サイズ

I ［OK］を押します。

ヘッダー /フッターの削除

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. 3-6）
をごらんください。

A 管理者設定画面で［1 環境設定］を押します。

B ［次画面→］を押し、［2 スタンプ設定］を押します。
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3.10 ヘッダー /フッター設定
C ［1 ヘッダー /フッター設定］を押します。

D 削除する項目を選択し、［削除］を押します。

E メッセージを確認し、削除する場合は［はい］を選択
して［OK］を押します。
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3.11 宛先登録リストの印刷

本機に登録した宛先やタイトル、本文の内容をリストとして出
力します。
出力できるリストの種類は以下のとおりです。

短縮宛先リスト
短縮宛先の種類ごとに 100件までの宛先内容を出力します。
出力時に設定する内容は以下のとおりです。

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. 3-6）
をごらんください。

A 管理者設定画面で［3 宛先 / ボックス登録］を押しま
す。

B 宛先 /ボックス登録画面で［3 宛先登録リスト］を押し
ます。

項目 内容

短縮宛先リ
スト

短縮宛先の種類ごとに 100件までの宛先内容を出力
します。

グループ宛
先リスト

20件までのグループ宛先の内容を出力します。

プログラム
宛先リスト

ファクス /スキャンプログラム宛先の番号と宛先の種
類ごとに 50件までの内容を出力します。

件名 /本文
リスト

本機に登録しているE-mail の件名、本文の内容を出
力します。

項目 内容

印刷開始番
号

印刷を開始する番号をテンキーで入力します。

出力件数 出力件数をテンキーで入力します。（入力範囲：1～
100）

リスト出力
宛先種別

リストを出力する宛先の種類を選択します。
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3.11 宛先登録リストの印刷
C ［1 短縮宛先リスト］を押します。

ひとこと

印刷を取り消すときは［中
止］を押します。

D 内容を設定し、［印刷］を押します。

グループ宛先リスト
20 件までのグループ宛先の内容を出力します。
出力時に設定する内容は以下のとおりです。

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. 3-6）
をごらんください。

A 管理者設定画面で「3 宛先 / ボックス登録」を押しま
す。

項目 内容

印刷開始番
号

印刷を開始する番号をテンキーで入力します。

出力件数 出力件数をテンキーで入力します。（入力範囲：1～
20）
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3.11 宛先登録リストの印刷
B 宛先 /ボックス登録画面で［3 宛先登録リスト］を押し
ます。

C ［2 グループ宛先リスト］を押します。

ひとこと

印刷を取り消すときは［中
止］を押します。

D 内容を設定し、［印刷］を押します。
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3.11 宛先登録リストの印刷
プログラム宛先リスト
ファクス /スキャンプログラム宛先の番号と宛先の種類ごとに
50件までの内容を出力します。
出力時に設定する内容は以下のとおりです。

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. 3-6）
をごらんください。

A 管理者設定画面で「3 宛先 / ボックス登録」を押しま
す。

B 宛先 /ボックス登録画面で［3 宛先登録リスト］を押し
ます。

C ［3 プログラム宛先リスト］を押します。

項目 内容

印刷開始番
号

印刷を開始する番号をテンキーで入力します。

出力件数 出力件数をテンキーで入力します。（入力範囲：1～
50）

リスト出力
宛先種別

リストを出力する宛先の種類を短縮番号 /グループ /
直接入力から選択します。「直接入力」を選択した場
合は宛先の種別も選択します。
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3.11 宛先登録リストの印刷
D 内容を設定し、［印刷］を押します。

件名 /本文リスト
本機に登録しているE-mail の件名、本文の内容を出力します。

A 管理者設定画面で「3 宛先 / ボックス登録」を押しま
す。

B 宛先 /ボックス登録画面で［3 宛先登録リスト］を押し
ます。

C ［4 件名 / 本文リスト］を押します。

ひとこと

印刷を取り消すときは［中
止］を押します。

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. 3-6）
をごらんください。
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3.11 宛先登録リストの印刷
D 用紙トレイ、片面 / 両面を選択し、［実行］を押します。
ひとこと

印刷を取り消すときは［中
止］を押します。
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3.12 OpenAPI 設定

本機と通信する機能を持つソフトウェアに対して、インター
フェースを開放するかどうかを設定します。ここでは、
OpenAPI の「アクセス設定」、「ポート番号」、「SSL使用」、
「認証」の設定を変更できます。

アクセス設定
OpenAPI を使用した他のシステムからのアクセスが可能か不
可能かを設定できます。（初期値：可能）

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. 3-6）
をごらんください。

A 管理者設定画面で、［システム連携］を押します。

B システム連携画面で、［1 OpenAPI 設定］を押しま
す。

C OpenAPI 設定画面で、［アクセス設定］を押します。

設定値選択キーが表示されます。

ひとこと

･ PageScope 
Authentication 
Manager で認証する場
合、SSL/TLS の設定を
行ってから TCP Socket
およびOpenAPI の
「SSL使用」をONに設
定してください。
･ TCP Socket の設定につ
いては、「TCP Socket
設定」（p. 4-95）をごら
んください。
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3.12 OpenAPI 設定
D 目的のキーを押します。
OpenAPIを使用したアクセスを可能にする場合は、
［可能］を押します。
OpenAPI を使用したアクセスを不可能にする場合
は、［不可］を押します。

OpenAPI を使用したアクセスの可 / 不可が設定され
ます。

E ［OK］を押します。

ポート番号
OpenAPI を使用した他のシステムがアクセスするポートを設
定します。（初期値：ポート番号／ 50001、ポート番号（SSL）
／ 50003）

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. 3-6）
をごらんください。

A 管理者設定画面で、［システム連携］を押します。

B システム連携画面で、［1 OpenAPI 設定］を押しま
す。

ひとこと

SSL通信時のポート番号を
設定する場合は、あらかじ
めPageScope Web 
Connection から証明書を
インストールしておく必要
があります。詳しくは、
「ユーザーズガイド 
PageScope Web 
Connection 編」をごらん
ください。

C OpenAPI 設定画面で、［ポート番号］を押します。

OpenAPI ポート設定画面が表示されます。
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3.12 OpenAPI 設定
D 【C】を押し数値をクリアしてから、テンキーで数値を
入力します。（入力範囲：1～ 65535）

＜ SSL設定時＞

E ［OK］を押します。

OpenAPI を使用した他のシステムがアクセスする
ポートが設定されます。

ひとこと

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なお
してください。
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3.12 OpenAPI 設定
SSL使用
OpenAPI を使用した他のシステムからのアクセスでSSLで通
信を暗号化するかしないかを設定できます。（初期値：OFF）

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. 3-6）
をごらんください。

A 管理者設定画面で、［システム連携］を押します。

ひとこと

SSL通信時のポート番号を
設定する場合は、あらかじ
めPageScope Web 
Connection から証明書を
インストールしておく必要
があります。詳しくは、
「ユーザーズガイド 
PageScope Web 
Connection 編」をごらん
ください。

B システム連携画面で、［1 OpenAPI 設定］を押しま
す。

C OpenAPI 設定画面で、［SSL使用］を押します。

D 目的のキーを押します。

SSLでの暗号化をする /しないが設定されます。
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3.12 OpenAPI 設定
認証
OpenAPI を使用した他のシステムからのアクセスで認証機能
を使用するかしないかを設定できます。また、使用する場合は、
ログイン名とパスワードを設定できます。（初期値：使用しな
い）

A 管理者設定画面で、［システム連携］を押します。

B システム連携画面で、［1 OpenAPI 設定］を押しま
す。

C OpenAPI 設定画面で、［認証］を押します。

OpenAPI 設定画面が表示されます。

D 「認証」の目的のキーを押します。
［使用する］の場合は、手順 5に進み、ログイン名と
パスワードを設定します。
［使用しない］の場合は、手順 9に進みます。

ひとこと

PageScope 
Authentication Manager
で認証してプリンタードラ
イバーから印刷指示を行う
場合、認証は「使用しない」
に設定してください。

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. 3-6）
をごらんください。
設定メニューを使う 3-68



3.12 OpenAPI 設定
E ［ログイン名］を押します。

文字の入力のしかたは、「文
字を入力するには」（p. 6-
4）をごらんください。

F ログイン名を入力し（半角 8文字まで）、［OK］を押し
ます。

ログイン名が設定されます。

G ［パスワード］を押します。

H パスワードを入力し（半角 8文字まで）、［OK］を押し
ます。

パスワードが設定されます。

I ［OK］を押します。

OpenAPI 使用時の認証機能が設定されます。
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第 4章

第4章 ネットワーク設定
本機をネットワークで使用するための基本的な設定を行います。
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4.1 ネットワーク設定でできること

ネットワーク設定は管理者設定画面で行います。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. 3-6）をごらんください。
ネットワーク設定で設定できる項目は以下のとおりです。

ひとこと

･ ネットワーク設定は、
PageScope Web 
Connection を使用して
設定することもできます。
･ PageScope Web 
Connection でしか設定
できない項目もあるため、
詳しくは、「ユーザーズガ
イド PageScope Web 
Connection 編」をごら
んください。

項目 説明 参照先

TCP/IP 設定 ネットワーク上でのアドレス
やホストの設定を行います。

「TCP/IP 設定」
（p. 4-14）

NetWare 設
定

NetWare を使用したプリン
トなどの設定を行います。

「NetWare 設定」
（p. 4-31）

http サーバー
設定

http サーバーの設定を行い
ます。

「http サーバー設定」
（p. 4-38）

FTP設定 FTP送信を行うための設定
を行います。

「FTP設定」（p. 4-
45）

SMB設定 SMBのクライアント、プリ
ント、WINSの設定を行いま
す。

「SMB設定」（p. 4-
49）

LDAP設定 LDAPサーバーを使用する
場合、接続するサーバーを設
定します。

「LDAP設定」（p. 4-
56）
「LDAPサーバー登
録」（p. 4-57）
「検索デフォルト設
定」（p. 4-64）

E-mail 設定 E-mail の送受信に関する設
定を行います。

「E-mail 送信
（SMTP）」（p. 4-
65）
「E-mail 受信
（POP）」（p. 4-75）
「S/MIME通信設定」
（p. 4-80）

SNMP設定 SNMPの使用に関する設定
を行います。

「SNMP設定」
（p. 4-84）

AppleTalk
設定

AppleTalk の使用に関する
設定を行います。

「AppleTalk 設定」
（p. 4-93）

Bonjour 設定 Bonjour の使用に関する設
定を行います。

「Bonjour 設定」
（p. 4-94）

TCP Socket
設定

TCP Socket の使用に関す
る設定を行います。

「TCP Socket 設定」
（p. 4-95）

WebDAVク
ライアント設
定

WebDAV送信を行う場合の
本機の設定を行います。

「WebDAVクライア
ント設定」（p. 4-
98）

WebDAV
サーバー設定

本機をWebDAVサーバー
として使用する場合の設定を
行います。

「WebDAVサーバー
設定」（p. 4-101）

Webサービ
ス設定

Webサービスを使用するた
めのプリンター、スキャナー
の設定を行います。

「Webサービス設定」
（p. 4-102）
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4.1 ネットワーク設定でできること
詳細設定 その他のネットワーク接続に
関する設定を行います。

「デバイス設定」
（p. 4-105）
「時刻補正設定」
（p. 4-106）
「状態通知設定」
（p. 4-108）
「トータルカウンター
通知設定」（p. 4-
116）
「ping 応答確認」
（p. 4-121）
「SLP設定」（p. 4-
123）
「LPD設定」（p. 4-
124）
「アドレス入力付加設
定」（p. 4-125）
「証明書無効時処理」
（p. 4-129）

項目 説明 参照先
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4.2 外部サーバー認証を行う場合のネットワーク設定

外部サーバーを使用してユーザー認証を行う場合、使用する
サーバーの種類によって複数の設定が必要です。次の手順を参
考にして設定してください。
外部サーバー認証はご利用のネットワーク環境に合わせて設定
します。

SSLがインストールされている場合
SSLがインストールされた状態で外部サーバー認証を設定する
と、TCPSocket の設定が「SSL通信」に切り替わります。外
部サーバー認証の設定が完了したら、必ず本機の電源をOFF/
ONしてください。

Active Directory を使う
設定を行う前に以下の情報を準備してください。

管理者パスワード＜必須＞

本機の IP アドレス＜必須＞

サブネットマスク＜必須＞

デフォルトゲートウェイ

優先DNSサーバーアドレス＜必須＞

代替DNSサーバーアドレス 1

代替DNSサーバーアドレス 2

DNSデフォルトドメイン名

DNSホスト名

Active Directry のデフォルトドメイン名＜必須＞

NTPサーバー（時刻補正）の IPアドレス

認証するユーザーの一覧＜必須＞

･ 外部サーバー認証で
［Active Directory］を
選択した場合、1文字以
上のパスワードを設定し
てください。パスワード
を設定しないと、認証に
失敗します。
･ 外部サーバーのパスワー
ドで「”」と「+」は使用
しないでください。外部
サーバーの動作条件につ
いて詳しくはネットワー
ク管理者に確認してくだ
さい。
･「パスワード規約」をON
に設定している場合、8
文字未満のパスワードを
登録することができませ
ん。パスワード規約につ
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。
･ 外部サーバーは 20個ま
で登録できます。
･ 外部サーバー認証を設定
した場合、ユーザー認証
画面に［サーバー名称］
が表示され、登録された
サーバーの中からサー
バーを選択してログイン
できます。

ひとこと

今後、オペレーティングシ
ステムの仕様が変更された
り、新しいオペレーティン
グシステムがリリースされ
る可能性があります。詳し
くは、オペレーティングシ
ステムの取扱説明書などを
ごらんください。

項目 説明（参考）

［Active
Directory］

Windows 2000 Server、2003 Server のときに設
定します。

［NTLM v1］
［NTLM v2］

Windows NT 4.0 Server のときに設定します。
NTLMv2 は、Windows NT4.0（SP4）から適用さ
れています。

［NDS］ NetWare 5.1、NetWare 6.0 のときに設定します。

［LDAP］ LDAPサーバーを使用するときに設定します。
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4.2 外部サーバー認証を行う場合のネットワーク設定
A 管理者設定画面を表示します。

TCP/IP 設定の手順は
「TCP/IP 設定」（p. 4-14）
をごらんください。

B ［ネットワーク設定］の［TCP/IP 設定］－［IP設定］
で以下の設定を行います。
IPアドレス

サブネットマスク

デフォルトゲートウェイ

ひとこと

Dynamic DNSは必要な場
合だけ「有効」にしてくだ
さい。

C ［ネットワーク設定］の［TCP/IP 設定］－［DNSホス
ト］で以下の設定を行います。
Dynamic DNSを「有効」にする

ホスト名

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. 3-6）
をごらんください。
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4.2 外部サーバー認証を行う場合のネットワーク設定
D ［ネットワーク設定］の［TCP/IP 設定］－［DNSドメ
イン］で以下の設定を行います。
DNSデフォルトドメイン名

ひとこと

DNSサーバーは
ActiveDirectory と連動し
ているDNSサーバーを指
定してください。

E ［ネットワーク設定］の［TCP/IP 設定］－［DNSサー
バー設定］で以下の設定を行います。
優先DNSサーバー

代替DNSサーバー 1

代替DNSサーバー 2
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4.2 外部サーバー認証を行う場合のネットワーク設定
F ［管理者設定］－［ユーザー認証 /部門管理］－［外部
サーバー設定］で以下の設定を行います。
外部サーバーを登録する

サーバー名称を設定する

サーバータイプを「Active Directory」に設定す
る

デフォルトドメイン名を設定する

G ［管理者設定］－［ユーザー認証 /部門管理］－［認証
方式］で以下の設定を行います。
ユーザー認証を「外部サーバー認証」に設定する ユーザー認証 /部門管理の

手順については、「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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4.2 外部サーバー認証を行う場合のネットワーク設定
H ［管理者設定］－［1 環境設定］－［3 日時設定］で以
下の設定を行います。
現在の時刻とタイムゾーンを設定する

NTLM v1/NTLM v2 を使う
設定を行う前に以下の情報を準備してください。

管理者パスワード＜必須＞

デフォルトドメイン名＜必須＞

認証するユーザーの一覧＜必須＞

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. 3-6）
をごらんください。

A 管理者設定画面を表示します。

日時設定の手順については、
「ユーザーズガイド コピー
機能編」をごらんください。

ひとこと

･ NTPサーバー（時刻補
正）の設定を行うとネッ
トワークを通じて本機に
正確な時刻を設定できま
す。詳しくは、「時刻補正
設定」（p. 4-106）をご
らんください。
･ 設定を中止する場合は、
［しおり表示］のメニュー
名を押すと入力した内容
を反映せずに戻ることが
できます。

･ 外部サーバーのパスワー
ドで「”」と「+」は使用
しないでください。外部
サーバーの動作条件につ
いて詳しくはネットワー
ク管理者に確認してくだ
さい。
･「パスワード規約」がON
に設定している場合、8
文字未満のパスワードを
登録することができませ
ん。パスワード規約につ
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。

ひとこと

NTLM v2 は、
WindowsNT4.0（SP4）
から適用されています。
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4.2 外部サーバー認証を行う場合のネットワーク設定
B ［管理者設定］－［ユーザー認証 /部門管理］－［外部
サーバー登録］で以下の設定を行います。
外部サーバーを登録する

サーバー名称を設定する

サーバータイプを「NTLM v1」または「NTLM 
v2」に設定する

デフォルトドメイン名を設定する

C ［管理者設定］－［ユーザー認証 /部門管理］－［認証
方式］で以下の設定を行います。
ユーザー認証を「外部サーバー認証」に設定する

ひとこと

デフォルトドメイン名は大
文字で入力します。

ユーザー認証 /部門管理の
手順については、「ユーザー
ズガイド コピー機能編」を
ごらんください。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。
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4.2 外部サーバー認証を行う場合のネットワーク設定
Novell NDSを使う
設定を行う前に以下の情報を準備してください。使用する
Novell NDS Netware Server の ver.4.0 以降で設定できま
す。

管理者パスワード＜必須＞

デフォルトNDSツリー名＜必須＞

デフォルトNDSコンテキスト名＜必須＞

認証するユーザーの一覧＜必須＞

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. 3-6）
をごらんください。

A 管理者設定画面を表示します。

B ［管理者設定］－［ユーザー認証 /部門管理］－［外部
サーバー登録］で以下の設定を行います。
外部サーバーを登録する

サーバー名称を設定する

サーバータイプを「NDS」に設定する

･ 外部サーバーのパスワー
ドで「”」と「+」は使用
しないでください。外部
サーバーの動作条件につ
いて詳しくはネットワー
ク管理者に確認してくだ
さい。
･「パスワード規約」がON
に設定している場合、8
文字未満のパスワードを
登録することができませ
ん。パスワード規約につ
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。
･ NDSが使用できるのは、
プロトコルとして IPXを
使用しているときだけで
す。IPのときは使用でき
ません。
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4.2 外部サーバー認証を行う場合のネットワーク設定
NDSサーバーのツリー名とコンテキスト名を設定
する

C ［管理者設定］－［ユーザー認証 /部門管理］－［認証
方式］で以下の設定を行います。
ユーザー認証を「外部サーバー認証」に設定する ユーザー認証 /部門管理の

手順については、「ユーザー
ズガイド コピー機能編」を
ごらんください。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。
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4.2 外部サーバー認証を行う場合のネットワーク設定
LDAPを使う
設定を行う前に以下の情報を準備してください。

管理者パスワード＜必須＞

LDAPサーバーアドレス＜必須＞

検索ベース情報＜必須＞

ポート番号＜必須＞

タイムアウト時間＜必須＞

認証形式＜必須＞

ログイン属性＜必須＞

認証するユーザーの一覧＜必須＞

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. 3-6）
をごらんください。

A 管理者設定画面を表示します。

B ［管理者設定］－［ユーザー認証 /部門管理］－［外部
サーバー登録］で以下の設定を行います。
外部サーバーを登録する

サーバー名称を設定する

サーバータイプを「LDAP」に設定する
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4.2 外部サーバー認証を行う場合のネットワーク設定
LDAPサーバーの詳細を設定する

C ［管理者設定］－［ユーザー認証 /部門管理］－［認証
方式］で以下の設定を行います。
ユーザー認証を「外部サーバー認証」に設定する ユーザー認証 /部門管理の

手順については、「ユーザー
ズガイド コピー機能編」を
ごらんください。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。
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4.3 TCP/IP 設定

TCP/IP のネットワーク環境で本機を使用するための設定がで
きます。

原則

･ 「DHCP設定」の［使用する］を選択しているときには、［IPアド
レス］、［サブネットマスク］、［デフォルトゲートウェイ］は選択で
きません。

･ DHCPサーバーを使用する場合は、DHCPサーバーから自動的に
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り
当てられるため、手動で割り当てる必要はありません。ただし、以
下の点に注意してください。

･ ネットワーク管理者に、DHCPサーバーが存在していることを確
認してください。DHCPサーバー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サーバーを使用して IPアドレス等が割り当てられた場合、
IPアドレス等が自動で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本機を指定で
きなくなる可能性があります。“DHCP設定”の［使用する］を選
択した場合は、DHCPサーバー側の設定で、本機に割り当てる IP
アドレスを固定にすることをおすすめします。

･ 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. 3-6）をごらんください。

TCP/IP 画面を表示させる

A 管理者設定画面で、［5 ネットワーク設定］を押しま
す。

B ネットワーク設定画面で、［1 TCP/IP 設定］を押しま
す。

･ 全てのネットワーク設定
の変更を有効にするには、
本機の主電源を入れなお
してください。
･ 主電源スイッチをオフ /
オンする場合は、主電源
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。

ひとこと

設定メニューを終了すると
きは、【設定メニュー /カウ
ンター】または【リセット】
を押します。
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4.3 TCP/IP 設定
C ［使用する］を押します。

TCP/IP 設定の各項目が表示されます。

IP 設定
本機の IPアドレスの確定方法や、直接の入力を行います。設定
できる項目は以下のとおりです。

A TCP/IP 設定画面で［IP設定］を押します。

B 項目を設定します。

項目 説明

IP確定方法 固定の IPアドレスを直接入力する（直接設定）か、
自動的に IPアドレスを取得する（自動取得）かどう
かを選択します。

IP アドレス ［直接設定］を選択したときに本機の IPアドレスを
設定します。テンキーでアドレスを入力します。

サブネットマ
スク

［直接設定］を選択したときに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。テンキーでアド
レスを入力します。

デフォルト
ゲートウェイ

［直接設定］を選択したときに接続するネットワーク
のデフォルトゲートウェイを設定します。

･ アドレスはテンキーで入
力します。
･ 入力したアドレスをすべ
て取り消す場合は【C】
を押します。
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4.3 TCP/IP 設定
「IP 確定方法」で［自動取得］を押したときは自動
取得の手段を設定し、［OK］を押します。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。

C ［OK］を押します。

DNSホスト
ダイナミックDNSの設定を行います。設定できる項目は以下
のとおりです。

A TCP/IP 設定画面で［DNSホスト］を押します。

B 項目を設定します。

項目 説明

Dynamic 
DNS設定

使用しているDNSサーバーがDynamic DNS機能
に対応している場合、ダイナミックDNSを有効にす
るかどうかを設定します。

ホスト名 操作パネルのキーボードで本機のホスト名を入力しま
す。（半角 254文字以内）
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4.3 TCP/IP 設定
ホスト名を入力するときは、［DNSホスト名］を押
し、操作パネルのキーボードでDNSホスト名を入
力します。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。

C ［OK］を押します。

DNSドメイン
DNSドメイン名を設定します。設定できる項目は以下のとおり
です。

A TCP/IP 設定画面で［DNSドメイン］を押します。

入力したDNSホスト名を
すべて取り消す場合は【C】
を押します。

ひとこと

ホスト名とドメイン名の文
字数の合計は 254文字以内
になるよう入力してくださ
い。

項目 説明

DNSドメイン
名自動取得

DNSドメイン名の自動取得を行うかどうかを選択
します。

DNSデフォル
トドメイン名

DNSデフォルトドメイン名を入力します。操作パ
ネルのキーボードでドメイン名を入力します。（半
角 253文字以内）

DNS検索ドメ
イン名1～ 3

DNS検索ドメイン名を入力します。操作パネルの
キーボードでドメイン名を入力します。（半角 253
文字以内）
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4.3 TCP/IP 設定
B 項目を設定します。

DNSドメイン名を入力するときは、ドメイン名を
選択し、操作パネルのキーボードでドメイン名を入
力します。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。

C ［OK］を押します。

DNSサーバー設定
DNSサーバー名を設定します。設定できる項目は以下のとおり
です。

入力したドメイン名をすべ
て取り消す場合は【C】を
押します。

ひとこと

DNSサーバーのアドレス
入力は、IPv4 または IPv6
を選択できます。

Active Directory を
LDAPサーバーとして指定
し、認証方式で「GSS-
SPNEGO」を選択する場
合は、本機のDNSサー
バー設定でActive 
Directory と連携している
DNSサーバーを指定しま
す。また、本機の日時も設
定してください。

項目 説明

DNSサー
バー自動取得

DNSサーバーの自動取得を行うかどうかを選択しま
す。

優先DNS
サーバー

優先DNSサーバーのアドレスを設定します。テン
キーでアドレスを入力します。

代替DNS
サーバー 1

代替DNSサーバーのアドレスを設定します。テン
キーでアドレスを入力します。

代替DNS
サーバー 2

代替DNSサーバーのアドレスを設定します。テン
キーでアドレスを入力します。
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4.3 TCP/IP 設定
A TCP/IP 設定画面で［DNSサーバー］を押します。

B 項目を設定します。

C サーバーアドレスを入力するときは、サーバーを選択
しアドレスを入力します。
IPv4 のとき

IPv6 のとき

･ アドレスはテンキーで入
力します。
･ 入力した数値を修正する
場合は、［←］、［→］で修
正する文字のエリアに
カーソルを合わせ、［削
除］を押し、数字を入力
します。
･ 入力したアドレスをすべ
て取り消す場合は【C】
を押します。
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4.3 TCP/IP 設定
D ［OK］を押します。

RAWポート番号
プリンターで使用するRAWポート番号を設定します。プリン
ターでポートを複数指定することで、同時に複数のデータを受
け付けることができます。

A TCP/IP 設定画面で［RAWポート番号］を押します。

B 目的のポートキーを押します。

ひとこと

設定可能範囲を越える数値
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なお
してください。

C 選択したポートを使用する場合は、【C】を押し数値を
クリアしてから、テンキーでRAWポート番号を入力
します（入力範囲：1～ 65535）。
ポートを使用しない場合は［使用しない］を押しま
す。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。

ひとこと

･ RAWポート使用時は、
「スプール設定」を「す
る」にしてください。「し
ない」に設定した場合、
タイムアウトが発生する
場合があります。
･ スプール設定について詳
しくは、「ユーザーズガイ
ド プリンター機能編」を
ごらんください。
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4.3 TCP/IP 設定
D ［OK］を押します。

RAWポートの使用とRAWポート番号が設定されま
す。

IP 許可設定
IP アドレスを指定した数値の範囲で受け付けるように設定でき
ます。

A TCP/IP 設定画面で［IP許可設定］を押します。

B 許可設定を行う場合は［有効］を押します。

許可する IP アドレスの範囲を設定できるようになりま
す。

C 範囲を選択して、アドレスを入力します。

D ［OK］を 2回押します。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。

ひとこと

･ 範囲の指定に「0.0.0.0」
を含むことはできません。
例えば、192.168.1.20
より前のアドレスを対象
にしたいときは
「0.0.0.1」から
「192.168.1.20」を指定
します。
･ 許可する範囲は 5つまで
指定できます。

･ アドレスはテンキーで入
力します。
･ 入力した数値を修正する
場合は、［←］、［→］で修
正する文字のエリアに
カーソルを合わせ、［削
除］を押し、数字を入力
します。
･ 入力したアドレスをすべ
て取り消す場合は【C】
を押します。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。
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4.3 TCP/IP 設定
IP 拒否設定
IP アドレスを指定した数値の範囲で拒否するように設定できま
す。

A TCP/IP 設定画面で［IP拒否設定］を押します。

B 拒否設定を行う場合は［有効］を押します。

拒否する IP アドレスの範囲を設定できるようになりま
す。

C 範囲を選択して、アドレスを入力します。

D ［OK］を 2回押します。

ひとこと

･ 範囲の指定に「0.0.0.0」
を含むことはできません。
例えば、192.168.1.20
より前のアドレスを対象
にしたいときは
「0.0.0.1」から
「192.168.1.20」を指定
します。
･ 拒否する範囲は 5つまで
指定できます。

･ アドレスはテンキーで入
力します。
･ 入力した数値を修正する
場合は、［←］、［→］で修
正する文字のエリアに
カーソルを合わせ、［削
除］を押し、数字を入力
します。
･ 入力したアドレスをすべ
て取り消す場合は【C】
を押します。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。
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4.3 TCP/IP 設定
IPv6 設定
IPv6 アドレス使用時の設定を行います。設定できる項目は以下
のとおりです。

本機を IPv6 環境で使用する場合、以下の制限があります。
SMBで印刷できません（ダイレクトホスティングサービ
スの場合は可能）。
SMBでスキャンデータを送信できません（ダイレクトホ
スティングサービスの場合は可能）。
SMBブラウジングができません。

PageScope NDPS Gateway を使用できません。

DHCPv6 を使用できません。

IPフィルタリングができません。

プリンタードライバーのインストーラーを使用できませ
ん。
PageScope Web Connection を Flash で表示できま
せん。

A TCP/IP 設定画面で［IPv6 設定］を押します。

B 設定する場合は［使用する］を押します。

項目 説明

IPv6自動設定 IPv6 形式のアドレスを自動取得する場合に
［使用する］を選択します。

グローバルアドレス ［IPv6 自動設定］で［使用しない］を選択し
たときに設定します。取得するグローバルア
ドレスとプレフィックスレングス（入力範囲：
1～ 128）を設定します。

ゲートウェイアドレ
ス

［IPv6 自動設定］で［使用しない］を選択し
たときに設定します。
ゲートウェイアドレスを設定します。

リンクローカルアド
レス

MACアドレスから算出されたリンクローカル
アドレスが表示されます。
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4.3 TCP/IP 設定
C IPv6 アドレスの詳細を設定します。

［プレフィックスレングス］入力時

D ［OK］を 2回押します。

IKE 設定（IPsec 設定）
IPsec 通信時に使用する IKE プロトコルに関する設定を行いま
す。設定できる項目は以下のとおりです。

･ アドレスはテンキーおよ
びタッチパネルのキー
ボードで入力します。
･ 入力した数値を修正する
場合は、［←］、［→］で修
正する文字のエリアに
カーソルを合わせ、［削
除］を押し、数字を入力
します。
･ 入力したアドレスをすべ
て取り消す場合は【C】
を押します。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。

IPsec 通信を行う場合の暗
号化アルゴリズムと認証ア
ルゴリズムの組み合わせは、
4つのグループに保存する
ことができます。

項目 説明

暗号化アルゴリズム 制御用トンネルを作るときに使用する暗号化
アルゴリズムを選択します。

認証アルゴリズム 制御用トンネルを作るときに使用する認証ア
ルゴリズムを選択します。

鍵有効時間 制御用トンネルを作るときに生成される鍵の
有効時間を設定します。

Diffie-Hellman 
Group

Diffie-Hellmanグループを選択します。
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4.3 TCP/IP 設定
原則

IPsec設定を有効にするには、「IKE設定」「IPsec SA設定」「通信相
手先」のすべてを設定する必要があります。

A TCP/IP 設定画面で［IPsec 設定］を押します。

B 設定を行う場合は［使用する］を押し、［IKE 設定］を
押します。

IKE 設定画面（1/2）が表示されます。

C アルゴリズムの組み合わせを登録するグループを選択
し、アルゴリズムを設定します。

D ［次画面→］を押します。

IKE 設定画面（2/2）が表示されます。
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4.3 TCP/IP 設定
E 項目を設定します。
「鍵有効時間」を変更するときは、【C】を押し、テ
ンキーで数値を入力します。
「Diffie-Hellman Group」はグループを選択しま
す。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。

F ［OK］を押します。

IPsec 設定画面に戻ります。

IPsec SA設定（IPsec 設定）
IPsec 通信のセキュリティープロトコル、アルゴリズムの組み
合わせを 8グループまで登録できます。設定できる項目は以下
のとおりです。

原則

IPsec設定を有効にするには、「IKE設定」「IPsec SA設定」「通信相
手先」のすべてを設定する必要があります。

項目 説明

確立後の破棄
時間

通信用トンネルを作る際に生成される鍵の有効時間
を設定します。

セキュリ
ティープロト
コル

セキュリティープロトコルを選択します。

ESP暗号化
アルゴリズム

セキュリティープロトコルで「ESP」を選択した場
合は、ESP暗号化アルゴリズムを設定します。

ESP認証ア
ルゴリズム

セキュリティープロトコルで「ESP」を選択した場
合は、ESP認証アルゴリズムを設定します。

AH認証アル
ゴリズム

セキュリティープロトコルで「AH」を選択した場合
は、AH認証アルゴリズムを設定します。
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4.3 TCP/IP 設定
A TCP/IP 設定画面で［IPsec 設定］を押します。

B 設定を行う場合は［使用する］を押し、［IPsec SA設
定］を押します。

IPsec SA設定画面が表示されます。

C アルゴリズムの組み合わせを登録するグループを選択
します。

グループの設定画面が表示されます。

D アルゴリズムを設定します。
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4.3 TCP/IP 設定
E ［OK］を押します。

グループが登録され、IPsec SA設定画面に戻ります。

F 確立後の破棄時間を設定します。
変更するときは、【C】を押し、テンキーで数値を
入力します。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。

G ［OK］を押します。

IPsec 設定画面に戻ります。
ネットワーク設定 4-28



4.3 TCP/IP 設定
通信相手先（IPsec 設定）
通信相手先別に暗号化に関する設定を行います。通信相手先は
10台まで登録できます。設定できる項目は以下のとおりです。

原則

IPsec設定を有効にするには、「IKE設定」「IPsec SA設定」「通信相
手先」のすべてを設定する必要があります。

A TCP/IP 設定画面で［IPsec 設定］を押します。

B 設定を行う場合は［使用する］を押し、［通信相手先］
を押します。

通信相手先画面が表示されます。

項目 説明

カプセル化モード IPsec の動作モードを設定します。

IP アドレス 相手先の IPアドレスを設定します。

Pre-Shared Key
文字列

通信相手先と共有するPre-Shared Key 文字
列を設定します。

Perfect Forward 
Secrecy

IKE の強度を上げたい場合は、「使用する」を選
択します。
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4.3 TCP/IP 設定
C 登録するグループを選択します。

グループの設定画面が表示されます。

D 項目を設定します。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。

E ［OK］を 2回押します。

IPsec 設定画面に戻ります。
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4.4 NetWare 設定

NetWare のネットワーク環境で本機を使用するための設定が
できます。

IPX 設定
IPX を使用するかしないかを設定します。設定できる項目は以
下のとおりです。

A 管理者設定画面で、［5 ネットワーク設定］を押しま
す。

B ネットワーク設定画面で、［2 NetWare 設定］を押し
ます。

NetWare 設定画面が表示されます。

C ［1 IPX 設定］を押します。

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. 3-6）
をごらんください。

項目 説明

イーサネットフレーム
タイプ

通信に利用されるフレームタイプを設定し
ます。
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4.4 NetWare 設定
D IPX 設定を使用する場合は［使用する］を押し、項目
を設定します。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。

E ［閉じる］を 2回押します。

NetWare プリント設定
NetWare プリントの設定とステータスの確認を行います。設
定できる項目は以下のとおりです。

NetWare プリントモードで［PServer］を選択したときは、
以下の項目を設定します。

ひとこと

数値を変更するときは、
【C】を押し、テンキーで数
値を入力します。

項目 説明

NetWare プ
リントモード

使用するプリントモードをPServer または
Nprinter/Rprinter から選択します。

ステータス NetWare ステータスを確認できます。

ひとこと

プリントサーバー名は 10
文字以下で設定することを
おすすめします。

項目 説明

プリントサー
バー名

プリントサーバー名を設定します。操作パネルの
キーボードでサーバー名を入力します。（半角63文
字以内）

プリントサー
バーパスワー
ド

プリントサーバーがファイルサーバーにログインす
るときに必要なパスワードを設定します。操作パネ
ルのキーボードで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

プリントキューを検索する間隔を設定します。（入
力範囲：1～ 65535）

NDS/
Bindery 設定

バインダリー無効の場合はNDSのみとなり、有効
の場合はNDSとバインダリーの両方が有効になり
ます。

ファイルサー
バー名

プリントサーバーがログインするファイルサーバー
名を設定します。操作パネルのキーボードでサー
バー名を入力します。（半角47文字以内）
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4.4 NetWare 設定
NetWare プリントモードで［Nprinter/Rprinter］を選択した
ときは、以下の項目を設定します。

A 管理者設定画面で、［5 ネットワーク設定］を押しま
す。

B ネットワーク設定画面で、［2 NetWare 設定］を押し
ます。

NetWare 設定画面が表示されます。

C ［2 NetWare プリント設定］を押します。

NDSコンテキ
スト名

NDSコンテキスト名を設定します。操作パネルの
キーボードでNDSコンテキスト名を入力します。
（半角191文字以内）

NDSツリー名 NDSツリー名を設定します。操作パネルのキー
ボードでNDSツリー名を入力します。（半角63文
字以内）

項目 説明

プリントサー
バー名

プリントサーバー名を設定します。操作パネルの
キーボードでプリンター名を入力します。（半角63
文字以内）

プリンター番
号

プリンター番号を設定します。自動的に取得する場
合は［自動］を選択します。（入力範囲：1～ 254）

項目 説明
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4.4 NetWare 設定
D NetWare プリントモードを選択し、項目を設定しま
す。

［PServer］を選択したときは、項目を設定し
［OK］を押します。 ひとこと

入力画面を切り替えるとき
は、［←前画面］または［次
画面→］を押します。
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4.4 NetWare 設定
［Nprinter/Rprinter］を選択したときは、項目を設
定し［OK］を押します。

E ステータスを確認する場合は［ステータス］を押しま
す。

F ［↑］または［↓］を押して、確認するサーバーを選択
してステータスを確認します。

G ［閉じる］を押します。

H ［OK］を押します。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。

I ［閉じる］を押します。
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4.4 NetWare 設定
ユーザー認証設定（NDS）
設定できる項目は以下のとおりです。

A 管理者設定画面で、［5 ネットワーク設定］を押しま
す。

B ネットワーク設定画面で、［2 NetWare 設定］を押し
ます。

NetWare 設定画面が表示されます。

C ［3 ユーザー認証設定（NDS）］を押します。

D 項目を設定します。

ひとこと

ユーザー認証設定（NDS）
では over IPX のみに対応
しています。over IP には
対応していません。

項目 説明

ユーザー認証
設定（NDS）

ユーザー認証で「外部サーバー認証」を選択したと
き、NDS認証を許可するかどうかを設定します。
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4.4 NetWare 設定
E ［閉じる］を 2回押します。
ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。
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4.5 http サーバー設定

本体の http サーバーおよびPageScope Web Connection、
プリンターで使用する IPPの設定を行います。設定できる項目
は以下のとおりです。

http サーバー設定（1/4）画面

http サーバー設定（2/4）画面

http サーバー設定（3/4）画面

http サーバー設定（4/4）画面

ひとこと

［使用しない］を選択する
と、http サーバー用のポー
ト（80）を閉じるため、
IPPプリント機能が使用で
きなくなります。

項目 説明

http サーバー設
定

http サーバー設定を使用するかしないかを選択し
ます。

項目 説明

IPP設定 IPPによるプリント機能を有効にするかしないか
を設定します。

IPPジョブ許可 IPPジョブを許可するかしないかを設定します。

オペレーション
サポート情報

オペレーションサポート情報を設定します。詳し
くは、「オペレーションサポート情報」（p. 4-41）
をごらんください。

プリンター関連
情報

プリンター関連情報を設定します。詳しくは、
「プリンター関連情報」（p. 4-42）をごらんくだ
さい。

項目 説明

IPP認証設定 IPP認証を行うか行わないかを選択します。

認証方式 IPP認証を行う場合、認証方式を選択します。

項目 説明

ユーザー名 IPP認証を行う場合に認証に、操作パネルのキー
ボードから必要な各項目を設定します。パスワード

realm
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4.5 http サーバー設定
A 管理者設定画面で、［5 ネットワーク設定］を押しま
す。

B ネットワーク設定画面で、［3 http サーバー設定］を押
します。

http サーバー設定（1/4）画面が表示されます。

C 項目を設定します。

D ［次画面→］を押します。

http サーバー設定（2/4）画面が表示されます。

E 項目を設定します。

F ［次画面→］を押します。

http サーバー設定（3/4）画面が表示されます。

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. 3-6）
をごらんください。
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4.5 http サーバー設定
G 項目を設定します。

H ［次画面→］を押します。

http サーバー設定（4/4）画面が表示されます。

I 項目を設定します。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。

J ［OK］を押します。

http サーバーの詳細が設定されます。
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4.5 http サーバー設定
オペレーションサポート情報
IPP 通信でそれぞれの機能をサポートしているかどうかの応答
をします。
OFF：未サポートとして応答します。
ON： 通信に応答します。キャンセルジョブ、ジョブ取得、

ジョブ属性取得には応答しません。

A http サーバー設定画面（2/4）で、［オペレーションサ
ポート情報］を押します。

オペレーションサポート情報画面が表示されます。

B それぞれの項目の［ON］または［OFF］を押します。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。

C ［OK］を押します。

オペレーションサポート情報が設定されます。
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4.5 http サーバー設定
プリンター関連情報
プリンター関連情報を設定できます。

A http サーバー設定画面（2/4）で、［プリンター関連情
報］を押します。

プリンター関連情報画面が表示されます。

B ［プリンター名］を押します。

プリンター名画面が表示されます。

C プリンター名を入力します（半角 127文字以内）。

D ［OK］を押します。

プリンター名が設定され、プリンター関連情報画面に
もどります。

E ［プリンター設置場所］を押します。

プリンター設置場所画面が表示されます。

文字の入力のしかたは、「文
字を入力するには」（p. 6-
4）をごらんください。
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4.5 http サーバー設定
F プリンター設置場所を入力します（半角 127文字以
内）。

G ［OK］を押します。

プリンター設置場所が設定され、プリンター関連情報
画面にもどります。

H ［プリンター情報］を押します。

プリンター情報画面が表示されます。

I プリンター情報を入力します（半角 127文字以内）。

J ［OK］を押します。

プリンター情報が設定され、プリンター関連情報画面
にもどります。

K プリンターのURI を確認するときは、［プリンター
URI］を押します。

プリンターURI 画面が表示されます。
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4.5 http サーバー設定
L プリンターURI を確認、［閉じる］を押します。

プリンター関連情報画面にもどります。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。

M ［閉じる］を押します。
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4.6 FTP設定

FTP サーバーを利用した通信に関する設定を行います。

FTP送信設定
FTP へスキャンデータを送信するための設定ができます。設定
できる項目は以下のとおりです。

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. 3-6）
をごらんください。

A 管理者設定画面で、［5 ネットワーク設定］を押しま
す。

B ネットワーク設定画面で、［4 FTP設定］を押します。

C ［1 FTP送信設定］を押します。

FTP送信設定（1/2）画面が表示されます。

項目 説明

プロキシ
サーバーア
ドレス

プロキシサーバーのアドレスを設定します。ホスト名
/IPv4/IPv6 のいずれかの形式でアドレスを入力しま
す。

プロキシ
サーバー
ポート番号

プロキシサーバーのポート番号を設定します。変更す
るときは、【C】を押し、テンキーで数値を入力しま
す。（入力範囲：1～ 65535）

ポート番号 FTPサーバーと通信するときに使用するポート番号を
設定します。変更するときは、【C】を押し、テン
キーで数値を入力します。（入力範囲：1～ 65535）

接続タイム
アウト

FTPサーバーへデータをアップロードしているときに
送信が滞った場合は、一定時間が経過するとアップ
ロードが自動で中止されます。送信が滞った時点から
アップロードが中止されるまでの時間を設定します。
変更するときは、【C】を押し、テンキーで数値を入
力します。（入力範囲：5～ 300秒）
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4.6 FTP 設定
D FTPを使用する場合は［使用する］を押し、項目を設
定します。

プロキシサーバーアドレスを設定する場合は、［ホ
ストアドレス］を押してアドレスを入力します。

E ［次画面→］を押します。

FTP送信設定（2/2）画面が表示されます。

F 項目を設定します。

G ［OK］を押します。
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4.6 FTP 設定
H ［閉じる］を押します。

FTP送信の詳細が設定されます。

FTPサーバー設定
FTP サーバーとして使用するかしないかを設定します。

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. 3-6）
をごらんください。

A 管理者設定画面で、［5 ネットワーク設定］を押しま
す。

B ネットワーク設定画面で、［4 FTP設定］を押します。

C ［2 FTPサーバー設定］を押します。

FTPサーバー設定画面が表示されます。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。

本機の FTPクライアントと
して、本機と連携するアプ
リケーションソフトを使用
する場合に「使用する」を
選択する必要があります。
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4.6 FTP 設定
D FTPサーバーを使用する場合は［使用する］を押しま
す。

E ［OK］を押します。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。

F ［閉じる］を押します。

FTP送信の詳細が設定されます。
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4.7 SMB設定

ネットワークを通じてプリンター共有やファイル送信をするた
めの設定ができます。

クライアント設定
クライアント側でSMB送信を使用するかしないかを設定しま
す。設定できる項目は以下のとおりです。

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. 3-6）
をごらんください。

A 管理者設定画面で、［5 ネットワーク設定］を押しま
す。

B ネットワーク設定画面で、［5 SMB設定］を押します。

C ［1 クライアント設定］を押します。

クライアント設定画面が表示されます。

項目 説明

ユーザー認
証（NTLM）

NTLMによるユーザー認証を使用するかしないかを選
択します。

NTLM設定 使用するNTLMのバージョンを選択します。
OSがWindows 98SEまたはWindows Meのコン
ピューターがネットワーク上にある場合は、［v1/v2］
または［v1］を選択します。
Samba サービスが稼動しているサーバーがネット
ワーク上にある場合は、［v1］を選択します。
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4.7 SMB設定
D SMBを使用する場合は［使用する］を押し、項目を設
定します。

E ［OK］を押します。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。

F ［閉じる］を押します。

プリント設定
プリンターモードでSMBポートを使用するかしないかを設定
します。設定できる項目は以下のとおりです。

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. 3-6）
をごらんください。

A 管理者設定画面で、［5 ネットワーク設定］を押しま
す。

B ネットワーク設定画面で、［5 SMB設定］を押します。

項目 説明

NetBIOS名 NetBIOS名を大文字で設定します。操作パネルの
キーボードでNetBIOS名を入力します。（半角15
文字以内）

プリント
サービス名

プリントサービス名を大文字で設定します。操作パネ
ルのキーボードでプリントサービス名を入力します。
（半角12文字以内）

ワークグ
ループ

ワークグループを大文字で設定します。操作パネルの
キーボードでワークグループを入力します。（半角 15
文字以内）
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4.7 SMB設定
C ［2 プリント設定］を押します。

プリント設定画面が表示されます。

D SMBポートを使用する場合は［使用する］を押し、項
目を設定します。

E ［OK］を押します。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。

F ［閉じる］を押します。
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4.7 SMB設定
WINS設定
WINSサーバーを使用する場合、サーバーのアドレスなどを設
定します。設定できる項目は以下のとおりです。

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. 3-6）
をごらんください。

A 管理者設定画面で、［5 ネットワーク設定］を押しま
す。

B ネットワーク設定画面で、［5 SMB設定］を押します。

C ［3 WINS設定］を押します。

WINS設定（1/2）画面が表示されます。

D WINSサーバーを使用する場合は［使用する］を押し、
項目を設定します。

ひとこと

ルータ経由でSMBスキャ
ン（ホスト名指定）を行う
場合、SMB送信設定と合
わせてWINSも設定してく
ださい。

項目 説明

自動取得設定 DHCPサーバーからWINSサーバーの IPアド
レスを自動取得する（有効）かしない（無効）
かを選択します。

WINSサーバーア
ドレス1～ 2

WINSサーバーの IPアドレスを入力します。テ
ンキーでアドレスを入力します。

ノードタイプ設定 名前解決の方法を設定します。
［Bノード］：ブロードキャストで問い合わせる
［Pノード］： WINSサーバーに問い合わせる
［Mノード］：ブロードキャスト、WINSサー

バーの順に問い合わせる
［Hノード］：WINSサーバー、ブロードキャス

トの順に問い合わせる
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4.7 SMB設定
E ［次画面→］を押します。

WINS設定（2/2）画面が表示されます。

F 項目を設定します。

G ［OK］を押します。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。

H ［閉じる］を押します。
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4.7 SMB設定
Direct Hosting 設定
本機はダイレクトホスティングサービスに対応しています。
IPv6 環境で送信先のコンピューターをコンピューター名で指定
するには、「使用する」を選択します。

A 管理者設定画面で、［5 ネットワーク設定］を押しま
す。

B ネットワーク設定画面で、［5 SMB設定］を押します。

C ［4 Direct Hosting 設定］を押します。

D ダイレクトホスティングサービスを使用する場合は、
「使用する」を押します。

･ 送信先のコンピューター
と IPv6 環境で SMB通
信（ファイル送信
（SMB）、NTLM認証）
を使用する場合は、必ず
設定してください。
･「使用する」を設定する場
合は、DNSサーバーを用
意し、DNS設定を行って
ください。

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. 3-6）
をごらんください。
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4.7 SMB設定
E ［OK］を押します。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。

F ［閉じる］を押します。
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4.8 LDAP設定

情報を検索および取得する LDAPサーバーを使用する場合に設
定します。

LDAP使用設定
LDAPサーバーに接続して、LDAP機能を使用するかしないか
の設定ができます。

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. 3-6）
をごらんください。

A 管理者設定画面で、［5 ネットワーク設定］を押しま
す。

B ネットワーク設定画面で、［6 LDAP設定］を押しま
す。

C ［1 LDAP使用設定］を押します。

LDAP使用設定画面が表示されます。

LDAPサーバーの設定を正
しく行わないと、ネット
ワークに障害が発生する場
合があります。本項目の設
定はサーバーの管理者が
行ってください。

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. 3-6）
をごらんください。
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D LDAPサーバーを使用する場合は［使用する］を押し
ます。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。

E ［OK］を押します。

LDAPサーバーの使用が設定されました。

LDAPサーバー登録
LDAPサーバーの登録や認証の設定ができます。設定できる項
目は以下のとおりです。

LDAPサーバー登録（1/6）画面

項目 説明

LDAPサー
バー名称

登録する LDAPサーバーの名称を設定します。
操作パネルのキーボードからサーバー名称を入力しま
す。（半角 32文字以内）

検索最大表
示件数

検索後表示する宛先数の最大値を設定します。変更す
るときは、【C】を押し、テンキーで数値を入力しま
す。（入力範囲：5～ 1000件）

タイムアウ
ト時間

検索処理中の最大待ち時間を設定します。変更すると
きは、【C】を押し、テンキーで数値を入力します。
（5～ 300秒）

詳細検索初
期設定

詳細検索を行うときの検索用条件の初期項目を、“名
称”、“E-mail”、“ファクス番号”、“姓”、“名”、“都市
名”、“会社名”、“組織名”で設定できます。
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4.8 LDAP設定
LDAPサーバー登録（2/6）画面

LDAPサーバー登録（3/6）画面

LDAPサーバー登録（4/6）画面

項目 説明

サーバーア
ドレス

LDAPサーバーのアドレスを設定します。操作パネル
のキーボードでアドレスを入力します。（半角 255文
字以内）

検索ベース LDAPサーバーに配置されている階層構造の中の検索
起点を指定します。検索は指定した起点から下のサブ
ディレクトリも含めて行われます。
操作パネルのキーボードでアドレスを入力します。
（半角 255文字以内）

項目 説明

SSL使用設
定

LDAPサーバーへ接続するときにSSL（データ暗号
化）を使用するかしないかを設定します。
SSLを使用すると通信内容が暗号化されます。

ポート番号 LDAPサーバーのポート番号を設定します。変更する
ときは、【C】を押し、テンキーで数値を入力します。
（入力範囲：1～ 65535）

ポート番号
（SSL）

SSLを使用する場合のポート番号を設定します。変
更するときは、【C】を押し、テンキーで数値を入力
します。（入力範囲：1～ 65535）

項目 説明

認証方式 LDAPサーバーへログオンするときの認証方式を選択
します。
［anonymous］：ユーザー名とパスワードを必要とし
ない認証形式です。anonymous を設定すると
Dynamic 認証は無効になります。
［Simple］：ユーザー名とパスワードを必要とする簡
易な認証形式です。パスワードがネットワークに流出
するため注意が必要です。
［Digest-MD5］：一般的な LDAPサーバーで使用可
能な認証形式です。Digest-MD5で認証を失敗した
場合は、自動的にCRAM-MD5に切換えて認証を行
います。
［GSS-SPNEGO］：Windowsの Active Directory
で使用可能な認証形式です（Kerberos 認証）。
［NTLM v1］［NTLM v2］：Windows NTなどで使用
されている標準のユーザー認証形式です。
ファイルやプリンター共有時のログオンに使用されま
す。
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LDAPサーバー登録（5/6）画面

LDAPサーバー登録（6/6）画面

全画面共通

項目 説明

サーバー認
証方式選択

サーバー認証時にどの方式を使用するか選択します。
［設定値を使用］：LDAPサーバー登録（6/6）画面で
設定した内容で認証します。
［ユーザー認証を使用］：外部サーバー認証機能により
コピー機にログインしている場合は、外部サーバー認
証時に使用したユーザー名が、LDAPサーバーログイ
ン画面に自動的に入力されます。
［Dynamic 認証］：LDAP検索機能を使用する際に、
ユーザー名とパスワードが要求されます。

referral 設
定

referral 設定を使用するかしないかを選択します。
referral を使用すると LDAPサーバー設定で指定し
た検索ベースを起点とし、上位／下位を検索します。

項目 説明

ログイン名 LDAPサーバーへ接続するためのログイン名を設定し
ます。操作パネルのキーボードでログイン名を入力し
ます。（半角 255文字以内）

パスワード LDAPサーバーへ接続するためのパスワードを設定し
ます。操作パネルのキーボードでパスワードを入力し
ます。（半角 128文字以内）

ドメイン名 LDAPサーバーへ接続するためのドメイン名を必要に
応じて設定します。操作パネルのキーボードでドメイ
ン名を入力します。（半角 64文字以内）

項目 説明

接続確認 LDAPサーバーとの接続を確認します。

設定全リ
セット

LDAPサーバー登録内容を工場出荷時設定にもどすこ
とができます。
リセットを確認するメッセージが表示されたら［は
い］を押します。
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4.8 LDAP設定
A 管理者設定画面で、［5 ネットワーク設定］を押しま
す。

B ネットワーク設定画面で、［6 LDAP設定］を押しま
す。

C ［2 LDAPサーバー登録］を押します。

LDAPサーバー登録画面が表示されます。

D 登録や設定を行う LDAPサーバーのキーを押します。

LDAPサーバー登録（1/6）画面が表示されます。

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. 3-6）
をごらんください。
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4.8 LDAP設定
E 項目を設定します。

［詳細検索初期設定］を押すと、詳細検索を行うと
きの検索用条件の初期項目を設定できます。それぞ
れの条件と設定値を選択します。

F ［次画面→］を押します。

LDAPサーバー登録（2/6）画面が表示されます。

LDAP使用設定／ LDAP
使用が［使用する］でセ
キュリティ詳細／手動宛先
入力が［許可］の場合のみ、
［接続確認］キーが表示され
ます。

G 項目を設定します。

ひとこと

･ 条件の設定値は［含む］/
［同じ］/［始まる］/［終
わる］から選択します。
･ 設定した条件はユーザー
が LDAP検索使用時に変
更できます。
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4.8 LDAP設定
H ［次画面→］を押します。

LDAPサーバー登録（3/6）画面が表示されます。

I 項目を設定します。

J ［次画面→］を押します。

LDAPサーバー登録（4/6）画面が表示されます。

K 項目を設定します。

L ［次画面→］を押します。

LDAPサーバー登録（5/6）画面が表示されます。

ひとこと

･ 認証方式は使用する
LDAPサーバーで採用し
ているものに合わせてく
ださい。詳しくは使用す
る LDAPサーバーのマ
ニュアルをごらんくださ
い。
･ 認証方式で
「GSSSPNEGO」を指定
した場合、Active 
Directory のドメイン名
を入力します。

認証方式により、以下の項
目を LDAPサーバー登録画
面（6/6）で正しく設定し
ないと接続確認を行うこと
ができません。
･［Simple］
［DIGESTMD5］の場
合：ログイン名
･［GSS-SPNEGO］の場
合：ログイン名、ドメイ
ン名
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4.8 LDAP設定
M 項目を設定します。

N ［次画面→］を押します。

LDAPサーバー登録（6/6）画面が表示されます。

O 項目を設定します。

P ［OK］を押します。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。

Q ［閉じる］を 2回押します。

LDAPサーバーの登録や認証が設定されます。
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4.8 LDAP設定
検索デフォルト設定
登録した LDAPサーバーのうち、優先的に検索を行う LDAP
サーバーを設定します。

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. 3-6）
をごらんください。

A 管理者設定画面で、［5 ネットワーク設定］を押しま
す。

B ネットワーク設定画面で、［6 LDAP設定］を押しま
す。

C ［3 検索デフォルト設定］を押します。

検索デフォルト設定画面が表示されます。

D 優先的に検索を行う LDAPサーバーを選択します。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。

E ［OK］を押します。

優先的に使用する LDAPサーバーが設定されました。
ネットワーク設定 4-64



4.9 E-mail 送信（SMTP）

スキャナーモードでデータを Eメールの添付ファイルとして送
信するために必要な、SMTPサーバーなどの情報を設定できま
す。また、Eメール送信認証も設定できます。設定できる項目
は以下のとおりです。

E-mail 送信（SMTP）（1/5）画面

E-mail 送信（SMTP）（2/5）画面

E-mail 送信（SMTP）（3/5）画面

E-mail 送信（SMTP）（4/5）画面

本機で管理者のE-mail アド
レスを設定しないとE-mail
を送信できません。管理者
のE-mail アドレスの設定に
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。

項目 説明

E-mail 送信 E-mail 送信を使用するかしないかを設定します。

E-mail 通知
機能

E-mail 通知機能を使用するかしないかを設定します。

トータルカ
ウンター通
知機能

トータルカウンター通知機能を使用するかしないかを
設定します。

項目 説明

SMTPサー
バーアドレ
ス

E-Mail 送信に使用するSMTPのサーバーアドレスを
設定できます。詳しくは、「SMTPサーバーアドレ
ス」（p. 4-70）をごらんください。

ひとこと

メールを受信したメールソ
フトに復元機能がない場合
は、メールを読むことがで
きない可能性があります。

項目 説明

バイナリー
分割

大容量のメールを小さなサイズに分割して送信するか
どうかを設定します。メールサーバー側でメール 1通
あたりの最大容量が制限されている環境で、制限容量
を超えるデータを送信する場合などに使用します。

分割メール
サイズ

送信するデータを分割する場合、データの分割サイズ
を設定します。変更するときは、【C】を押し、テン
キーで数値を入力します。（入力範囲：100～ 15000 
kb）

項目 説明

接続タイム
アウト

SMTPサーバーへメールを送信しているときに処理
が滞った場合は、一定時間が経過するとメール送信が
自動で中止されます。送信が滞った時点からメール送
信が中止されるまでの時間を設定できます。変更する
ときは、［+］または［-］を押し、30秒単位で数値を
入力します。（入力範囲：30～ 300秒）
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4.9 E-mail 送信（SMTP）
E-mail 送信（SMTP）（5/5）画面

［詳細設定］画面

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. 3-6）
をごらんください。

A 管理者設定画面で、［5 ネットワーク設定］を押しま
す。

B ネットワーク設定画面で、［7 E-mail 設定］を押しま
す。

サーバー容
量

SMTPサーバーが受信できるメールの 1通あたりの
最大容量を設定します。変更するときは【C】を押し
てからテンキーで数値を入力します。（入力範囲：1
～ 100 Mbyte）制限しないときは「無制限」を選択
します。

項目 説明

SSL設定 本機とSMTPサーバー間の通信をSSL/TLSで暗号
化する場合は、「SMTP over SSL」または「Start 
TLS」を選択します。

ポート番号 「Start TLS」を選択したときのポート番号を設定しま
す。変更するときは［入力］を押し、【C】を押して
からテンキーで数値を入力します。（入力範囲：1～
65535）

ポート番号
（SSL）

「SMTP over SSL」を選択した場合、SSL通信で使
用するポート番号を設定します。変更するときは［入
力］を押し、【C】を押してからテンキーで数値を入
力します。（入力範囲：1～ 65535）

項目 説明

POPサーバーとSMTP
サーバーが異なるサーバー
の場合は、POPサーバー
にログインしたことを
POPサーバーがSMTP
サーバーへ通知します。そ
のため、POP before 
SMTP時間の設定時間が短
すぎると、E-mail の送信が
できないことがあります。

項目 説明

SMTP認証 SMTP認証を使用するかしないかを選択します。［使
用する］を押すとSMTPの認証情報を入力する画面
が表示されます。詳しくは、「SMTP認証」（p. 4-
72）をごらんください。

POP 
Before 
SMTP

POP Before SMTP認証を使用するかしないかを選
択します。

POP 
Before 
SMTP時間

POP Before SMTP認証を使用する場合に設定しま
す。変更するときは、【C】を押し、テンキーで数値
を入力します。（入力範囲：0～ 60秒）
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4.9 E-mail 送信（SMTP）
C ［1 E-mail 送信（SMTP）］を押します。

E-mail 送信（SMTP）（1/5）画面が表示されます。

D SMTPを使用する場合は［使用する］を押し、項目を
設定します。

［詳細設定］を押すと、SMTPの詳細項目を設定で
きます。SMTP認証設定を行う場合は、「SMTP認
証」（p. 4-72）をごらんください。

E ［次画面→］を押します。

E-mail 送信（SMTP）（2/5）画面が表示されます。

POP Before SMTPによ
るユーザー認証を行うには
POPによるメールサー
バーへのアクセスが正しく
行われるように設定する必
要があります。詳しくは、
「E-mail 受信（POP）」
（p. 4-75）をごらんくださ
い。
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4.9 E-mail 送信（SMTP）
F 項目を設定します。
ホストアドレスを入力するときは、［ホストアドレ
ス］を押します。詳しくは、「SMTPサーバーアド
レス」（p. 4-70）をごらんください。

G ［次画面→］を押します。

E-mail 送信（SMTP）（3/5）画面が表示されます。

H 項目を設定します。

I ［次画面→］を押します。

E-mail 送信（SMTP）（4/5）画面が表示されます。

･ メールサーバー側でウィ
ルススキャンソフトを使
用している場合は、バイ
ナリー分割機能を使用で
きないことがあります。
詳しくはネットワーク管
理者にお問い合わせくだ
さい。
･ バイナリー分割された
メールを受信するには、
分割メールの受信をサ
ポートするメールクライ
アントソフトが必要にな
ります。お使いのメール
クライアントソフトに
よっては、分割メールを
受信しても結合できない
場合がありますのでご注
意ください。
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4.9 E-mail 送信（SMTP）
J 項目を設定します。

K ［次画面→］を押します。

E-mail 送信（SMTP）（5/5）画面が表示されます。

L 項目を設定します。

M ［OK］を押します。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。

N ［閉じる］を 2回押します。

SMTPサーバー情報が設定されます。
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4.9 E-mail 送信（SMTP）
SMTPサーバーアドレス
E-Mail 送信に使用するSMTPのサーバーアドレスを設定でき
ます。

A E-Mail 送信（SMTP）（2/5）画面で、［ホストアドレ
ス］を押します。

ホストアドレス画面が表示されます。

B ホストアドレスの指定方法を選択します。
IPv4 アドレスでホストアドレスを指定する場合は、
［IPv4 アドレス入力］を押します。
IPv6 アドレスでホストアドレスを指定する場合は、
［IPv6 アドレス入力］を押します。
ホスト名でホストアドレスを指定する場合は、［ホ
スト名入力］を押します。

［ホスト名入力］を選択する
場合は、事前にDNS設定
が正しく行われているか確
認してください。詳しくは、
「TCP/IP 設定」（p. 4-14）
をごらんください。
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4.9 E-mail 送信（SMTP）
C ホストアドレスを入力します（ホスト名／半角 255文
字以内）。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。

D ［OK］を押します。

SMTPのサーバーアドレスが設定されます。

ひとこと

･ IP アドレス入力で入力し
た数値を修正する場合は、
［←］、［→］で修正する文
字のエリアにカーソルを
合わせ、［削除］を押し、
数字を入力します。
･ 数値を全てクリアする場
合は、【C】を押します。
･ 文字の入力のしかたは、
「文字を入力するには」
（p. 6-4）をごらんくださ
い。
･ DNS設定が正しく設定さ
れていないと、SMTP
サーバー名を入力しても、
正常に動作しません。
DNS設定については、
「TCP/IP 設定」（p. 4-
14）をごらんください。
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4.9 E-mail 送信（SMTP）
SMTP認証
認証設定がSMTP認証の場合に設定します。

A SMTP詳細画面の SMTP認証で、［使用する］を押しま
す。

SMTP認証画面が表示されます。

B SMTP認証画面で、［ユーザー ID］を押します。

ユーザー ID画面が表示されます。

C ユーザー IDを入力します（半角 63文字以内）。

D ［OK］を押します。

ユーザー IDが設定され、SMTP認証画面にもどりま
す。

･ SMTP認証の認証方式
は、Digest-MD5、
CRAM-MD5、PLAIN、
LOGIN の中から、
SMTPサーバーが対応し
ている認証方式の中で最
も強度が強いものが自動
で選択されます。
･ ドメイン名は、ユーザー
が所属するドメイン
（realm）が 1つの場合
は、初期通信時にSMTP
サーバーからドメイン名
が通知され、そのドメイ
ン名を使って自動的に通
信するため、本機での設
定は不要です。ただし、
ユーザーが所属するドメ
イン（realm）が 2つ以
上存在する場合は、ユー
ザーが所属するドメイン
名を指定する必要があり
ます。

文字の入力のしかたは、「文
字を入力するには」（p. 6-
4）をごらんください。
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4.9 E-mail 送信（SMTP）
E SMTP認証画面で、［パスワード］を押します。

パスワード画面が表示されます。

F パスワードを入力します（半角 15文字以内）。

G ［OK］を押します。

パスワードが設定され、SMTP認証画面にもどりま
す。

H SMTP認証画面で、［ドメイン名］を押します。

ドメイン名画面が表示されます。

I ドメイン名を入力します（半角 255文字以内）。

J ［OK］を押します。

ドメイン名が設定され、SMTP認証画面にもどりま
す。
ネットワーク設定 4-73



4.9 E-mail 送信（SMTP）
K ［閉じる］を押します。

SMTP詳細画面にもどります。
ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。
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4.10 E-mail 受信（POP）

POP before SMTPによるメール送信者の認証を行うときに設
定します。設定できる項目は以下のとおりです。
E-mail 受信（POP）（1/4）画面

E-mail 受信（POP）（2/4）画面

E-mail 受信（POP）（3/4）画面

項目 説明

POPサー
バーアドレ
ス

E-Mail 受信に使用するPOPのサーバーアドレスを設
定します。詳しくは、「POPサーバーアドレス」
（p. 4-78）をごらんください。

接続タイム
アウト

POPサーバーからメールを受信しているときに処理
が滞った場合は、一定時間が経過するとメール受信が
自動で中止されます。送信が滞った時点からメール受
信が中止されるまでの時間を設定できます。変更する
ときは、［+］または［-］を押し、30秒単位で数値を
入力します。（入力範囲：30～ 300秒）

項目 説明

SSL使用設
定

E-mail 受信時に SSLを使用するかしないかを設定し
ます。SSLを使用すると通信内容が暗号化されます。

ポート番号 POPサーバーと通信するときに使用するポート番号
を設定します。変更するときは［入力］を押し、【C】
を押してからテンキーで数値を入力します。（入力範
囲：1～ 65535）

ポート番号
（SSL）

SSLを使用する場合のポート番号を設定します。変
更するときは［入力］を押し、【C】を押してからテ
ンキーで数値を入力します。（入力範囲：1～
65535）

APOPを使用してPOP
サーバーにログインする場
合は、パスワードが
Digest-MD5で暗号化され
ます。APOP認証
を「使用する」に設定した
場合は、POPサーバーが
APOPに対応していないと
サーバーにログインできま
せん。

項目 説明

ログイン名 POPサーバーに接続するためのログイン名を設定し
ます。操作パネルのキーボードでログイン名を入力し
ます。（半角 63文字以内）

パスワード POPサーバーに接続するためのパスワードを設定し
ます。操作パネルのキーボードでパスワードを入力し
ます。（半角 15文字以内）

APOP認証 POPサーバーへログインするときに、ログイン名と
パスワードを暗号化する /しないを設定します。
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4.10 E-mail 受信（POP）
E-mail 受信（POP）（4/4）画面

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. 3-6）
をごらんください。

A 管理者設定画面で、［5 ネットワーク設定］を押しま
す。

B ネットワーク設定画面で、［7 E-mail 設定］を押しま
す。

C ［2 E-mail 受信（POP）］を押します。

E-mail 受信（POP）（1/4）画面が表示されます。

D E-mail 受信を有効にする場合は［使用する］を押し、
項目を設定します。

項目 説明

自動到着
チェック

E-mail 受信の自動到着チェックをする /しないを選択
します。

ポーリング
間隔

ポーリング間隔時間を設定します。変更するときは、
【C】を押し、テンキーで数値を入力します。（入力範
囲：1～ 60）
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4.10 E-mail 受信（POP）
ホストアドレスを入力するときは、［ホストアドレ
ス］を押します。詳しくは、「POPサーバーアドレ
ス」（p. 4-78）をごらんください。

E ［次画面→］を押します。

E-mail 受信（POP）（2/4）画面が表示されます。

F 項目を設定します。

G ［次画面→］を押します。

E-mail 受信（POP）（3/4）画面が表示されます。

H 項目を設定します。

I ［次画面→］を押します。

E-mail 受信（POP）（4/4）画面が表示されます。
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4.10 E-mail 受信（POP）
J 項目を設定します。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。

K ［OK］を押します。

POPサーバー情報が設定されます。

POPサーバーアドレス
E-mail 受信に使用するPOPのサーバーアドレスを設定できま
す。

A E-mail 受信（POP）画面で、［ホストアドレス］を押
します。

ホストアドレス画面が表示されます。
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4.10 E-mail 受信（POP）
B ホストアドレスの指定方法を選択します。
IPv4 アドレスでホストアドレスを指定する場合は、
［IPv4 アドレス入力］を押します。
IPv6 アドレスでホストアドレスを指定する場合は、
［IPv6 アドレス入力］を押します。
ホスト名でホストアドレスを指定する場合は、［ホ
スト名入力］を押します。

C ホストアドレスを入力します。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。

D ［OK］を押します。

POPサーバーのアドレスが設定されます。

［ホスト名入力］を選択する
場合は、事前にDNS設定
が正しく行われているか確
認してください。詳しくは、
「TCP/IP 設定」（p. 4-14）
をごらんください。

ひとこと

･ ホスト名で入力できる文
字は半角 255文字以内で
す。
･ IP アドレス入力で入力し
た数値を修正する場合は、
［←］、［→］で修正する文
字のエリアにカーソルを
合わせ、［削除］を押し、
数字を入力します。
･ 数値を全てクリアする場
合は、【C】を押します。
･ 文字の入力のしかたは、
「文字を入力するには」
（p. 6-4）をごらんくださ
い。
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4.11 S/MIME通信設定

S/MIME使用設定を行う前に
S/MIME通信の設定を行うと、E-mail を暗号化して送信できま
す。S/MIMEの設定を有効にするためには、宛先ごとにデジタ
ル証明書を登録する必要があります。デジタル証明書の登録方
法は、以下の 3種類があります。

ここでは、「E-mail を本機に送信して証明書を登録する」手順
について説明します。

A 本機の操作パネルで証明書を登録する E-mail アドレス
を短縮宛先に登録します。

B 本機が受信可能なアドレス（POP設定）を登録しま
す。

手順 1で登録したE-mail
アドレスとコンピューター
から送信するE-mail の
Fromアドレスが一致しな
いと証明書は登録できませ
ん。送信前に一致している
か確認してください。

C ネットワーク上のコンピューターから、手順 2で設定し
たアドレス宛に証明書を添付したE-mail を送信しま
す。

本機に登録されているE-mail アドレスと受信した証明
書の E-mail アドレスが一致する場合に、証明書が自動
的に登録されます。

項目 内容

E-mail を本機に送
信して証明書を登録
する

E-mail の送信先となるクライアントコン
ピューターからE-mail を本機に送信すること
で証明書を登録します。詳しくは以下の説明
をごらんください。

LDAPサーバーに
証明書を登録する

LDAPサーバーに証明書のファイルを登録し
ておき、検索して取得します。詳しくはネッ
トワーク管理者にお問い合わせください。

PageScope Web 
Connection の宛
先登録時に設定する

PageScope Web Connection の宛先登録
時に証明書情報の保存場所を指定します。詳
しくは、「ユーザーズガイド PageScope 
Web Connection 編」をごらんください。

ひとこと

･ E-mail アドレスはS/
MIME送信を行う宛先を
登録してください。
･ E-mail を送信する前に、
あらかじめS/MIME送信
設定の「証明書の自動取
得」を「する」に設定し
てください。
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4.11 S/MIME通信設定
S/MIME通信設定の手順
E-mail 送信の暗号化を行うS/MIME通信の各種設定を行いま
す。設定できる項目は以下のとおりです。

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. 3-6）
をごらんください。

A 管理者設定画面で、［5 ネットワーク設定］を押しま
す。

B ネットワーク設定画面で、［7 E-mail 設定］を押しま
す。

C ［3 S/MIME通信設定］を押します。

S/MIME通信設定画面が表示されます。

項目 説明

デジタル署名 デジタル署名のつけかたを設定します。

メール本文の
暗号化種類

メール本文の暗号化形式を選択します。

証明書の自動
取得

E-mail の送受信時に証明書の自動取得を行うかどう
かを設定します。

S/MIME情
報の印刷

S/MIME情報を受信時に印字するかどうかを設定し
ます。
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4.11 S/MIME通信設定
D S/MIME通信設定を有効にする場合は［使用する］を
押し、項目を設定します。

［デジタル署名］

［メール本文の暗号化種類］
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4.11 S/MIME通信設定
［S/MIME情報の印刷］

［証明書の自動取得］

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。

E ［OK］を 2回押します。

S/MIMEの詳細が設定されます。
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4.12 SNMP設定

SNMPの設定ができます。設定できる項目は以下のとおりで
す。
SNMP設定（1/3）画面

SNMP設定（2/3）画面

SNMP設定（3/3）画面

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. 3-6）
をごらんください。

A 管理者設定画面で、［5 ネットワーク設定］を押しま
す。

B ネットワーク設定画面で、［8 SNMP設定］を押しま
す。

SNMP設定（1/3）画面が表示されます。

項目 説明

SNMP v1/
v2c（IP）

SNMP v1/v2c（IP）を使用するかしないかを選択し
ます。

SNMP v3
（IP）

SNMP v3（IP）を使用するかしないかを選択します。

SNMP v1
（IPX）

SNMP v1（IPX）を使用するかしないかを選択しま
す。

項目 説明

UDPポート
番号

UDPポート番号を設定します。変更するときは、
【C】を押し、テンキーで数値を入力します。（入力範
囲：1～ 65535）

［SNMP v1/
v2c 設定］

v1または v2cを選択したときに設定します。詳しく
は、「SNMP v1/v2c 設定」（p. 4-86）をごらんくだ
さい。

［SNMP v3
設定］

v3を選択したときに設定します。詳しくは、「SNMP 
v3 設定」（p. 4-88）をごらんください。

ひとこと

･ 状態通知設定で IPアドレ
ス、IPX アドレスに通知
する場合はSNMPの
TRAP機能を使用しま
す。SNMP設定の
「TRAP許可設定」を
「有効」に設定してくださ
い。
･ 状態通知設定について詳
しくは、「状態通知設定」
（p. 4-108）をごらんく
ださい。

項目 説明

TRAP許可
設定

TRAPの許可 /禁止を設定します。

認証失敗時
のTRAP設
定

認証失敗時に TRAPを有効にするかしないかを設定
します。
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4.12 SNMP設定
C SNMP設定を有効にする場合は［使用する］を押し、
項目を設定します。
項目ごとに設定値を選択し、［OK］を押します。

D ［次画面→］を押します。

SNMP設定（2/3）画面が表示されます。

E 項目を設定します。

F ［次画面→］を押します。

SNMP設定（3/3）画面が表示されます。
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4.12 SNMP設定
G 項目を設定します。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。

H ［OK］を押します。

SNMPが設定されます。

SNMP v1/v2c 設定
SNMP v1/v2c の詳細を設定します。設定できる項目は以下の
とおりです。

A SNMP設定画面で［SNMP v1/v2c 設定］を押しま
す。

SNMP v1/v2c 設定（1/2）画面が表示されます。

項目 説明

Read 
Community 
Name

読取りに対するコミュニティ名を設定します。
初期値は「public」です。操作パネルのキーボード
でRead Community Nameを入力します。

Write 設定 Write 許可設定を有効にするか無効にするかを設定し
ます。

Write 
Community 
Name

書込みに対するコミュニティ名を設定します。
初期値は「private」です。操作パネルのキーボード
でWrite Community Nameを入力します。
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4.12 SNMP設定
B 内容を設定します。

C ［次画面→］を押します。

SNMP v1/v2c 設定（2/2）画面が表示されます。

D 内容を設定します。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。

E ［OK］を押します。

SNMP設定画面に戻ります。
ネットワーク設定 4-87



4.12 SNMP設定
SNMP v3 設定
SNMP v3 の詳細を設定します。設定できる項目は以下のとお
りです。

項目 説明

Context 
Name

コンテキスト名を設定します。操作パネルのキーボー
ドでコンテキスト名を入力します。（半角 63文字以
内）

Discovery 
User 許可

Discovery User 許可を有効にするかしないかを選択
します。

Discovery 
User Name
設定

Discovery User Nameを設定します。操作パネル
のキーボードでDiscovery User Nameを入力しま
す。（半角 32文字以内）

Read User 
Name設定

Read User Nameを設定します。操作パネルのキー
ボードでRead User Nameを入力します。（半角
32文字以内）

Security 
Level

認証のセキュリティレベルを選択します。

Password
設定
（Read）

認証パスワードを設定します。Security Level に合
わせてそれぞれのパスワードを入力します。（半角 32
文字以内）
「auth-password」を選択した場合は「Read auth」
を入力します。
「auth-password/privpassword」を選択した場合
は「Read auth」および「Read priv」を入力しま
す。

Write User 
Name設定

Write User Nameを設定します。操作パネルのキー
ボードでWrite User Nameを入力します。（半角 32
文字以内）

Security 
Level

認証のセキュリティレベルを選択します。

Password
設定
（Write）

認証パスワードを設定します。Security Level に合
わせてそれぞれのパスワードを入力します。（半角 32
文字以内）
「auth-password」を選択した場合は「Write auth」
を入力します。
「auth-password/privpassword」を選択した場合
は「Write auth」および「Write priv」を入力しま
す。

暗号化アル
ゴリズム

暗号化アルゴリズムを選択します。

認証アルゴ
リズム

認証アルゴリズムを選択します。
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4.12 SNMP設定
以下の内容を設定するときは、これらの文字列を使用しないで
ください。

項目 使用できない文字列

SNMP v3 
Context Name

Discovery User 
Name

Read User Name

Read User auth-
password

Read User Priv- 
Password

Write User Name

Write User Auth-
Password

Write User Priv-
password

snmpconf basic_setup
proc procfix
exec execfix
disk includeAllDisks
load file
master AgentXSocket
agentx AgentXTimeout
AgentXRetries agentPingInterval
smuxpeer dlmod
snmpd rouser
noauth auth
priv authPriv
noAuthNoPriv rwuser
rocommunity rwcommunity
rocommunity6 rwcommunity6
com2sec com2sec6
group access
view engineID
createUser syslocation
syscontact sysname
sysservices sysdescr
sysobjectid agentaddress
agentgroup agentuser
interface ignoredisk
storageUseNFS authtrapenable
override trapcommunity
trapsink trap2sink
informsink trapsess
proxy pass
pass_persist disablePerl
perlInitFile perl
agentSecName monitor
notificationEvent
linkUpDownNotifications
defaultMonitors linkUpTrap
linkUp linkDownTrap
linkDown injectHandler
stash_cache debug
read_only serialize
bulk_to_next any
v1 v2c
usm exact
prefix
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4.12 SNMP設定
A SNMP設定画面で［SNMP v3 設定］を押します。

SNMP v3 設定（1/5）画面が表示されます。

B 内容を設定します。

C ［次画面→］を押します。

SNMP v3 設定（2/5）画面が表示されます。

D 内容を設定します。
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4.12 SNMP設定
E ［次画面→］を押します。

SNMP v3 設定（3/5）画面が表示されます。

F 内容を設定します。

G ［次画面→］を押します。

SNMP v3 設定（4/5）画面が表示されます。

H 内容を設定します。
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4.12 SNMP設定
「Security Level」で［auth-password］または
［auth-password/privpassword］を選択した場
合は、［Password 設定］を押してパスワードを設
定します。

I ［次画面→］を押します。

SNMPv3 設定（5/5）画面が表示されます。

J 内容を設定します。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。

K ［OK］を押します。

SNMP設定画面に戻ります。
ネットワーク設定 4-92



4.13 AppleTalk 設定

AppleTalk によるネットワークプリントのための設定ができま
す。設定できる項目は以下のとおりです。

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. 3-6）
をごらんください。

A 管理者設定画面で、［5 ネットワーク設定］を押しま
す。

B ネットワーク設定画面で、［9 AppleTalk 設定］を押
します。

AppleTalk 設定画面が表示されます。

C AppleTalk を使用する場合は［使用する］を押し、項
目を設定します。

D ［OK］を押します。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。

E ［閉じる］を押します。

項目 説明

プリンター名 AppleTalk のネットワーク上で表示される本機の
名称を設定します。操作パネルのキーボードで名称
を入力します。（半角31文字以内）

ゾーン名 本機を接続するゾーン名を設定します。操作パネル
のキーボードで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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4.14 Bonjour 設定

Boujour の設定を行います。設定できる項目は以下のとおりで
す。

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. 3-6）
をごらんください。

A 管理者設定画面で、［5 ネットワーク設定］を押しま
す。

B ネットワーク設定画面で、［0 Bonjour 設定］を押しま
す。

Bonjour 設定画面が表示されます。

C Bonjour を使用する場合は［使用する］を押し、項目
を設定します。

D ［OK］を押します。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。

E ［閉じる］を押します。

項目 説明

Bonjour 名 Bonjour で使用する名称を設定します。操作パネル
のキーボードで名称を入力します。（半角 63文字以
内）
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4.15 TCP Socket 設定

TCP Socket の設定を行います。TCP Socket は、コン
ピューターのアプリケーションソフトと本機のデータ通信に使
用されます。

TCP Socket
TCP Socket 設定を使用するかしないかを選択します。設定で
きる項目は以下のとおりです。

＜SSL未設定時＞

＜ SSL設定時＞

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. 3-6）
をごらんください。

A 管理者設定画面で、［5 ネットワーク設定］を押しま
す。

B ネットワーク設定画面で［次画面→］を押し、［1 TCP 
Socket 設定］を押します。

C ［1 TCP Socket］を押します。

TCP Socket 画面が表示されます。

ひとこと

･ TCP Socket 設定を「使
用しない」に設定すると、
いくつかのコンピュー
ター上のアプリケーショ
ンが使用できなくなる可
能性があります。
･ PageScope 
Authentication 
Manager で認証する場
合、SSL/TLS の設定を
行ってから TCP Socket
およびOpenAPI の
「SSL/TLS 使用」をON
に設定してください。
･ OpenAPI の設定につい
ては、「OpenAPI 設定」
（p. 3-64）をごらんくだ
さい。

項目 説明

ポート番号 使用するポート番号を設定します。変更するときは
【C】を押してからテンキーで数値を入力します。（入
力範囲：1～ 65535）

･ 本機で証明書を有効にす
ると、SSL/TLS 時に使
用するポート番号などが
設定できるようになりま
す。SSL通信を行う場合
は設定してください。
･ 外部サーバー認証を行う
場合は、「SSL/TLS 使
用」が「使用する」に自
動的に切り替わります。
認証を有効にするために
は、外部サーバー認証を
設定した後、電源をオフ /
オンしてください。

項目 説明

SSL/TLS 使
用

TCPSocket を使用した通信にSSL/TLSを使用する
かどうかを設定します。

ポート番号 使用するポート番号を設定します。変更するときは
［入力］を押し、【C】を押してからテンキーで数値を
入力します。（入力範囲：1～ 65535）

ポート番号
（SSL/TLS）

SSL/TLS 通信時に使用するポート番号を設定します。
変更するときは［入力］を押し、【C】を押してから
テンキーで数値を入力します。（入力範囲：1～
65535）
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4.15 TCP Socket 設定
D TCP Socket を使用する場合は［使用する］を押し、
項目を設定します。

＜SSL未設定時＞

＜SSL設定時＞

E ［OK］を押します。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。

F ［閉じる］を押します。
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4.15 TCP Socket 設定
TCP Socket/ASCII Mode設定
PageScope Web Connection を Flash で表示したい場合に
設定します。

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. 3-6）
をごらんください。

A 管理者設定画面で、［5 ネットワーク設定］を押しま
す。

B ネットワーク設定画面で［次画面→］を押し、［1 TCP 
Socket 設定］を押します。

C ［2 TCP Socket/ASCII Mode 設定］を押します。

TCP Socket/ASCII Mode画面が表示されます。

D TCP Socket/ASCII Modeを使用する場合は［使用
する］を押し、項目を設定します。

E ［OK］を押します。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。

F ［閉じる］を押します。

ひとこと

TCP Socket 設定を「使用
しない」に設定すると、い
くつかのコンピューター上
のアプリケーションが使用
できなくなる可能性があり
ます。

項目 説明

ポート番号
（ASCII 
Mode）

アスキーモードで使用するポート番号を設定します。
変更するときは、【C】を押し、テンキーで数値を入
力します。（入力範囲：1～ 65535）
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4.16 WebDAVクライアント設定

WebDAV送信を行う場合の本機の設定を行います。設定でき
る項目は以下のとおりです。

WebDAVクライアント設定（1/3）画面

WebDAVクライアント設定（2/3）画面

WebDAVクライアント設定（3/3）画面

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. 3-6）
をごらんください。

A 管理者設定画面で、［5 ネットワーク設定］を押しま
す。

B ネットワーク設定画面で［次画面→］を押し、［3 
WebDAV設定］を押します。

C ［1 WebDAVクライアント設定］を押します。

項目 説明

プロキシ
サーバーア
ドレス

プロキシサーバーを経由させる場合は、プロキシサー
バーのアドレスを設定します。
DNSサーバーをしている場合は、ホスト名で設定で
きます。

プロキシ
サーバー
ポート番号

ポート番号を設定します。（入力範囲：1～ 65535）

項目 説明

ユーザー名 プロキシサーバーのユーザー名を設定します（半角
63文字以内）。

パスワード プロキシサーバーのパスワードを設定します（半角
63文字以内）。

項目 説明

接続タイム
アウト

サーバーとの接続タイムアウトを設定します。（入力
範囲：5～ 300）

サーバー認
証文字コー
ド

文字列で送信されるユーザー名とパスワードの文字
コードを設定します。
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4.16 WebDAVクライアント設定
D WebDAV送信を行う場合は、［使用する］を押し、内
容を設定します。

E ［次画面→］を押します。

WebDAVクライアント設定画面（2/3）が表示され
ます。

F 内容を設定します。

G ［次画面→］を押します。

WebDAVクライアント設定画面（3/3）が表示され
ます。
ネットワーク設定 4-99



4.16 WebDAVクライアント設定
H 内容を設定します。

I ［OK］を押します。

J ［閉じる］を押します。
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4.17 WebDAVサーバー設定

本機のWebDAVサーバーに関する設定を行います。この設定
を行うことで本機をWebサーバーとして使用できます。
WebDAVクライアントとして、本機と連携するアプリケー
ションソフトを使用する場合に設定します。設定できる項目は
以下のとおりです。

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. 3-6）
をごらんください。

A 管理者設定画面で、［5 ネットワーク設定］を押しま
す。

B ネットワーク設定画面で［次画面→］を押し、［3 
WebDAV設定］を押します。

C ［2 WebDAVサーバー設定］を押します。

D 本機をWebDAVサーバーとして使用する場合は、［使
用する］を押し、内容を設定します。

E ［OK］を押します。

F ［閉じる］を押します。

項目 説明

SSL設定 アプリケーションソフトとの通信をSSLで暗号
化できます。SSL/TLSを使用する場合は、
［SSL通信のみ可］または［SSL/ 非 SSL通信
可］を選択します。

アクセス権設定 WebDAVサーバー（本機）にアクセスするため
のパスワードを設定します。初期値は
「sysadm」に設定されています。
［パスワード設定］：初期値以外のパスワードに変
更するときに押します。
［パスワード初期化］：設定したパスワードを初期
値に戻すときに押します。
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4.18 Webサービス設定

Webサービスを使用するためのプリンター、スキャナーの設定
を行います。

Webサービス共通設定
Webサービスのプリンター、スキャナー共通の設定を行いま
す。設定できる内容は以下のとおりです。

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. 3-6）
をごらんください。

A 管理者設定画面で、［5 ネットワーク設定］を押しま
す。

B ネットワーク設定画面で［次画面→］を押し、［4 
Webサービス設定］を押します。

C ［1 Web サービス共通設定］を押します。

D 項目を設定します。
Friendly Nameを設定するときは［Friendly 
Name］を押し、操作パネルで入力します。

E ［閉じる］を押します。

項目 説明

Friendly 
Name

コンピューターに認識される Friendly Nameを設定
します（半角 63文字以内）。

SSL使用設
定

WebサービスでSSLを使用する /しないを設定しま
す。
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4.18 Webサービス設定
F ［OK］を押します。

ネットワークのデータ処理を行う画面が表示されます。
この画面が表示されている間は主電源をOFFにしな
いでください。

スキャナー設定
Webサービスのスキャナー関連の設定を行います。設定できる
内容は以下のとおりです。

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. 3-6）
をごらんください。

A 管理者設定画面で、［5 ネットワーク設定］を押しま
す。

B ネットワーク設定画面で［次画面→］を押し、［4 
Webサービス設定］を押します。

C ［3 スキャナー設定］を押します。

項目 説明

スキャナー
名

スキャナーの名称を設定します（半角 63文字以内）。

スキャナー
設置場所

スキャナーの設置場所を設定します（半角 63文字以
内）。

スキャナー
情報

スキャナー情報を設定します（半角 63文字以内）。

接続タイム
アウト

本機とコンピューターの接続タイムアウト時間を設定
します（30～ 300秒）。
ネットワーク設定 4-103



4.18 Webサービス設定
D 本機をスキャナーとして使用する場合は、［使用する］
を押し、内容を設定します。

E ［閉じる］を押します。

F ［OK］を押します。

ネットワークのデータ処理を行う画面が表示されます。
この画面が表示されている間は主電源をOFFにしな
いでください。
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4.19 デバイス設定

デバイス情報を設定できます。設定できる項目は以下のとおり
です。

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. 3-6）
をごらんください。

A 管理者設定画面で、［5 ネットワーク設定］を押しま
す。

B ネットワーク設定画面で［次画面→］を押し、［5 詳細
設定］を押します。

C ［1 デバイス設定］を押します。

デバイス設定画面が表示されます。

D 項目を設定します。

E ［OK］を押します。

デバイス情報が設定されます。

項目 説明

MACアドレス 本機のネットワークカードのMACアドレスが
表示されます。

ネットワーク速度 ネットワークの速度を設定します。変更後に必
ず主電源をオフオンしてください。

主電源スイッチをオフ /オ
ンする場合は、主電源をオ
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。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。
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4.20 時刻補正設定

本機内蔵の時計を、ネットワークを介して正しく調整できます。
NTPで時刻補正をする場合、あらかじめタイムゾーンを設定し
ておく必要があります。タイムゾーンの設定については、「ユー
ザーズガイド コピー機能編」をごらんください。
設定できる項目は以下のとおりです。

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. 3-6）
をごらんください。

A 管理者設定画面で、［5 ネットワーク設定］を押しま
す。

B ネットワーク設定画面で［次画面→］を押し、［5 詳細
設定］を押します。

C ［2 時刻補正設定］を押します。

時刻補正設定画面が表示されます。

D 時刻補正を行う場合は［使用する］を押し、項目を設
定します。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。

E ［OK］を押します。

この設定を行ったあと、「管
理者設定」の［1 環境設定］
－［3 日時設定］で［時刻
補正実行］を押してくださ
い。定期的な自動調整は行
いません。

項目 説明

NTPサーバー
アドレス

NTPサーバーのアドレスを設定します。詳しくは、
「NTPサーバーアドレス」（p. 4-107）をごらんく
ださい。

ポート番号 NTPサーバーと通信するときに使用するポート番号
を設定します。変更するときは、【C】を押し、テン
キーで数値を入力します。（入力範囲：1～ 65535）
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4.20 時刻補正設定
NTPサーバーアドレス
NTPサーバーのアドレスを設定できます。

A 時刻補正設定画面で、［ホストアドレス］を押します。

ホストアドレス画面が表示されます。

B ホストアドレスの指定方法を選択します。
IPv4 アドレスでホストアドレスを指定する場合は、
［IPv4 アドレス入力］を押します。
IPv6 アドレスでホストアドレスを指定する場合は、
［IPv6 アドレス入力］を押します。
ホスト名でホストアドレスを指定する場合は、［ホ
スト名入力］を押します。

C ホストアドレスを入力します（ホスト名／半角 255文
字以内）。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。

D ［OK］を押します。

NTPサーバーのアドレスが設定されます。

［ホスト名入力］を選択する
場合は、事前にDNS設定
が正しく行われているか確
認してください。詳しくは、
「TCP/IP 設定」（p. 4-14）
をごらんください。

ひとこと

･ IP アドレス入力で入力し
た数値を修正する場合は、
［←］、［→］で修正する文
字のエリアにカーソルを
合わせ、［削除］を押し、
数字を入力します。
･ 数値を全てクリアする場
合は、【C】を押します。
･ 文字の入力のしかたは、
「文字を入力するには」
（p. 6-4）をごらんくださ
い。
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4.21 状態通知設定

本機の状態を管理者に E-mail で通知する設定ができます。通知
先のアドレスが入力され、通知項目のどれかがONになってい
る場合に状態を通知します。
通知先のアドレスは以下の 3種類を設定できます。

IPアドレス

IPXアドレス

E-mail アドレス

IP アドレスの設定
設定できる項目は以下のとおりです。

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. 3-6）
をごらんください。

A 管理者設定画面で、［5 ネットワーク設定］を押しま
す。

B ネットワーク設定画面で［次画面→］を押し、［5 詳細
設定］を押します。

C ［3 状態通知設定］を押します。

状態通知設定画面が表示されます。

D ［1 通知先登録］を押します。

通知先登録画面が表示されます。

ひとこと

･ IP アドレスは 5か所まで
設定できます。
･ IP アドレス、IPXアドレ
スに通知する場合は
SNMPの TRAP機能を
使用します。SNMP設定
の「TRAP許可設定」を
「有効」に設定してくださ
い。
･ SNMP設定について詳し
くは、「SNMP設定」
（p. 4-84）をごらんくだ
さい。

項目 説明

アドレス 通知先のホストアドレスを設定します。

ポート番号 通信に使用するポート番号を設定します。変更する
ときは、【C】を押し、テンキーで数値を入力しま
す。（入力範囲：1～ 65535）

コミュニ
ティー名

コミュニティー名を半角 15文字以内で入力します。

通知項目設定 通知する本機の状態項目を設定します。詳しくは、
「通知項目」（p. 4-115）をごらんください。
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4.21 状態通知設定
E 設定する IP アドレスを選択します。

F ［ホストアドレス］を押します。

ホストアドレス画面が表示されます。
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4.21 状態通知設定
G ホストアドレスの指定方法を選択します。
IPv4 アドレスでホストアドレスを指定する場合は、
［IPv4 アドレス入力］を押します。
IPv6 アドレスでホストアドレスを指定する場合は、
［IPv6 アドレス入力］を押します。
ホスト名でホストアドレスを指定する場合は、［ホ
スト名入力］を押します。

H ホストアドレスを入力し、［OK］を押します（ホスト
名／半角 255文字以内）。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。

I その他の項目を設定し、［OK］を押します。

［ホスト名入力］を選択する
場合は、事前にDNS設定
が正しく行われているか確
認してください。詳しくは、
「TCP/IP 設定」（p. 4-14）
をごらんください。

ひとこと

･ IP アドレス入力で入力し
た数値を修正する場合は、
［←］、［→］で修正する文
字のエリアにカーソルを
合わせ、［削除］を押し、
数字を入力します。
･ 数値を全てクリアする場
合は、【C】を押します。
･ 文字の入力のしかたは、
「文字を入力するには」
（p. 6-4）をごらんくださ
い。
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4.21 状態通知設定
IPX アドレスの設定
設定できる項目は以下のとおりです。

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. 3-6）
をごらんください。

A 管理者設定画面で、［5 ネットワーク設定］を押しま
す。

B ネットワーク設定画面で［次画面→］を押し、［5 詳細
設定］を押します。

C ［3 状態通知設定］を押します。

状態通知設定画面が表示されます。

D ［1 通知先登録］を押します。

通知先登録画面が表示されます。

ひとこと

IPXアドレスは 1か所設定
できます。

項目 説明

ネットワークア
ドレス

ネットワークアドレスを 8桁の 16進法で入力し
ます。

ノードアドレス ノードアドレスを 12桁の 16進法で入力します。

コミュニティー
名

コミュニティー名を半角 15文字以内で入力しま
す。

通知項目設定 通知する本機の状態項目を設定します。詳しくは、
「通知項目」（p. 4-115）をごらんください。
ネットワーク設定 4-111



4.21 状態通知設定
E ［IPX アドレス］を押します。

F 項目を設定します。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。

G ［OK］を押します。
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4.21 状態通知設定
E-mail アドレスの設定
設定できる項目は以下のとおりです。

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. 3-6）
をごらんください。

A 管理者設定画面で、［5 ネットワーク設定］を押しま
す。

B ネットワーク設定画面で［次画面→］を押し、［5 詳細
設定］を押します。

C ［3 状態通知設定］を押します。

状態通知設定画面が表示されます。

D ［1 通知先登録］を押します。

通知先登録画面が表示されます。

ひとこと

･ E-mail アドレスは 10か
所まで設定できます。
･ この機能を使用するには、
E-mail 送信を「使用す
る」に設定しておく必要
があります。詳しくは、
「E-mail 送信（SMTP）」
（p. 4-65）をごらんくだ
さい。
･ 状態通知機能のメール本
文に記載される「設置場
所」はPageScope 
Web Connection で設
定します。詳しくは、
「ユーザーズガイド 
PageScope Web 
Connection 編」の
「IPP設定」をごらんくだ
さい。

項目 説明

E-mail アド
レス編集

通知先のE-mail アドレスを半角320文字以内で入力
します。

通知項目設
定

通知する本機の状態項目を設定します。詳しくは、
「通知項目」（p. 4-115）をごらんください。
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4.21 状態通知設定
E ［次画面→］を押し、設定するE-mail アドレスを選択し
ます。

F 項目を設定します。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。

G ［OK］を押します。
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4.21 状態通知設定
通知項目
本機の状態を通知する項目を設定できます。

A アドレス設定画面で、［通知項目］を押します。

通知項目画面が表示されます。

B それぞれの項目の［ON］または［OFF］を押します。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。

C ［OK］を押します。

本機の状態を通知する項目が設定されます。
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4.22 トータルカウンター通知設定

トータルカウンターの通知スケジュールと通知先を設定します。
設定できる項目は以下のとおりです。

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. 3-6）
をごらんください。

A 管理者設定画面で、［5 ネットワーク設定］を押しま
す。

B ネットワーク設定画面で［次画面→］を押し、［5 詳細
設定］を押します。

C ［4 トータルカウンター通知設定］を押します。

トータルカウンター通知設定画面が表示されます。

D 項目を設定します。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。

E ［閉じる］を押します。

項目 説明

通知スケ
ジュール設
定

トータルカウンターを通知する時期を設定します。通
知スケジュールは2種類設定できます。詳しくは、
「通知スケジュール設定」（p. 4-117）をごらんくださ
い。

通知先設定 通知先のE-mail アドレスを設定します。アドレスごと
のスケジュール設定もできます。詳しくは、「通知先設
定」（p. 4-119）をごらんください。

モデル名 通知メールに記載されるモデル名を設定します。操作
パネルのキーボードからモデル名を入力します。（半角
20文字以内）

［送信実行］ 現時点でのトータルカウンターを通知先に送信すると
きに押します。
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4.22 トータルカウンター通知設定
通知スケジュール設定
トータルカウンターを送信するスケジュールを設定します。こ
こでは、「スケジュール 1」の設定を例に説明します。

A トータルカウンター通知設定画面で［スケジュール 1］
を押します。

スケジュール設定画面が表示されます。

B 以下の内容を設定します。
通知周期設定が「日」のときは、何日ごとに送信す
るかを入力します。 ひとこと

変更するときは、【C】を押
し、テンキーで数値を入力
します（入力範囲：1～
31）。
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4.22 トータルカウンター通知設定
通知周期設定が「週」のときは、週周期何週間ごと
に送信するかを入力します。また何曜日に送信する
かを選択します。

通知周期設定が「月」のときは、何か月ごとに送信
するかを入力します。また送信月の何日に送信する
かを入力します。

C ［OK］を押します。

トータルカウンター通知設定画面に戻ります。

ひとこと

変更するときは、【C】を押
し、テンキーで数値を入力
します。（入力範囲：1～
6）

ひとこと

･「月周期」を変更するとき
は［入力］を押し、【C】
を押してからテンキーで
数値を入力します。（入力
範囲：1～ 6）
･ 日付指定を変更するとき
は［入力］を押し、【C】
を押してからテンキーで
数値を入力します。（入力
範囲：1～ 31）

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。
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4.22 トータルカウンター通知設定
通知先設定
トータルカウンターの送信先 E-mail アドレスを設定します。ア
ドレスは 3か所まで設定できます。ここでは「アドレス 1」の
設定を例に説明します。

A トータルカウンター通知設定画面で［アドレス 1］を押
します。

アドレス設定画面が表示されます。

B ［E-Mail アドレス編集］を押して、操作パネルのキー
ボードから E-mail アドレスを入力します。（半角 255
文字以内）

C ［OK］を押します。

D ［スケジュール設定］を押します。

スケジュール設定画面が表示されます。
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4.22 トータルカウンター通知設定
E このアドレスで送信したいスケジュールのON/OFFを
選択します。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。

F ［閉じる］を 2回押します。

トータルカウンター通知設定画面に戻ります。
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4.23 ping 応答確認

ping で TCP/IP ネットワークを診断する設定ができます。ネッ
トワーク接続されているかどうかをアドレスを入力して検証で
きます。

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. 3-6）
をごらんください。

A 管理者設定画面で、［5 ネットワーク設定］を押しま
す。

B ネットワーク設定画面で［次画面→］を押し、［5 詳細
設定］を押します。

C ［5 ping 応答確認］を押します。

ping 応答確認画面が表示されます。

D ［ホストアドレス］を押します。

ホストアドレス画面が表示されます。
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4.23 ping 応答確認
E ホストアドレスの指定方法を選択します。
IPv4 アドレスでホストアドレスを指定する場合は、
［IPv4 アドレス入力］を押します。
IPv6 アドレスでホストアドレスを指定する場合は、
［IPv6 アドレス入力］を押します。
ホスト名でホストアドレスを指定する場合は、［ホ
スト名入力］を押します。

F ホストアドレスを入力し、［OK］を押します（ホスト
名／半角 255文字以内）。

G ［接続確認実行］を押します。

接続確認実行PINGを送信して接続確認を行います。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。

H 結果を確認して［OK］を押します。

［ホスト名入力］を選択する
場合は、事前にDNS設定
が正しく行われているか確
認してください。詳しくは、
「TCP/IP 設定」（p. 4-14）
をごらんください。

ひとこと

･ IP アドレス入力で入力し
た数値を修正する場合は、
［←］、［→］で修正する文
字のエリアにカーソルを
合わせ、［削除］を押し、
数字を入力します。
･ 数値を全てクリアする場
合は、【C】を押します。
･ 画面に表示されるキー
ボードでの文字の入力の
しかたは、「文字を入力す
るには」（p. 6-4）をごら
んください。
･ ホストアドレスが 81文
字を超えると、［詳細］が
表示されます。［詳細］を
押すとホストアドレス詳
細画面が表示され、残り
のホストアドレスが表示
されます。
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4.24 SLP設定

SLP を使用するかしないかを設定できます。「有効」にすると
TWAIN でデバイスを検索できます。「無効」にするとデバイス
検索はできません。

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. 3-6）
をごらんください。

A 管理者設定画面で、［5 ネットワーク設定］を押しま
す。

B ネットワーク設定画面で［次画面→］を押し、［5 詳細
設定］を押します。

C ［6 SLP設定］を押します。

SLP設定画面が表示されます。

D 項目を設定します。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。

E ［OK］を押します。
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4.25 LPD設定

プリント時に LPDを使用するかしないかを設定できます。

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. 3-6）
をごらんください。

A 管理者設定画面で、［5 ネットワーク設定］を押しま
す。

B ネットワーク設定画面で［次画面→］を押し、［5 詳細
設定］を押します。

C ［7 LPD設定］を押します。

LPD設定画面が表示されます。

D 項目を設定します。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。

E ［OK］を押します。
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4.26 アドレス入力付加設定

E-Mail 送信時に指定するE-Mail アドレスに、登録した文字を
付加できます。同じドメイン名などを繰り返し入力する手間を
省くことができます。

アドレス入力付加
アドレス付加機能を使用するかどうかを設定します。

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. 3-6）
をごらんください。

A 管理者設定画面で、［5 ネットワーク設定］を押しま
す。

B ネットワーク設定画面で［次画面→］を押し、［5 詳細
設定］を押します。

C ［8 アドレス入力付加設定］を押します。

アドレス入力付加設定画面が表示されます。

D ［1 アドレス入力付加］を押します。

E 項目を設定します。
［使用する］を選択した場合、引き続きPrefix/
Suffix の登録を行います。
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4.26 アドレス入力付加設定
F ［OK］を押します。

Prefix/Suffix 登録
アドレス入力付加機能で使用する文字列を登録できます。

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. 3-6）
をごらんください。

A 管理者設定画面で、［5 ネットワーク設定］を押しま
す。

B ネットワーク設定画面で［次画面→］を押し、［5 詳細
設定］を押します。

C ［8 アドレス入力付加設定］を押します。

アドレス入力付加設定画面が表示されます。

D ［2 Prefix/Suffix 登録］を押します。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。

Prefix およびSuffix は 8
個まで設定できます。

ひとこと

文字の入力のしかたは、「文
字を入力するには」（p. 6-
4）をごらんください。
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4.26 アドレス入力付加設定
E Prefix および Suffix として登録する文字列を設定しま
す。［Prefix］を押します。

Prefix 画面が表示されます。

F Prefix として使用する文字列を入力します（半角 20文
字以内）。

G ［OK］を押します。

Prefix が設定されます。

H ［Suffix］を押します。

Suffix 画面が表示されます。
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4.26 アドレス入力付加設定
I Suffix として使用する文字列を入力します（半角 64文
字以内）。

J ［OK］を押します。

Suffix が設定されます。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。

K ［閉じる］を押します。
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4.27 証明書無効時処理

SSLサーバーに対して本機がクライアントとして接続すると
き、SSLサーバー証明書の有効期間が過ぎている場合にどのよ
うに動作するかを指定します。設定の対象となる機能は以下の
とおりです。

SMTP over SSL

POP over SSL

LDAP over SSL

WebDAV over SSL

Webサービスで本機からWindows Vista への通信を
SSLにする場合

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. 3-6）
をごらんください。

A 管理者設定画面で、［5 ネットワーク設定］を押しま
す。

B ネットワーク設定画面で［次画面→］を押し、［5 詳細
設定］を押します。

C ［9 証明書無効時処理］を押します。

証明書無効時処理画面が表示されます。

D 項目を設定します。
［継続］を選択するとサーバーの証明書の有効期間
が失効している場合でもジョブを継続します。
［ジョブを削除］を選択するとサーバーの証明書の
有効期間が失効している場合はジョブを削除しま
す。

ひとこと

設定を中止する場合は、［し
おり表示］のメニュー名を
押すと入力した内容を反映
せずに戻ることができます。

E ［OK］を押します。
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第 5章

第5章 スキャナー機能で困ったとき
ここでは、スキャナー機能を使用しているときに起きる現象や対処方法について説
明しています。ここに記載されていない現象が起きたときや、問題が解決しないと
きはサービス管理店にお問合わせください。

5.1 トラブルシューティング ................................................................ 5-2
5.2 ネットワークエラーリスト ............................................................. 5-3



5.1 トラブルシューティング

コンピューターから本機に接続したときに、エラーダイアログが表
示される場合
本機の IP アドレスを確認してください。

それでも接続できない場合は、ネットワーク管理者にお問合わせください。

「SMTPが使用できません」「FTPが使用できません」と表示された
場合
ネットワークコネクタが正しく接続されているか確認してください。

HDD Ready 表示がHDD異常の場合
サービス管理店にお問合わせください。
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5.2 ネットワークエラーリスト

エラーメッセージが表示されたときは以下のように対処してください。

メッセージ 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。

同報可能件数オーバーのため、
指定された通信方式の宛先は選
択できません

同報可能件数をこえて宛先を指定しています。同報宛先の数を減
らし、数回に分けて指定してください。

HDDの容量オーバーのため、
ボックスに画像を保存できませ
んでした。履歴を確認してくだ
さい

HDDがいっぱいになりました。不要なデータを削除してから保
存しなおしてください。

ボックスの登録数が上限値です 登録できるボックスの上限をこえています。不要なボックスがあ
れば削除してから登録しなおしてください。

ボックスに登録されているド
キュメント数が上限値です

ひとつのボックスに登録できるドキュメントの上限をこえていま
す。不要なドキュメントがあれば削除してから登録しなおしてく
ださい。

ジョブの登録が上限値です。登
録中のジョブが終了するまでし
ばらくお待ちください

登録されているジョブの上限をこえています。終了するまで待つ
か、現在のジョブを削除してください。
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第 6章

第6章 付録
ここでは、ネットワーク／スキャナー機能の製品仕様や、入力文字の一覧などの情
報を記載しています。

6.1 製品仕様 ...................................................................................... 6-2
6.2 文字を入力するには ....................................................................... 6-4
6.3 入力文字一覧 .............................................................................. 6-11
6.4 用語集 ....................................................................................... 6-13



6.1 製品仕様

スキャナー機能

項目 仕様

スキャン速度 45枚 / 分（A4時）

スキャン可能範囲 コピー機と同じ（最大A3）

機能 E-mail 送信
ファイル送信（FTP）
ファイル送信（SMB）
ファイル送信（WebDAV）
Webサービススキャン
ボックス保存

スキャナー解像度 200/300/400/600dpi

読込可能な用紙サイズ A3/A4 w/A4/A5/A5 w/B4/B5 w/B5/B6 w/8.5 × 11 w/
8.5 × 11/5.5 × 8.5/5.5 × 8.5 w/8.5 × 14/11 × 17/ はがき

特殊機能 混載原稿、Z折れ原稿、長尺原稿、両面とじ方向、枠消し、ブッ
ク連写、原稿セット方向、スタンプ／ページ印字
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6.1 製品仕様
ネットワーク機能

*LotusDominoServer 使用時に検索条件で「含む」「終わる」を選択した場合、正しく動作しませ
ん。

項目 仕様

タイプ 組み込み型

フレームタイプ IEEE802.2/802.3/Ethernet II/IEEE802.3SNAP

接続ケーブルタイプ 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

コネクタ RJ-45

主な対応プロトコル TCP/IP（IPv4/IPv6）、BOOTP、ARP、ICMP、DHCP、AutoIP、
SLP、SNMP、FTP、LPR/LPD、RAW Socket、SMB over TCP/
IP、IPP、HTTP、POP、SMTP、LDAP、NTP、SSL、IPX/SPX、
AppleTalk、 Bonjour、NetBEUI、WebDAV、DPWS、S/MIME、
IPsec、DNS、 DynamicDNS

対応 LDAPサーバー OpenLDAP 2.1x、Active Directory、Exchange 5.5/2000/2003、
Sun Java Directory Server（Netscape/iPlanet Directory 
Server）、Novell NetWare 5.x/6.x NDS、Novell eDirectory 8.6/
8.7、LotusDominoServer（5.x/6.x）*

対応 LDAPプロトコル LDAPプロトコルバージョン 3（バージョン 2はサポートせず）

対応SSLバージョン SSL2、SSL3、TLS1.0（サーバー側に x.509 証明書がインストールさ
れていること）

マルチプロトコル 自動判別

PageScope Web 
Connection の動作環境

対応Webブラウザー：
Microsoft Internet Explorer Ver.6 以降（JavaScript 有効・
Cookie 有効）
Netscape Navigator Ver.7.02 以降（JavaScript 有効・Cookie 有
効）
Mozilla Firefox Ver.1.0 以降（JavaScript 有効・Cookie 有効）
Adobe® Flash® Player（表示形式で Flash を選択する場合、Ver.7.0
以降のプラグインが必須）

設定 不揮発性メモリーに保存
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6.2 文字を入力するには

ユーザー登録や不定形紙の登録などで名前を入力するときに表
示される、文字入力画面の操作について手順を説明します。数
字を入力するときはテンキーから直接入力もできます。
文字入力画面には以下のような種類があります。
例
ユーザー名入力画面：

不定形紙名称変更画面：

ひとこと

ユーザー名、プログラム名、
ボックス名、グループ名、
アドレス帳に「￥」や「～」
を使用した場合、コン
ピューターから参照すると
文字化けをおこすことがあ
ります。
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6.2 文字を入力するには
キーボードの拡大表示
キーボードを拡大して見やすく表示することができます。

A キーボードの表示中に、［拡大ON］を押します。

キーボードが拡大表示されます。

ひとこと

拡大表示した状態でも、
キーボードの操作方法は同
じです。

B 拡大表示中に［拡大OFF］を押すと、拡大表示を解除
して通常の表示に戻ります。

英数字を入力する

% 表示されているキーボードから、入力する文字のキー
を押します。
大文字、記号を入力する場合は、［Shift］を押しま
す。
全角の英数字を入力する場合は［全角］を押しま
す。
半角数字はテンキーからでも入力できます。

文字ボックスに入力した文字が表示されます。

･ 入力した文字や数字を修
正する場合は、［←］、
［→］で修正する文字に
カーソルを合わせ、［削
除］を押し、文字や数字
を入力します。
･ 入力した文字を全て取消
す場合は、【C】を押しま
す。

ひとこと

･［元に戻す］を押すとキー
ボードが表示されたとき
の状態に戻ります。
･ 一部のキーは、文字入力
の対象によっては表示さ
れない場合があります。
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6.2 文字を入力するには
ひらがなを入力する

A ［ひらがな］を押します。

B 表示されているキーボードから、入力する文字のキー
を押します。
濁音（「がぎぐげご」など）や半濁音（「ぱぴぷぺ
ぽ」）、拗音（「きゃきゅきょ」など）を入力する場
合は、［他かな］を押します。

文字ボックスに入力した文字が反転表示されます。

ひとこと

［元に戻す］を押すとキー
ボードが表示されたときの
状態に戻ります。

C ［無変換］を押します。

文字ボックスに確定した文字が表示されます。

･ 入力した文字や数字を修
正する場合は、［←］、
［→］で修正する文字に
カーソルを合わせ、［削
除］を押し、文字や数字
を入力します。
･ 入力した文字を全て取消
す場合は、【C】を押しま
す。

ひとこと

一部のキーは、文字入力の
対象によっては表示されな
い場合があります。
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6.2 文字を入力するには
カタカナを入力する

A ［カタカナ］を押します。

B 表示されているキーボードから、入力する文字のキー
を押します。
濁音（「ガギグゲゴ」など）や半濁音（「パピプペ
ポ」）、拗音（「キャキュキョ」など）を入力する場
合は、［他かな］を押します。
半角のカタカナを入力する場合は［半角］を押しま
す。

文字ボックスに入力した文字が表示されます。

･ 入力した文字や数字を修
正する場合は、［←］、
［→］で修正する文字に
カーソルを合わせ、［削
除］を押し、文字や数字
を入力します。
･ 入力した文字を全て取消
す場合は、【C】を押しま
す。

ひとこと

･［元に戻す］を押すとキー
ボードが表示されたとき
の状態に戻ります。
･ 一部のキーは、文字入力
の対象によっては表示さ
れない場合があります。
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6.2 文字を入力するには
漢字を入力する

A ［ひらがな］を押します。

B 表示されているキーボードから、入力する文字のキー
を押します。
濁音（「がぎぐげご」など）や半濁音（「ぱぴぷぺ
ぽ」）、拗音（「きゃきゅきょ」など）を入力する場
合は、［他かな］を押します。

文字ボックスに入力した文字が反転表示されます。

C ［変換］を押します。

変換候補選択画面が表示されます。

D 表示された候補の中から入力したい漢字のキーを押し
ます。

･ 熟語単位で変換できます。
･ 入力した文字が、変換の
対象になります。
･ 変換を中止するときは、
［中止］を押します。
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6.2 文字を入力するには
E ［OK］を押します。

文字ボックスに確定した文字が表示されます。

候補が 18個以上ある場合
に、［↑］または［↓］の
キーが現れます。
･［↑］を押すと前候補が表
示されます。
･［↓］を押すと次候補が表
示されます。

･ 入力した文字や数字を修
正する場合は、［←］、
［→］で修正する文字に
カーソルを合わせ、［削
除］を押し、文字や数字
を入力します。
･ 入力した文字を全て取消
す場合は、【C】を押しま
す。

ひとこと

･［元に戻す］を押すとキー
ボードが表示されたとき
の状態に戻ります。
･ 一部のキーは、文字入力
の対象によっては表示さ
れない場合があります。
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6.2 文字を入力するには
文字コードで入力する
16 進数（1～ 0、A～ Fの組合わせ）の文字コードで、文字や
記号を入力します。

A ［文字コード］を押します。

B 表示されているキーボードから、文字コードを入力し、
［入力］を押します。

文字コードにしたがって、文字ボックスに文字が表示
されます。

･ 本機の文字コードは
Shift-JIS コードです。文
字コードと文字の対応に
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。
･ 入力した文字や数字を修
正する場合は、［←］、
［→］で修正する文字に
カーソルを合わせ、［削
除］を押し、文字や数字
を入力します。
･ 入力した文字を全て取消
す場合は、【C】を押しま
す。
･ 設定する項目によって、
使用できない文字コード
があります。

ひとこと

･［元に戻す］を押すとキー
ボードが表示されたとき
の状態に戻ります。
･ 一部のキーは、文字入力
の対象によっては表示さ
れない場合があります。
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6.3 入力文字一覧

入力画面
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6.3 入力文字一覧
ひらがな

カタカナ（全角）

英数字／記号

カタカナ（半角）

英数字／記号

（全角）
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6.4 用語集

用語 説明

アルファベット 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。

Active Directory Microsoft が提供するネットワーク上に存在するサーバー、
クライアント、プリンターなどのハードウェア資源や、それ
らを使用するユーザーの属性、アクセス権などの情報を一元
管理することができるサービスのこと。

Adobe® Flash® Adobe Systems 社（旧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、ウェブブラウザーに専用のプラグインを導入して
閲覧できる。

anonymous FTP 通常は、アカウントとパスワードによって保護される FTP
サイトを、アカウント名にanonymous（匿名）と入力す
ることでパスワードが不要になり、誰でも利用できるように
なる FTPサイトのこと。

APOP Authenticated Post Office Protocol の略。通常のPOP
が電子メールの受信に使われるパスワードを暗号化しないの
に対して、パスワードを暗号化することで安全性が向上した
認証方法のこと。

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。

Auto IP 自動で IPアドレスを取得する機能。DHCPによる IPアド
レス取得に失敗した場合、「169.254.0.0」のアドレス空間
から任意の IPアドレスを取得する。

bit Binary Digit の略。コンピューターやプリンターなどが扱う
情報（データ量）の最小単位。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。

Byte コンピューターやプリンターなどが扱う情報（データ量）の
単位。1Byte=8bit で構成される。

CSV Comma Separated Values の略。データベースソフトや
表計算ソフトのデータをテキストファイルとして保存する形
式の1つ（拡張子は .csv）。データをカンマ（区切り符号）
で仕切ることで、異なるアプリケーション間でのデータの共
有を図ることができる。
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6.4 用語集
Default 
Gateway

同一 LAN上に存在しないコンピューターへアクセスする際
に使用する「出入り口」の代表となるコンピューターやルー
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、サーバーからネッ
トワークに関する設定を自動的に読みこむプロトコル。
DHCPサーバーで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ーにアクセスできるよう
になる。

DPI（dpi） Dots Per Inch の略。プリンターやスキャナーなどで使わ
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。

Dynamic 認証
（LDAP設定）

MFPから LDAPサーバーに接続する際の、認証方法オプ
ションのひとつ。宛先情報を LDAPサーバーから参照する
ときに、LDAPサーバーへのログイン名とパスワードを
ユーザーに毎回入力させたい場合、このオプションを選択す
る。

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。

GSS-SPNEGO/
Simple/Digest 
MD5

LDAPサーバーへのログオン時の認証形式。LDAPサー
バーは使用するサーバーやサーバーの設定により認証形式が
異なり、GSS-SPENEGO/Simple/Digest MD5という認
証形式がある。

HTTP HyperText Transfer Protocol の略。Webサーバーとク
ライアント（Webブラウザーなど）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。

ICM Image Color Management の略。Windowsで使用され
ているカラーマネジメントシステムのこと。ディスプレイ・
スキャナー・プリンターなどの入出力デバイスによる色の違
いを調節し、どのデバイスでも同じ色に近づけるよう再現す
る。

IMAP Internet Message Access Protocol の略。サーバー上
のメールボックスの管理機能を持つ電子メール受信用のプロ
トコルのこと。現在は IMAPのバージョン4である IMAP4
が主に使われている。

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
機器の制御を行な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ーにデータを送って印刷することもで
きる。

用語 説明
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6.4 用語集
IPsec TCP/IP で使用されているセキュリティー技術の名称。送信
するパケットの暗号化や認証に関するプロトコルを決めるこ
とによって、セキュリティーを強化したサービス提供が可能
となる。

IPv6 Internet Protocol version 6 の略。
インターネットを使用する機器の増加に伴い、現在使用され
ている IPv4 に代わるものとして準備が進められてきたプロ
トコルの名称。
IPアドレスの 128ビット化、セキュリティー機能の追加な
どが追加されている。

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。

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 のように最大 3桁の数字 4つ
で表される。コンピューター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アドレスが割り振られる。

JPEG Joint Photographic Experts Group 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 .jpg）。圧縮率はお
おむね1/10 ～ 1/100 程度。写真などの自然画の圧縮には
効果的な圧縮方式を誇る。

Kerberos Windows2000 以降で使用されているネットワーク認証シ
ステムの一つ。Active Directory の認証に使用される。
ネットワーク内に信頼できるサイトを配置し、このサイトで
ユーザーのログオンと各種ネットワーク・リソース利用とい
う2段階のフェーズで認証を行うことにより、ユーザーを
安全かつ効率的に認証することができる。

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ー同士を接続した
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ーでも
使用されるようになり、今では標準的な印刷プロトコルと
なっている。

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ーに出力させることがで
きる。

LDAP Lightweight Directory Access 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、ネットワークを利用するユーザーのメールアドレスや、
環境に関する情報を管理できるデータベースにアクセスする
ためのプロトコルのこと。

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・割り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
意にカードに割り当てる番号である。

用語 説明
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6.4 用語集
MH Modified Huffman の略。ファクス用のデータ圧縮符号方
式の1つ。文字を中心とした原稿の場合、10分の 1程度に
圧縮される。

MIB Management Information Base の略。TCP/IP 通信にお
いて、SNMPを用いて収集されるネットワーク機器の管理
情報フォーマットを定義したもの。メーカー独自のプライ
ベートMIBと、標準化されたスタンダードMIBの 2種があ
る。

MMR Modified Modified Read の略。ファクス用のデータ圧縮
符号方式の1つ。文字を中心とした原稿の場合、20分の 1
程度に圧縮される。

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。コンピューター名を設定する
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。

NTLM NT LAN Manager の略。Windows NT以降で共通して使
用されるユーザー認証方式。MD4またはMD5という暗号
方法でパスワードを暗号化する。

NTP Network Time Protocol の略。コンピューターの内部時計
を、ネットワークを介して正しく調整するプロトコルのこ
と。 階層構造を持ち、最上位のサーバーが GPS等を利用し
て正しい時刻を得、下位のホストはそれを参照する事で時刻
を合わせる。

OCR Optical Character Reader の略。手書き文字や印字され
た文字を光学的に読み取り、前もって記憶されたパターンと
の照合によって文字を特定し、文字データに変換する装置ま
たはソフトウェアのこと。

OS（オーエス） Operating System の略。コンピューターのシステムを管
理する基本ソフトウェア。Windows/MacOS/Unix もその
中の 1つ。

PASV PASsiVe の略。ファイアウォール内部から FTPサーバー
に接続するモード。このモードに設定していないとファイア
ウォールが不正アクセスと見なし、接続を遮断してしまうた
め、ファイル転送をすることができなくなる。

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。

POP Post Office Protocol の略。メールサーバーから電子メー
ル受信を行うためのプロトコルのこと。現在はPOPのバー
ジョン3であるPOP3が主に使われている。

POP Before 
SMTP

電子メールを送信する際の、ユーザー認証方法のひとつ。ま
ず受信動作を行い、POPサーバーにてユーザー認証を行う。
その後、POPサーバーにユーザー認証を通過した IP アドレ
スに対して、SMTPサーバーの利用を許可する。メール
サーバーの利用権のない第三者が、不正にメールを送信する
のを防ぐ。

用語 説明
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6.4 用語集
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ーのこと。

Rawポート番号 Windows等の TCP印刷でRawプロトコルを選択した場
合に使うTCPポート番号のこと。通常の番号は 9100。

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 のサーバーソフトウェア。

realm（IPP設定） セキュリティ機能を実現するための領域。ユーザー名とパス
ワードなどの認証情報を組織化し、領域内のセキュリティ原
則を定義する。

referral 設定
（LDAP設定）

宛先を検索した LDAPサーバーに該当するデータが無かっ
た場合、次にどの LDAPサーバーを検索するべきか、
LDAPサーバーが指示を行う。この指示された LDAPサー
バーを、MFPが検索するかどうかの設定。

SLP Service Location Protocol の略。TCP/IP ネットワーク
上のサービスや、クライアントの自動検索を行う。

S/MIME Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions の略。
MIME（E-mail の操作）に暗号化や電子署名などの機能を
追加するプロトコル。
暗号化には、暗号化と復号化で異なる鍵を使う公開鍵方式が
利用されている。

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ー共有を実現するプ
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。

SSL/TLS Secure Socket Layer/Transport Layer Security の略。
Webサーバーとブラウザー間で安全にデータ通信するため
の暗号化方式のこと。

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。

TCP Socket TCP/IP において利用するネットワーク用API のことを指
す。このソケットを使って通信路を開いて、通常のファイル
入出力を行う。

TIFF Tagged Image File Format 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 .tif）。データの型を表す
「タグ」によって、1つの画像データの中にさまざまな種類
の画像形式の情報を保存できる。

TWAIN スキャナーやデジタルカメラなどの画像入力機器と、グラ
フィックソフトなどのアプリケーションとの間のインター
フェースに関する規格のこと。TWAIN対応機器を使用する
ためには、TWAIN ドライバが必要である。

用語 説明
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6.4 用語集
USB Universal Serial Bus の略。コンピューターとマウスやプ
リンター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、コンピューター名と IPアドレス変換を行うネームサー
バーを呼び出すためのサービス。

Zone AppleTalk ネットワークに付ける名前。AppleTalk ネット
ワーク上の複数の機器をグループ分けするために使用する。

あ行 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。

インストール ハードウェア、OS、アプリケーション、プリンタードライ
バー等を、コンピューターのシステムに組み込むこと。

ウェブブラウザー 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。

か行 画素 画像を構成する最小単位のこと。

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。

階調 画像の濃淡の段階のこと。数が大きいほど、滑らかな濃度変
化を再現できる。

拡張子 ファイルの保存形式を見分けるために、ファイル名につけら
れる文字列のこと。ピリオドに続けて表記される。「.bmp」
や「.jpg」など。

クライアント ネットワークを介して、サーバーが提供するサービスを利用
する側のコンピューターのこと。

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。

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。

コントラスト 画像の明るい部分と暗い部分の差（明暗の差）のこと。明暗
の差が少ない画像を「コントラストが低い画像」、明暗の差
が大きい画像を「コントラストが高い画像」という。

コンパクトPDF カラー文書をデータ化する際に、PDF形式を利用して容量
を小さく抑える圧縮技術。
文字領域とイメージ領域を認識し、それぞれの領域に最適な
圧縮方法、解像度を適用することで、高い圧縮性能を実現す
る。
本機では、スキャン機能により文書をデータ化する際に、コ
ンパクトPDFを選択することができる。

用語 説明
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さ行 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。

サムネイル 画像ファイルや文書ファイルの内容（ファイルを開いたとき
のイメージ）を小さく表示する機能のこと。

シングルページ
TIFF

1 つのファイルが1ページだけの TIFF ファイルのこと。

線数 画像を形成する網点が、どれだけの密度で使われるかを示し
た数のこと。

走査（scan） スキャナーの読み取り動作で、一列に並んだイメージセンサ
を少しずつ移動させながら画像を読み取っていくこと。イ
メージセンサを移動させる方向を主走査方向といい、イメー
ジセンサが一列に並んでいる方向を副走査方向という。

た行 デフォルト 初期設定値のこと。電源ボタンをオンにしたときに、あらか
じめ選択されている設定。または、ある機能をオンにしたと
きにあらかじめ選択されている設定。

ドライバ コンピューターと周辺機器の橋渡しをするソフトウェアのこ
と。

な行 濃度 画像の濃さを表す量のこと。

は行 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。

ハーフトーン 画像の各部分の濃淡を、黒または白の点の大小で表現する方
法のこと。

ピア・ツー・ピア 専用のサーバーを使うことなく、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。

ピクセル 画素のこと。画像を構成する最小単位。

プリンタードライ
バー

コンピューターとプリンターの橋渡しをするソフトウェアの
こと。

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 コンピューターが他のコンピューター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。プリンタードライバーを使用する際は、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。

ホスト名 ネットワーク上の機器を表す名前のこと。

ポート番号 ネットワーク上のコンピューター内で動いている複数の処理
のそれぞれの通信口を識別する番号のこと。同一のポートを
複数の処理で使用することはできない。

ま行 メモリー 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。

用語 説明
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