
ユーザーズガイド　ファクスドライバー機能編



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

本製品にオプションの FAX キットを装着すると、Windows対応コン
ピューターから直接ファクスとして送信することができます。

このユーザーズガイドには、ファクス送信で利用するファクスドライ
バーの機能や操作方法、使用上のご注意などについて記載しています。
本機の性能を十分に発揮させて、効果的にご利用いただくために、ご使
用の前にこのユーザーズガイドを最後までお読みください。

安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず別冊の「安全に
お使いいただくために」をお読みください。

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

電波障害について

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

この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがありま
す。

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

商標、著作権等について

� 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。

� Mozilla および Firefox はMozilla Foundation の商標です。
� Novell、およびNetWare は、米国およびその他の国における
Novell, Inc. の登録商標［または］商標です。

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

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

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

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

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

� Compact-VJE
Copyright 1986-2003 VACS Corp.

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

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

ライセンス情報

本製品は、RSA Security Inc. の RSA® BSAFETM

ソフトウェアを搭載しています。

� その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
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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/)”
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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).

� 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.
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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 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.]
5



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.
6



* 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.

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.
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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.
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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 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.
* 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.
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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.

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.
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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.

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.
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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)

免責

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

� 本ユーザーズガイドに記載されている情報は、予告なく変更される
場合があります。
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ソフトウェア使用許諾契約書
本パッケージにはコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社（以
下、「KMBT」）より提供される、プリンターシステムの一部を構成する
ソフトウエア、特殊な暗号化フォーマットにデジタルコード化された機
械可読アウトラインデータ（以下、「フォントプログラム」）、その他プ
リンティングソフトウェアと連動しコンピューターシステム上で動作す
るソフトウェア（以下、「ホストソフトウェア」）、そして関連する説明
資料（以下、「ドキュメンテーション」）が含まれています。

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

本ソフトウェアは以下の条件の下でお客様にご使用いただいておりま
す。

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

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

2. 上記 1. に定義されているフォントプログラムのライセンスに加え、
お客様は、フォントの重み、スタイル、文字・数字・シンボルの
バージョンをプリンティングソフトウェアを使用するコンピュー
ターにおいて再生表示することができます。

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

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

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

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

7. 本ソフトウェア、ドキュメンテーション、およびそれらの複製物に
対する権利および所有権その他の権利はすべてKMBTおよびその
ライセンサーに帰属します。
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8. 商標は、商標の所有者名を明示し、容認された商標慣行にしたがっ
て使用されるものとします。商標の使用は、本ソフトウェアによっ
て生成された印刷出力の識別を目的とする場合に限られます。いか
なる商標であっても、こうした使用によって当該の商標の所有権が
お客様に付与されることはありません。

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

10.KMBTおよびそのライセンサーは、損害が生じる可能性について報
告を受けていたとしても、本ソフトウェアの使用に付随または関連
して生ずる間接的、懲罰的あるいは実害、利益損失、財産損失につ
いていかなる場合においても、また第三者からのいかなるクレーム
に対しても一切の責任を負いません。KMBTおよびそのライセン
サーは、本ソフトウェアの使用に関して、明示であるか黙示である
かを問わず、商品性または特定の用途への適合性、所有権、第3者
の権利を侵害しないことへの保証を含むがこれに限定されず、すべ
ての保証を否認します。ある国や司法機関、行政によっては付随的、
間接的、あるいは実害の例外あるいは限定が認められず、お客様に
上記の制限はあてはまらない場合もあります。

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

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

本書で使用している画面について

ファクスドライバーの機能に関する説明は、とくに断りのない限り、
Windows XP用ファクスドライバーを使用して説明しています。

本書の使い方

製品名

プリンター本体（本機） 本機、またはプリンター

内蔵ネットワークコントローラー ネットワークコントローラー

プリンターコントローラー、本機を組み合
わせたプリンティングシステム

プリンティングシステム

Microsoft Windows Windows
18



概要 1
1 概要

1.1 プリンターコントローラーとは
プリンターコントローラーは、本機をプリンターとして利用するための
装置です。コンピュータからファクス送信するPC-FAXの場合も、プ
リンターコントローラーが実現しているプリンター機能を利用します。

プリンターコントローラーの役割

プリンターコントローラーは、あらかじめ、本機に内蔵されています。

プリンティングシステムとつながっているコンピューター上のアプリ
ケーションからプリントおよびファクス送信ができます。本機をネット
ワークプリンターとして使用する場合も、コンピューター上のアプリ
ケーションからプリントおよびファクス送信ができます。

�
ご注意）
ファクス送信を行うには、オプションの FAX キットが必要です。

コンピューター
プリンティングシステム

プリン
ターコン
トロー
ラー

本機
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概要 1

PC-FAX送信の流れ

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

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

アプリケーションから送られた送信コマンドは、ファクスドライバーが
受け取ります。

USB 接続で使用する場合はUSB インターフェース、ネットワーク接
続で使用する場合はEthernet（TCP/IP、IPX/SPX）を通じてデータ
が本機に送られ、本機からプリンターコントローラーに渡されます。プ
リンターコントローラーでは画像のラスタライズ（出力する文字や画像
をビットマップデータに展開する）処理が行われます。このデータが本
機のメモリに蓄積され、通常のファクスジョブと同様にファクス送信さ
れます。

コンピューター
ネットワーク接続で使用
する場合

USB接続で使用する場合

アプリケーション アプリケーション

ファクスドライバー ファクスドライバー

Ethernet
（TCP/IP、IPX/SPX）

USB

本機

ファク
ス送信

プリンターコントローラー

PS/PCL 処理（ラスタライズ）
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概要 1
1.2 動作環境
本プリンティングシステムを使うために必要なシステムと、接続に使用
するインターフェースについて説明します。

接続できるコンピューターとOS

接続するコンピューターが、以下の条件を満たしていることを確認して
ください。

Windows

オペレーティングシステム Windows NT Workstation/Server Version4.0
（Service Pack 6 以降）、Windows 2000 Professional/
Server（Service Pack 3 以降）、Windows XP Home 
Edition/Windows XP Professional、Windows XP Pro-
fessional x64 Edition、Windows Vista Home Basic/
Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise、Win-
dows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/
Business/Enterprise x64 Edition、Windows Server 
2003 Standard Edition、Windows Server 2003 x64 
Edition

CPU OSが推奨する環境以上

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

ドライブ CD-ROM ドライブ
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概要 1
1.3 セットアップの流れ
本プリンティングシステムをご使用いただくためには、セットアップを
行う必要があります。

セットアップとは、本機とコンピューターを接続し、ファクスドライ
バーをコンピューターへインストールする一連の準備をいいます。

セットアップする場合は、以下の流れとなります。

1 本機とコンピューターを接続する。

2 ネットワーク接続の場合は、ネットワークを設定する。

3 ファクスドライバーをインストールする。

�
ワンポイントアドバイス）
本機とコンピューターを接続する方法については、「ユーザーズガイ
ド プリンター機能編」をごらんください。

既存のファクスドライバーをアップデートする場合は、先に既存の
ファクスドライバーを削除してください。詳しくは、「ファクスドラ
イバーをアンインストールする場合」（p. 2-17）をごらんくださ
い。
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ファクスドライバーのインストール 2
2 ファクスドライバーのインストール

2.1 接続方法とインストール方法
本プリンティングシステムを使用するためには、ファクスドライバーの
インストールが必要です。ファクスドライバーとは、出力するデータの
処理などを制御するプログラムで、使用する前に付属のCDからコン
ピューターにインストールします。

Windows ファクスドライバーのインストール方法は、接続方法によっ
て異なります。

�
ワンポイントアドバイス）
ネットワーク環境での設定方法については、「ユーザーズガイド プ
リンター機能編」で説明しています。あらかじめ他のネットワーク
の設定が必要ですので、ここではローカル接続の方法でインストー
ルします。

接続方法 参照ページ

全ての接続方法 「インストーラーによる自動インストール」（p. 2-2）

ネットワーク接続 「プリンタの追加ウィザードを使ったインストール」（p. 2-6）
「Windows 2000/NT 4.0 の場合」（p. 2-12）
「Windows XP/Server 2003 の場合」（p. 2-6）
「Windows Vista の場合」（p. 2-9）

USB接続 「プラグアンドプレイを使ったインストール」（p. 2-14）
「Windows 2000 の場合」（p. 2-14）
「Windows XP/Server 2003 の場合」（p. 2-15）
「Windows Vista の場合」（p. 2-16）
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インストーラーによる自動インストール

本インストーラーを利用すると、コンピューターと同じTCP/IP ネット
ワーク上の本機や、USBで接続されている本機が自動的に検出され、
必要なプリンタードライバーと同時にファクスドライバーもインストー
ルできます。また、手動で指定してインストールすることも可能です。

�
ワンポイントアドバイス）
ネットワーク接続の場合本機を自動的に検出するため、あらかじめ
本機に IP アドレスを設定しておきます。設定方法については、
「ユーザーズガイド プリンター機能編」をごらんください。

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

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

IPPS印刷を利用する場合は、本機に証明書を登録しておく必要が
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。

インストーラーの動作環境

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

OS Windows NT Workstation/Server Version4.0（Service 
Pack 6 以降）*、Windows 2000 Professional/Server
（Service Pack 3 以降）、Windows XP Home Edition/
Windows XP Professional、Windows XP Professional 
x64 Edition、Windows Vista Home Basic/Home 
Premium/Ultimate/Business/Enterprise、Windows 
Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/
Enterprise x64 Edition、Windows Server 2003 
Standard Edition、Windows Server 2003 x64 Edition

CPU OSが推奨する環境以上

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

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

インストーラーが起動するのを確認し、手順 2 へ進みます。
インストーラーが起動しない場合は、CD-ROM内のプリンタード
ライバーのフォルダーを開いて「Setup.exe」をダブルクリック
し、手順 3へ進みます。

2「プリンタのインストール」をクリックします。
プリンタードライバーのインストーラーが起動します。

�
メモ）
Windows Vista にインストールする場合、「ユーザーアカウン
ト制御」に関する画面が表示されるときは、「許可」または［続
行］をクリックします。

3 使用許諾契約書のすべての条項に同意する場合は、［同意します］ を
クリックします。

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

� 右下のボックスで使用許諾契約書の表示言語を変更できます。

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

接続されているプリンター・複合機が検出されます。
2-3



ファクスドライバーのインストール 2

5 本機を選択して［次へ］をクリックします。

� 本機の接続が認識できない場合は、リストに表示されません。
この場合は、画面下部の「上記以外のプリンター／複合機を指
定します。（IPアドレス、共有名など）」を選択し、手動で指定
してください。

� 印刷の方法として、標準印刷のほか、インターネット印刷
（IPP）やセキュリティ印刷（IPPS）を選択できます。ただし、
セキュリティ印刷（IPPS）は、Web Connection で SSLが
ONになっており、かつ IPPが有効な場合に利用できます。

�
メモ）
Windows Vista の場合は、インストーラを使って IPPS接続
（セキュリティ印刷）のセットアップを行うことはできません。
IPPS接続にする場合は、プリンタの追加ウィザードでセット
アップしてください。
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6［インストール設定］をクリックします。

7 インストールするコンポーネントを選択し、［OK］をクリックしま
す。

8「インストール内容確認」画面で［インストール］をクリックしま
す。

以降は、表示される画面にしたがって操作してください。

�
ワンポイントアドバイス）
「Windowsロゴテスト」、「Windows セキュリティ」、「デジタル署
名」に関する画面が表示されるときは、［続行］または［はい］をク
リックします。
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プリンタの追加ウィザードを使ったインストール

Windows XP/Server 2003 の場合

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

2［スタート］をクリックして、「プリンタと FAX」をクリックしま
す。

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

3 Windows XP の場合は、「プリンタのタスク」メニューから「プリ
ンタのインストール」をクリックします。
Windows Server 2003 の場合は、「プリンタの追加」をダブルク
リックします。

� 「プリンタの追加ウィザード」が起動します。

4［次へ］をクリックします。

Windows XP の場合 Windows Server 2003 の場合
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5「このコンピュータに接続されているローカルプリンタ」を選択し、
［次へ］をクリックします。

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

�
ワンポイントアドバイス）
ネットワーク環境での設定方法については、「ユーザーズガイド 
プリンター機能編」で説明しています。あらかじめ他のネット
ワークの設定が必要ですので、ここではローカル接続の方法で
インストールします。

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

7［ディスク使用］をクリックします。

8［参照］をクリックします。

9 CD-ROM内の目的のファクスドライバーフォルダーを指定し、
［OK］をクリックします。
指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバー、OS、言
語に応じて選択してください。
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10［OK］をクリックします。

� 「プリンタ」リストが表示されます。

11［次へ］をクリックします。

12画面の指示にしたがって操作します。

�
ワンポイントアドバイス）
「デジタル署名」に関する画面が表示されるときは、［続行］を
クリックします。

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

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

14CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出します。
これで、ファクスドライバーのインストールが完了しました。
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Windows Vista の場合

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

2［スタート］をクリックして、「コントロールパネル」をクリックし
ます。

3「ハードウェアとサウンド」の「プリンタ」をクリックします。
「プリンタ」ウィンドウが開きます。

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

4 ツールバーの「プリンタのインストール」をクリックします。

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

「プリンタポートの選択」が表示されます。

�
ワンポイントアドバイス）
ネットワーク環境での設定方法については、「ユーザーズガイド 
プリンター機能編」で説明しています。あらかじめ他のネット
ワークの設定が必要ですので、ここではローカル接続の方法で
インストールします。

本機に IP アドレスが設定してある場合は、手順5で「ネット
ワーク、ワイヤレスまたはBluetooth プリンタを追加します」
をクリックし、ネットワーク上の本機を検索してインストール
することができます。

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

8［参照］をクリックしします

9 CD-ROM内の目的のファクスドライバーフォルダーを指定し、
［OK］をクリックします。

指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバー、OS、言
語に応じて選択してください。

10［OK］をクリックします。
「プリンタ」リストが表示されます。

11インストールするプリンターを選択し、［次へ］をクリックします。

12画面の指示にしたがって操作します。

�
ワンポイントアドバイス）
「ユーザーアカウント制御」に関する画面が表示されるときは、
［続行］をクリックします。

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

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

13インストール終了後、インストールしたプリンターアイコンが「プ
リンタ」ウィンドウに表示されていることを確認します。
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14CD-ROMをCD-ROMドライブから取り出します。
これで、ファクスドライバーのインストールが完了しました。

Windows 2000/NT 4.0 の場合

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

2［スタート］をクリックして、「設定」－「プリンタ」をクリックし
ます。

� 「プリンタ」ウィンドウが表示されます。

3「プリンタの追加」アイコンをダブルクリックします。
� 「プリンタの追加ウィザード」が起動します。

4 画面の指示にしたがって操作します。

5 接続方法を指定する画面で、「ローカルプリンタ」を選択します。

�
ワンポイントアドバイス）
ネットワーク環境での設定方法については、「ユーザーズガイド 
プリンター機能編」で説明しています。あらかじめ他のネット
ワークの設定が必要ですので、ここではローカル接続の方法で
インストールします。

6［次へ］をクリックします。
ポートを指定する画面が表示される場合、ここでは「LPT1」を選
択します。
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7［ディスク使用］をクリックします。

8［参照］をクリックします。

9 CD-ROM内の目的のファクスドライバーフォルダーを指定し、
［OK］をクリックします。
指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバー、OS、言
語に応じて選択してください。

10［OK］をクリックします。
� 「プリンタ」リストが表示されます。

11［次へ］をクリックします。

12ポートを指定する画面が表示される場合、ここでは、「LPT1」を選
択します。

13画面の指示にしたがって操作します。

�
ワンポイントアドバイス）
「デジタル署名」に関する画面が表示されるときは、［はい］を
クリックします。

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

14インストール終了後、インストールしたプリンターアイコンが「プ
リンタ」ウィンドウに表示されていることを確認します。
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15CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出します。
これで、ファクスドライバーのインストールが完了しました。

プラグアンドプレイを使ったインストール

Windows 2000 の場合

1 本機とコンピューターをUSBケーブルで接続後、コンピューター
を起動します。

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

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

3 本機の主電源を入れます。

� 「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。

4「デバイスに最適なドライバーを検索する（推奨）」を選択し、［次
へ］をクリックします。

5「場所の指定」を選択し、［次へ］をクリックします。

6 CD-ROM内の目的のファクスドライバーフォルダーを指定し、
［OK］をクリックします。
指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバー、OS、言
語に応じて選択してください。

7［OK］をクリックし、画面の指示にしたがって操作します。

8［完了］をクリックします。

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

10CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出します。
これで、ファクスドライバーのインストールが完了しました。
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Windows XP/Server 2003 の場合

1 本機とコンピューターをUSBケーブルで接続後、コンピューター
を起動します。

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

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

3 本機の主電源を入れます。

� 「新しいハードウェアの検出ウィザード」ダイアログが表示され
ます。

�
ワンポイントアドバイス）
「新しいハードウェアの検出ウィザード」ダイアログが表示され
ない場合は、本体の電源をOFF/ONしてください。

電源をOFF/ON するときには、OFF にしたあと、約 10 秒たっ
てからON にしてください。
すぐにON にすると正常に機能しないことがあります。

4「一覧または特定の場所からインストールする（詳細）」を選択し、
［次へ］をクリックします。
「Windowsアップデートに接続する」画面が表示された場合は、
「いいえ」を選択します。

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

6 CD-ROM内の目的のファクスドライバーフォルダーを指定し、
［OK］をクリックします。
指定するフォルダーは、使用するプリンタードライバー、OS、言
語に応じて選択してください。

7［次へ］をクリックし、画面の指示にしたがって操作します。
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�
ワンポイントアドバイス）
「デジタル署名」に関する画面が表示されるときは、［続行］を
クリックします。

8［完了］をクリックします。

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

10CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出します。
これで、ファクスドライバーのインストールが完了しました。

Windows Vista の場合

1 本機とコンピューターをUSBケーブルで接続後、コンピューター
を起動します。

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

2 本機の主電源を入れます。

「新しいハードウェアが見つかりました」ダイアログが表示されま
す。

�
ワンポイントアドバイス）
「新しいハードウェア」ダイアログが表示されない場合は、本体
の電源をOFF/ONしてください。

電源をOFF/ONするときには、OFFにしたあと、約10秒たっ
てからONにしてください。すぐにONにすると正常に機能し
ないことがあります。

3「ドライバソフトウェアを検索してインストールします（推奨）」を
選択します。

ディスクを要求するダイアログが表示されます。
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�
メモ）
ディスクがない場合は、「ディスクはありません。他の方法を試
します」をクリックします。次の画面で「コンピュータを参照
してドライバソフトウェアを検索します（上級）」を選択して目
的のプリンタードライバーフォルダーを指定してください。

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

ディスク内の情報が検索され、本機に対応するソフトウェアの一覧
が表示されます。

5 目的のファクスドライバー名を指定し、［次へ］をクリックします。

6 画面の指示にしたがって操作します。

�
ワンポイントアドバイス）
「ユーザーアカウント制御」に関する画面が表示されるときは、
［続行］をクリックします。

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

7 インストールが終了したら［閉じる］をクリックします。

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

9 CD-ROMをCD-ROMドライブから取り出します。

これで、ファクスドライバーのインストールが完了しました。

ファクスドライバーをアンインストールする場合

ファクスドライバーを再インストールするときなど、プリンタードライ
バーを削除する必要がある場合は、以下の手順でドライバーを削除して
ください。

ファクスドライバーの削除機能がある場合：
ファクスドライバーをインストーラーでインストールした場合は、ファ
クスドライバーの削除機能が組み込まれています。

1［スタート］をクリックし、「すべてのプログラム」（または「プログ
ラム」）－「xxxxx（グループ名）」－「xxxxx（製品名）」－「プリ
ンタドライバの削除」をクリックします。
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2 削除するコンポーネントを選択し、［削除］をクリックします。
以降は、表示される画面にしたがって操作してください。

3 再起動する画面が表示されたら［OK］をクリックし、再起動しま
す。

ファクスドライバーの削除機能がない場合：
インストーラーを使わずにファクスドライバーをインストールした場合
は、ファクスドライバーの削除機能が組み込まれません。

1 Windows 2000/NT 4.0 の場合は、［スタート］をクリックし、「設
定」－「プリンタ」をクリックします。
Windows XP/Server 2003 の場合は、［スタート］をクリックし
て、「プリンタと FAX」をクリックします。
Windows Vista の場合は、［スタート］をクリックして「コント
ロールパネル」を開き、「ハードウェアとサウンド」の「プリンタ」
をクリックします。

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

Windows Vista で「コントロールパネル」がクラシック表示に
なっている場合は、「プリンタ」をダブルクリックします。
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2「プリンタ」（Windows XP/Server 2003 の場合は「プリンタと
FAX」）ウィンドウで、削除したいプリンターのアイコンを選択し
ます。

3 コンピューターの［Delete］キーを押し、ファクスドライバーを削
除します。

4 あとは、画面の指示にしたがって操作します。

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

Windows NT 4.0 の場合は、これでアンインストール完了です。手順
11に進みます。
Windows 2000/XP/Vista/Server 2003 の場合は、引き続きサー
バーのプロパティでファクスドライバーを削除します。

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

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

6「ドライバ」タブをクリックします。

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

� Windows 2000/XP/Server 2003 の場合は、手順9に進みま
す。

� Windows Vista の場合は、手順 8に進みます。

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

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

10「プリントサーバーのプロパティ」画面と「プリンタ」（Windows 
XP/Server 2003 の場合は「プリンタと FAX」）ウィンドウを閉じ
ます。

11コンピューターを再起動します。
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�
ご注意）
必ず再起動してください。

�
メモ）
上記の方法でファクスドライバーを削除しても、Windows 
2000/XP/Server 2003 の場合は、機種情報ファイルはコン
ピューターに残ります。このため同一バージョンのファクスド
ライバーを再インストールする場合、ドライバーが書き替えで
きない場合があります。この場合以下のファイルも削除してく
ださい。
「C: ￥WINDOWS￥system32￥spool￥drivers￥w32x86」
フォルダーを確認し、該当機種のフォルダーがあれば削除しま
す。ただし、ファクスドライバーのほかにPCLドライバーや
PostScript ドライバーがインストールされている場合は、両方
の機種情報が削除されます。一方のドライバーを残す場合は削
除しないでください。
「C: ￥WINDOWS￥inf」フォルダーにある「oem*.inf」と
「oem*.PNF」を削除します（ファイル名の「*」は番号を示し、
番号はコンピューターの環境により異なります）。
削除する前に inf ファイルを開いて、最後の数行に記述してある
機種名を確認し、該当機種のファイルであることを確認してく
ださい。PNF ファイルは inf ファイルと同じ番号となります。
Windows Vista で「ドライバとパッケージを削除する」で操作
した場合は、この作業は不要です。

これでファクスドライバーの削除は完了です。
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3 ファクスドライバーの設定
（Windows）

3.1 ファクスを送信する

送信操作

�
ご注意）
ファクス機能を利用するには、本機にオプションのファクスキット
を装着する必要があります。

�
メモ）
ファクス機能についての詳細は、「ユーザーズガイド ファクス機能
編」をごらんください。

1 目的のアプリケーションソフトウェアで送信したいデータを作成し
ます。

2［ファイル］メニューから「印刷」を選択します。

3「プリンタ名」でインストールした「xxxxxxx FAX」を選択します。

4 必要に応じて［プロパティ］（または［詳細設定］）をクリックし、
ファクスドライバーの設定を変更します。

� 「印刷」画面で［プロパティ］（または［詳細設定］）をクリック
すると、ファクスドライバーの設定画面が表示され、各種機能
を設定できます。詳しくは、「設定項目」（p. 3-11）をごらんく
ださい。

5［印刷］をクリックします。
FAX送信ポップアップが表示されます。
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6「名前」と「FAX番号」を入力します。

�
メモ）
「名前」は 80文字まで入力できます。

「FAX番号」は、0～ 9までの数字と、ハイフン（‐）、＃、*、P、
Tが半角 38文字まで入力できます。海外へ送信する場合は、番号
の最初に国番号を入力してください。

通信モードは必要に応じて変更してください。
ECM：ECM（エラー訂正モード）を設定します。V.34 がONの
場合はOFFにできません。
海外通信モード：海外通信時に速度を遅くして送信します。海外へ
の通信がエラーになる場合はONにしてください。
V.34：スーパーG3の FAX送信モードを設定します。通常はON
で使用し、相手先のモードで通信できない場合のみOFFにしてく
ださい。

電話帳に登録されているファクス番号は［電話帳から追加］で指定
できます。詳しくは、「送信先を電話帳から選択する」（p. 3-4）を
ごらんください。

入力した名前と FAX番号は、［電話帳へ登録］をクリックすると電
話帳の「簡易登録」フォルダーに登録できます。
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7［送付先一覧に追加］をクリックします。

� 送付先が複数の場合は、手順 6、7を繰り返します。100件まで
登録できます。

� 登録した送付先を取り消したいときは、［一覧から削除］で削除
できます。

8 必要に応じて［FAXモード設定詳細］、「FAXカバーシート」を設
定します。

� 詳しくは、「送信条件を設定する」（p. 3-6）、「FAXカバーシー
トを作成する」（p. 3-7）をごらんください。

9［OK］をクリックします。
ファクスデータが本機経由で送信されます。
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送信先を電話帳から選択する

�
メモ）
電話帳を利用する場合は、あらかじめ送信先の名前やファクス番号
を電話帳に登録しておいてください。詳しくは、「電話帳に登録す
る」（p. 3-29）をごらんください。

1 送信時に、FAX送信ポップアップで［電話帳から追加］をクリック
します。

� FAX送信ポップアップは「送信操作」（手順1～ 5）で開きます。
詳しくは、「送信操作」（p. 3-1）をごらんください。

2 電話帳左側のリストから「個人一覧」や「グループ」を選択し、目
的の送信先を個人情報一覧に表示させます。

� ［検索］をクリックすると条件を設定して検索できます。
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3 送信したい名前を選択し、［送付一覧に追加］をクリックします。

� 送付先が複数の場合は、同様に追加します。100件まで登録でき
ます。

� 登録した送付先を取り消したいときは、［削除］で削除できま
す。

�
メモ）
送付先をグループに登録してある場合は、グループ名を選択し
た状態で［送付一覧に追加］をクリックすると、全メンバーが
送付先に追加されます（同報送信）。

4［OK］をクリックします。
指定した名前が送付先一覧に追加され、FAX送信ポップアップにも
どります。
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送信条件を設定する

FAXモード設定詳細は、送信時に FAX送信ポップアップで［FAX
モード設定詳細］をクリックすると表示され、送付条件を設定します。

� 送信ファイルを印刷：ファクス送信したあとに原稿をプリントしま
す。

� タイマー送信：送信する時刻を指定します。［現在時刻を反映］をク
リックすると、コンピューターに設定されている現在時刻が「送信
時刻」に表示されます。

� SUBアドレス：Fコードを使用した親展通信を行う場合にSUBアド
レスを指定します。

� 送信 ID：Fコードを使用した親展通信を行う場合に送信 IDを指定し
ます。

�
メモ）
タイマー送信を行うときは、コンピューターに設定されている時刻
と本機に設定されている時刻が一致していることを確認してくださ
い。本機の現在時刻よりも送信時刻が前の場合は、翌日になってか
ら送信されます。

Fコードを使用して他機種のファクスに親展通信を行う場合は
「SUBアドレス」と「送信 ID」を入力します。「SUBアドレス」は
0～ 9までの半角数字で 20文字まで入力できます。「送信 ID」は
0～ 9までの半角数字と、＃、*で、20文字まで入力できます。
SUBアドレスと送信 IDの詳細は、「ユーザーズガイド ファクス機
能編」をごらんください。
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FAXカバーシートを作成する

送信時に FAX送信ポップアップで「FAXカバーシート」をONにす
ると表紙を付けて送信できます。カバーシートの内容は［設定］をク
リックして表示される「FAXカバーシート設定」ダイアログボックス
で編集できます。

「FAXカバーシート設定」ダイアログボックスでは、「基本」、「送付
先」、「発信者」、「イメージ」の各設定をそれぞれの画面に切り換えて変
更できます。

1 FAX送信ポップアップで「FAXカバーシート」のチェックボック
スをONにします。

2［設定］をクリックします。
「FAXカバーシート設定」ダイアログボックスが表示されます。

3「カバーサイズ」でカバーシートのサイズを設定します。

4「基本」タブで書式や用件などを設定します。

スタイル： カバーシートの書式デザインを選択します。

用件： 送信するファクスの件名を入力します。64
文字まで入力できます。
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5「送付先」タブで送付先の表記を設定します。

日付： 日付を指定します。形式を選択するか、任
意に入力します。入力する場合は 20文字
まで入力できます。

送付枚数： 送付枚数を指定します。

通信欄： 通信欄に表示する文章を入力します。640
文字まで入力でき、改行は 2文字分に換算
されます。

定型： 定型文を指定します。

詳細： 下段の「送付先設定詳細」で詳細に設定し
ます。

連名で記載： 送付先を連名で記載します。記載内容は、
FAX送信ポップアップの送付先一覧の内容
です。

送付先毎に変更： 送付先ごとに記載を切り換えます。記載内
容は、FAX送信ポップアップの送付先一覧
の内容です。

設定した情報を記
載：

直下の「会社名」「部署名」「名前」「FAX
番号」で指定した内容を表記します。

読み込み： 情報ボックスに1件目の送付先の内容を読
み込みます。
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�
メモ）
「送付先毎に変更」で送付状を個別に作成できるのは40件まで
です。

「送付先毎に変更」を指定した場合でも、「レイアウト」には、1
件目の送付先が見本として表示されます。

「連名で記載」および「送付先毎に変更」に設定した場合、登録
した名前が記載されますが、敬称は付加されません。

FAX送信ポップアップで送付先が設定されていない場合は、「設
定した情報を記載」は選択できません。また、ファクスドライ
バープロパティの「FAX」タブからも選択できません。

6「発信者」タブで発信者の表記を設定します。
記載する項目のチェックボックスをONにして内容を入力します。
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7 会社のロゴマークや地図などの画像を送付状に配置する場合は、「イ
メージ」タブで画像ファイルを指定します。
サイズはズームで、位置は「X」「Y」の数値で指定します。

8 指定内容を確認します。
［確認］をクリックするとレイアウトイメージを拡大して確認できま
す。

�
メモ）
［追加］をクリックすると、カバーシートの設定を保存して、次
から「カバーシート設定」リストで呼び出せます。

9［OK］をクリックします。
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3.2 設定項目

共通項目

ここでは、各タブの全画面で共通の設定やボタンについて説明します。

ボタン名 機能

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

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

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

追加（お気に入り） 現在の設定を登録し、あとでその設定を呼出すことができま
す。

編集（お気に入り） 保存してある設定を変更します。

標準に戻す このボタンをクリックすると、インストール直後の設定内容
にもどします。

本体情報 PageScope Web Connection を起動し、本体情報を確認
できます。本機と通信可能な状態で有効です。
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�
ご注意）
装着されているオプションを有効にするには、「装置オプション」の
設定が必要です。詳しくは、「装置情報タブの設定」（p. 3-27）を
ごらんください。

FAXタブ

ビュー 現在の設定でのページレイアウトのサンプルが表示され、プ
リント結果のイメージを確認できます。

ボタン名 機能

項目名 機能

解像度 ファクスの解像度を設定します。

送信ファイルを印刷 ファクス送信したあとに原稿をプリントします。

タイマー送信 送信する時刻を指定します。［現在時刻を反映］をクリックす
ると、コンピューターに設定されている現在時刻が「送信時
刻」に表示されます。

SUBアドレス Fコードを使用した親展通信を行う場合にSUBアドレスを
指定します。

送信 ID F コードを使用した親展通信を行う場合に送信 ID を指定しま
す。

FAXカバーシート ファクスのカバーシートを設定します。

電話帳の編集 電話帳を編集します。
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基本設定タブ

レイアウトタブ

スタンプ /ページ印字

装置情報タブ

�
メモ）
Windows 2000/XP/NT 4.0/Server 2003/Vista で「装置情報」
タブを表示させる場合は、インストールした「xxxxxxx FAX」のア
イコンを右クリックして「プロパティ」をクリックします。

［装置情報取得］の機能は、本機と通信可能な状態で接続されていな
いと利用できません。

項目名 機能

原稿の向き 原稿の用紙方向を設定します。

原稿サイズ 原稿の用紙サイズを設定します。

出力用紙サイズ 送信先で出力する用紙サイズを設定します。原稿サイズと異
なる場合は、自動的に拡大、縮小されます。

ズーム 拡大・縮小率を設定します。

［ユーザー認証 / 部門管理
設定］

本機で「ユーザー認証」している場合のユーザー名／パス
ワード、本機で「部門管理認証」している場合の部門名／パ
スワードを設定します。

項目名 機能

ページ割付 複数ページの文書を 1枚の用紙に割付ける、または 1枚の原
稿を複数の用紙に分割して出力します。［ページ割付詳細］で
詳細が設定できます。

白紙抑制 データに白ページがある場合、出力しません。

項目名 機能

ウォーターマーク 文書にウォーターマーク（文字スタンプ）を重ね合わせてプ
リントします。［編集］でウォーターマークの作成、変更、削
除ができます。

項目名 機能

装置オプション 本機に装着されているオプションやユーザー認証 / 部門管理
の状態を設定します。各項目の状態は「設定値の変更」で設
定します。

装置情報取得 本機と通信し、オプション装着の状態を読み取ります。

取得設定 装置情報取得を実行する接続先などの条件を設定します。

暗号化ワード 本機との通信で暗号化ワードがユーザー定義されている場合
に入力します。
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初期設定タブ

�
メモ
Windows 2000/XP/NT 4.0/Server 2003/Vista で設定タブを表
示させる場合は、インストールした「xxxxxxx FAX」のアイコンを
右クリックして「プロパティ」をクリックします。

項目名 機能

禁則発生時に確認メッ
セージを表示する

プリンタードライバーで、同時に設定できない機能を有効に
した場合にメッセージを表示します。

サーバープロパティ用紙
を使用する

プリンタフォルダーの［サーバーのプロパティ］で追加登録
した用紙を使用します。

印刷前に認証設定を検証
する

印刷前に本機に対し認証設定を検証し、適合しない場合は
メッセージを表示します。

印刷時に認証設定の入力
画面を表示する

印刷を指定するときにユーザー認証 / 部門管理設定ダイアロ
グボックスを表示し、ユーザー名や部門名の入力を促します。
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3.3 FAXタブの設定

� 解像度：ファクスの解像度を設定します。解像度を高くすると通信
時間が長くなることがあります。

� 送信ファイルを印刷：ファクス送信したあとに原稿をプリントしま
す。この機能は送信時の送信条件でも設定できます。詳しくは、「送
信条件を設定する」（p. 3-6）をごらんください。

� タイマー送信：送信する時刻を指定します。［現在時刻を反映］をク
リックすると、コンピューターに設定されている現在時刻が「送信
時刻」に表示されます。この機能は送信時の送信条件でも設定でき
ます。詳しくは、「送信条件を設定する」（p. 3-6）をごらんくださ
い。

� SUBアドレス：Fコードを使用した親展通信を行う場合にSUBアド
レスを指定します。この機能は送信時の送信条件でも設定できます。
詳しくは、「送信条件を設定する」（p. 3-6）をごらんください。

� 送信 ID：Fコードを使用した親展通信を行う場合に送信 IDを指定し
ます。この機能は送信時の送信条件でも設定できます。詳しくは、
「送信条件を設定する」（p. 3-6）をごらんください。

� FAXカバーシート：ファクスのカバーシートを設定します。この機
能は送信時でも設定できます。詳しくは、「FAXカバーシートを作
成する」（p. 3-7）をごらんください。

� 電話帳の編集：電話帳を編集します。詳しくは、「電話帳に登録す
る」（p. 3-29）をごらんください。
3-15



ファクスドライバーの設定（Windows） 3
�
メモ）
タイマー送信を行うときは、コンピューターに設定されている時刻
と本機に設定されている時刻が一致していることを確認してくださ
い。本機の現在時刻よりも送信時刻が前の場合は、翌日になってか
ら送信されます。

Fコードを使用して他機種のファクスに親展通信を行う場合は
「SUBアドレス」と「送信 ID」を入力します。「SUBアドレス」は
0～ 9までの半角数字で 20文字まで入力できます。「送信 ID」は
0～ 9までの半角数字と、＃、*で、20文字まで入力できます。
SUBアドレスと送信 IDの詳細は、「ユーザーズガイド ファクス機
能編」をごらんください。
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3.4 基本設定タブの設定

� 原稿の向き：原稿の用紙方向を設定します。
� 原稿サイズ：原稿の用紙サイズを設定します。
� 用紙サイズ：送信先で出力する用紙サイズを設定します。原稿サイ
ズと異なる場合は、自動的に拡大、縮小されます。

� ズーム：拡大・縮小率を設定します。
� ［ユーザー認証 /部門管理設定］：本機で「ユーザー認証」している場
合のユーザー名／パスワード、本機で「部門管理認証」している場
合の部門名／パスワードを設定します。

不定形サイズを設定する

不定形サイズの原稿で送信する場合や、送信先の用紙が不定形サイズで
あると分かっている場合は、以下の操作で用紙サイズの数値を指定しま
す。

1「原稿サイズ」または「用紙サイズ」から「不定形サイズ」を選択し
ます。

「不定形サイズ設定」ダイアログボックスが表示されます。
3-17



ファクスドライバーの設定（Windows） 3

2 以下の項目を設定します。

3［OK］をクリックします。

ユーザー認証を設定する

本機で認証モードが設定されている場合にユーザー名とパスワードを入
力します。

�
ご注意）
本機のユーザー認証で有効ではないユーザー名やパスワードを入力
して送信したり、または「認証」にチェックしないで送信した場合
は、本機で認証されずにジョブが破棄されます。

本機でユーザー認証が設定され、認証操作禁止機能がモード 2の場
合、認証情報が正しく入力されていない場合は、該当するユーザー
がロックされアクセスができなくなる場合があります。

ユーザー認証が「装置情報」タブで設定されていないと、ユーザー
認証が行えません。ユーザー認証を利用している場合は、必ず「装
置オプション」で設定してください。詳しくは、「装置情報タブの設
定」（p. 3-27）をごらんください。

1「基本設定」タブをクリックします。

2［ユーザー認証 /部門管理設定］をクリックします。

幅： 不定形サイズの幅を単位に合わせて設定し
ます。

長さ： 不定形サイズの長さを単位に合わせて設定
します。

単位： サイズを設定する単位を選択します。
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3「登録ユーザー」をONにし、ユーザー名とパスワードを入力しま
す。

4［OK］をクリックします。

�
メモ）
本機でパブリックユーザーが許可されている場合は、パブリック
ユーザーで利用できます。

ユーザー認証をサーバーで行っている場合は、サーバーの設定が必
要です。［ユーザー認証サーバー設定］をクリックし、サーバーを選
択してください。

［検証］をクリックすると、本機と通信し入力したユーザーで認証可
能かどうかを確認できます。この機能は、本機と通信可能な状態で
接続されていないと利用できません。

中間サーバーで認証を行っている場合、サーバー管理者により指定
されているユーザー情報の入力が必要です。設定により、表示され
る画面や入力項目が異なります。詳しくはサーバーの管理者にお問
合せください。
中間サーバーで認証を行っている場合、本機の管理者設定で［シス
テム連携］－［OpenAPI 設定］－［認証］を「使用しない」にし
てください。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。

登録ユーザーであっても、使用が許可されていない場合は送信でき
ません。ユーザー認証については、本機の管理者にお問い合わせく
ださい。
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オプションの認証装置によるユーザー認証を行っている場合も、手
順 3のユーザー名とパスワードを入力してください。詳しくは、認
証装置に付属のマニュアルをごらんください。

部門管理を設定する

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

�
ご注意）
本機側の「部門管理機能」で有効ではない部門名やパスワードを入
力して送信したり、または「部門管理」にチェックしないで送信し
た場合は本機で認証されずにジョブが破棄されます。

本機の部門認証が設定され、認証操作禁止機能がモード 2の場合、
認証情報が正しく入力されていない場合は、該当する部門がロック
されアクセスができなくなる場合があります。

部門管理が「装置情報」タブで設定されていないと、部門管理が行
えません。部門管理を利用している場合は、必ず「装置オプション」
で設定してください。詳しくは、「装置情報タブの設定」（p. 3-27）
をごらんください。

1「基本設定」タブをクリックします。

2［ユーザー認証 /部門管理設定］をクリックします。

3 部門名とパスワードを入力します。

4［OK］をクリックします。
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�
メモ）
［検証］をクリックすると、本機と通信し入力したユーザーで認証可
能かどうかを確認できます。この機能は、本機と通信可能な状態で
接続されていないと利用できません。

登録部門であっても、使用が許可されていない場合は送信できませ
ん。部門管理機能については、本機の管理者にお問い合わせくださ
い。
3-21



ファクスドライバーの設定（Windows） 3
3.5 レイアウトタブの設定

� ページ割付：複数ページの文書を1枚の用紙に割付ける、または 1枚
の原稿を複数の用紙に分割して出力します。［ページ割付詳細］で詳
細が設定できます。

� 白紙抑制：データに白ページがある場合、出力しません。

ページ割付（N in 1、拡大連写）印刷を行う

複数ページの文書を1枚の用紙にプリントするN in 1 印刷や、1枚の
原稿を複数の用紙に分割する拡大連写印刷を指定します。

N in 1 印刷は、プリントする用紙の枚数を節約したい場合などに便利で
す。

拡大連写印刷は、送信先のファクス装置が大きなサイズの用紙に対応し
ていない場合に便利です。

1「レイアウト」タブをクリックします。

2「ページ割付」のチェックボックスをONにし、ドロップダウンリ
ストで条件を設定します。

�
ご注意）
1 つのプリントジョブ内にサイズや方向が異なるページが含まれる
文書をプリントすると、画像が欠損したり、画像が重なったりする
場合があります。
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「境界線」や「のりしろ線」などを設定するときは、［ページ割付詳細］
をクリックし、表示されるダイアログボックスで設定します。
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3.6 スタンプ /ページ印字タブの設定

ウォーターマークをプリントする

特定の文字をウォーターマークとして、文書の背景にプリントします。

1「スタンプ /ページ印字」タブをクリックします。

2「ウォーターマーク」のチェックボックスをONにします。

3 リストでプリントしたいウォーターマークを選択します。

ウォーターマークの編集

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

1「スタンプ /ページ印字」タブをクリックします。

2「ウォーターマーク」のチェックボックスをONにします。

3「ウォーターマーク」の下にある［編集］をクリックします。
「ウォーターマークの編集」ダイアログボックスが表示されます。

4 作成する場合は［新規］をクリックします。
変更する場合は「現在のウォーターマーク」から選択します。
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5 各項目を設定します。

ウォーターマーク
名：

名称を入力します。

ウォーターマークの
テキスト：

ウォーターマークとしてプリントするテキ
ストを入力します。

［新規］： クリックすると、新規ウォーターマークが
作成できます。

［削除］： 選択しているウォーターマークを削除しま
す。

位置： 上下左右の位置を設定します。右側と下側
のスクロールバーでも設定できます。

角度： ウォーターマークのプリント角度を設定し
ます。

フォント名： フォントを設定します。

サイズ： サイズを設定します。

スタイル： フォントのスタイルを設定します。

囲み： 囲みスタイルを設定します。

濃さ： 文字の濃さを設定します。

共有： ウォーターマークを公開で登録するか、プ
ライベートにするかを設定します。

透過： ウォーターマークを透過イメージでプリン
トします。
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�
メモ）
ウォーターマークは共有設定 30件、プライベート設定 20件ま
で登録できます。

「共有」は、管理者のみ選択できます。

6［OK］をクリックします。

1ページ目のみ： ウォーターマークを1ページ目のみプリン
トします。

繰り返し： ウォーターマークを1ページの中で繰り返
しプリントします。
3-26



ファクスドライバーの設定（Windows） 3
3.7 装置情報タブの設定

オプションを選択する

使用する機種名とオプションの有無を設定し、本機の機能をファクスド
ライバーから使用可能にします。

�
ご注意）
本機に装着されているオプションが「装置情報」タブで設定されて
いないと、ファクスドライバーでオプションの機能を使用できませ
ん。オプションを装着している場合は、必ず設定を行ってください。

1 Windows 2000/NT 4.0 の場合は、［スタート］をクリックし、「設
定」－「プリンタ」をクリックします。
Windows XP/Server 2003 の場合は、［スタート］をクリックし、
「プリンタと FAX」をクリックします。
Windows Vista の場合は、［スタート］をクリックして「コント
ロールパネル」を開き、「ハードウェアとサウンド」の「プリンタ」
をクリックします。

�
メモ）
Windows XP/Server 2003 で［スタート］メニューに「プリ
ンタと FAX」が表示されていない場合は、［スタート］メニュー
から「コントロールパネル」を開き、「プリンタとその他のハー
ドウェア」を選び、さらに「プリンタと FAX」を選びます。
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2 インストールした「xxxxxxx FAX」のアイコンを右クリックして
「プロパティ」をクリックします。
Windows Vista で「コントロールパネル」がクラシック表示に
なっている場合は、「プリンタ」をダブルクリックします。

3「装置情報」タブをクリックします。

4「装置オプション」で「機種」を選択します。

5「設定値の変更」ドロップダウンリストで使用する機種名を選択しま
す。

6「装置オプション」で設定するオプションを選択します。

7「設定値の変更」ドロップダウンリストで装着しているオプションの
状態を選択します。

�
メモ）
「機種」の設定がある場合は、使用する機種を選択します。

［装置情報取得］は本機と通信し、本機での設定の状態を読み取りま
す。この機能は、本機と通信可能な状態で接続されていないと利用
できません。接続先は［取得設定］をクリックして設定できます。
また、［装置情報取得］を利用するときは、本機の管理者設定で［シ
ステム連携］－［OpenAPI 設定］－［認証］を「使用しない」に
してください。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。

暗号化ワードを変更する

本機との通信で暗号化ワードをユーザー定義する場合に設定します。

入力した文字に対する暗号鍵が自動的に生成され、本機との通信に利用
されます。

�
ご注意）
「暗号化ワード」は本機の「ドライバーパスワード暗号化設定」で設
定した暗号化ワードと一致させてください。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。

1「装置情報」タブをクリックします。

2「暗号化ワード」のチェックボックスをONにします。

3「暗号化ワード」を入力します
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3.8 電話帳の利用

電話帳に登録する

よく利用する送信先を電話帳に登録しておけば、送信時に呼び出して利
用できます。電話帳はファクスドライバープロパティの「FAX」タブ
で登録します。

1 ファクスドライバープロパティの「FAX」タブで［電話帳の編集］
をクリックします。

［電話帳の編集］画面が表示されます。

2 電話帳左側のリストから「個人一覧」を選択し、［新規登録］をク
リックします。

［個人情報］ダイアログボックスが表示されます。
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3「名前」「FAX番号」「会社名」「部署名」を入力します。

�
メモ）
FAXカバーシートで名前を記載する場合、敬称は付加されませ
ん。FAXカバーシートで敬称をつけたい場合は「名前」に敬称
を付けて入力してください。

「名前」「会社名」「部署名」は、80文字まで入力できます。

「FAX番号」は、0～ 9の数字とハイフン（-）、スペース、＃、
*、E、P、Tが半角 38文字まで入力できます。海外へ送信する
場合は、番号の最初に国番号を入力してください。

通信モードは必要に応じて変更してください。
ECM：ECM（エラー訂正モード）を設定します。V.34 がON
の場合はOFFにできません。
海外通信モード：海外通信時に速度を遅くして送信します。海
外への通信がエラーになる場合はONにしてください。
V.34：スーパーG3の FAX送信モードを設定します。通常は
ONで使用し、相手先のモードで通信できない場合のみOFFに
してください。
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4 グループに登録する場合は、登録するグループにチェックマークを
付けます。

�
メモ）
グループに登録すると、送付先をグループで指定できます（同
報送信）。決まったメンバーに送信することがある場合はグルー
プに登録しておくと便利です。

登録するグループは複数選択できます。

グループ名は変更できます。

5［OK］をクリックします。
個人情報が登録され、個人一覧に表示されます。
グループを指定した場合は、登録したグループの一覧にも表示され
ます。

6［OK］をクリックします。
名前を追加した場合は電話帳の編集を終了します。
初めて電話帳を登録した場合は、保存を確認するダイアログボック
スが表示されます。

7［はい］をクリックします。
「名前を付けて保存」ダイアログボックスが表示されます。
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8 保存する場所を指定してファイル名を入力し、［保存］をクリックし
ます。

電話帳がファイルとして保存されます。

�
メモ）
「名前を付けて保存」ダイアログボックスは、初めて電話帳を登録し
た場合に表示されます。2回目以降に電話帳を変更した場合は、［名
前を付けて保存］画面は表示されず、自動的に上書きされます。

保存した電話帳ファイルは、次回、電話帳を開いたときに自動的に
表示されます。別の電話帳ファイルを開く場合は、「電話帳の編集」
ダイアログボックスの「ファイル」メニューで「開く」を選択しま
す。複数の電話帳ファイルを保存しておくことで、電話帳を切り替
えて利用できます。

電話帳ファイルは、「電話帳の編集」ダイアログボックスの「ファイ
ル」メニューの「新規」で新規に作成できます。「ファイル」メ
ニューの「名前を付けて保存」で別名保存できます。

電話帳ファイルの拡張子は「.csv」となります。
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電話帳を編集する

登録した個人情報を変更したり、グループの名前を変更するなど、電話
帳を編集、整理することで使いやすくできます。

個人情報を変更する：
電話帳左側の「個人一覧」から変更したい名前を選択し、右側の［編
集］をクリックします。登録時と同じ［個人情報］ダイアログボックス
が表示され、変更できます。

電話帳左側の「個人一覧」から変更したい名前を選択し、右側の［削
除］をクリックすると削除できます。このとき、登録されているグルー
プからも削除されます。

�
メモ）
送信時に手動で入力した名前／ FAX番号を［電話帳へ登録］で登
録してある場合は、電話帳の「簡易登録」フォルダーに表示されま
す。
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グループへの登録を変更する：
電話帳左側の「個人一覧」から変更したい名前を選択し、右側のグルー
プ一覧のチェックを外したり付けたりして変更します。

�
メモ）
電話帳左側の「個人一覧」から名前をグループにドラッグしても登
録できますが、ドラッグでグループから外すことはできません。

グループへは、100件まで登録できます。

グループ名を変更する：
電話帳左側の「グループ」から変更したいグループを選択し、「編集」
メニューの「グループ名の変更」を指定します。

フォルダーを作成する：
電話帳左側の「個人一覧」を選択し、「編集」メニューの「フォルダー
の追加」を指定します。
「個人一覧」から名前をフォルダーにドラッグすると移動できます。

�
メモ）
名前を右クリックして「コピー」または「切り取り」をし、目的の
フォルダー内で「貼り付け」をしてもフォルダーへ移動できます。

フォルダー名は 40文字まで入力できます。

フォルダーは 3階層まで作成できます。
3-34



ファクスドライバーの設定（Windows） 3

フォルダーを修正する場合は、目的のフォルダーを選択して［編集］
をクリックします。

フォルダーを削除する場合は、目的のフォルダーを選択して［削除］
をクリックします。

個人情報を検索する：
電話帳右側の［検索］をクリックすると、検索条件を指定できる「検
索」ダイアログボックスが表示されます。
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3.9 ドライバー設定を保存する
変更したドライバーの設定値を保存し、必要に応じて呼び出せます。

ドライバーの設定を保存する

1「基本設定」タブや「レイアウト」タブなどでドライバーの設定値を
変更します。

2「お気に入り」の［追加］をクリックします。
3-36



ファクスドライバーの設定（Windows） 3

3 各項目を設定します。

4［OK］をクリックします。
設定内容が「お気に入り」リストに登録されます。

�
メモ）
設定は共有設定 30件、プライベート設定20件まで登録できます。

「名称」は 30文字まで入力できます。コメントは255文字まで入
力できます。

「共有」は、管理者のみ選択できます。

設定した内容をファイルに保存（エクスポート）することもできま
す。詳しくは、「ドライバー設定のインポート／エクスポート」
（p. 3-39）をごらんください。

名称： 設定の登録名称を入力します。

アイコン： アイコンを設定します。アイコンは設定し
なくても登録できます。

共有： 設定ファイルを公開で登録するか、プライ
ベートにするかを設定します。

コメント： 必要であれば設定ファイルの詳細説明を入
力します。
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設定を呼び出すには

ファクスドライバー画面の「お気に入り」ドロップダウンリストで呼び
出す設定を選択します。

設定値が呼び出され、ファクスドライバーの設定が変更されます。

設定を編集する

設定名称やコメント、呼び出す機能項目を選択するなどの編集ができま
す。

1 ファクスドライバーの画面で「お気に入り」の［編集］をクリック
します。

2 リストから、変更したい設定名を選択し、項目を設定します。
削除する場合は、ここで［削除］をクリックします。
表示順を入れ替えたい場合は［▲上へ］［▼下へ］で移動します。

3［オプション］をクリックし、呼び出す機能をチェックし、［OK］
をクリックします。

4［OK］をクリックします。
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�
メモ）
ドライバーの機能の設定内容を変更することはできません。

ドライバー設定のインポート／エクスポート

設定した内容をファイルに保存（エクスポート）したり、読み込み（イ
ンポート）することもできます。他のコンピューターでも同じ設定内容
を利用したいときなどに便利です。

1 ファクスドライバーの画面で「お気に入り」の［編集］をクリック
します。

2 リストから、エクスポートしたい設定名を選択し、［エクスポート］
をクリックします。

設定ファイルを保存するダイアログボックスが表示されます。

3 ファイルを保存する場所を指定してファイル名を入力します。

4［保存］をクリックします。
設定ファイルが作成されます。拡張子は「.KSF」になります。

�
メモ）
保存した設定ファイルをお気に入り一覧に読み込む場合は、［イン
ポート］をクリックしてファイルを指定します。
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4 トラブルシューティング

4.1 送信できない
本章では、想定するトラブルおよび困った場合の解決方法について説明
します。

送信を実行したにもかかわらず、送信できない場合に、上から順に確認
してください。

状況 考えられる原因 対処方法

コンピューター上の画
面に「プリンターが接
続されていない」また
は「印刷エラー」とい
う内容のメッセージが
表示される。

送信時に指定しているファク
スドライバーがプリンターコ
ントローラー対応になってい
ない可能性があります。

指定しているプリンター名を
確認してください。

ネットワークケーブルまたは
USBケーブルが外れている可
能性があります。

ケーブルが正しく接続されて
いることを確認してください。

本機側でエラーが発生してい
る可能性があります。

本機の操作パネルを確認して
ください。

メモリが不足している可能性
があります。

テスト送信できるか確認して
ください。
4-1



トラブルシューティング 4
以上のことを確認しても解決しない場合は、「ユーザーズガイド コピー
機能編」、「ユーザーズガイド ファクス機能編」、「ユーザーズガイド プ
リンター機能編」をお読みください。

コンピューター側のプ
リント処理は終了した
が送信が開始されな
い。

送信時に指定しているファク
スドライバーがプリンターコ
ントローラー対応になってい
ない可能性があります。

指定しているプリンター名を
確認してください。

ネットワークケーブルまたは
USBケーブルが外れている可
能性があります。

ケーブルが正しく接続されて
いることを確認してください。

本機側でエラーが発生してい
る可能性があります。

本機の操作パネルを確認して
ください。

未処理のジョブが本機に残っ
ていて、処理待ち状態になっ
ている可能性があります。

本機の操作パネルのジョブ確
認でジョブの順番を確認して
ください。

部門管理している場合、登録
以外の部門管理コード（暗証
番号）を入力している可能性
があります。

部門管理コード（暗証番号）
を正しく入力してください。

認証設定している場合、登録
以外のユーザー名やパスワー
ドを入力している可能性があ
ります。

ユーザー名やパスワードを正
しく入力してください。

コンピューターのメモリが不
足している可能性があります。

テスト送信できるか確認して
ください。

プリンターコントローラーと
のネットワークが確立されて
いません（ネットワーク接続
時）。

ネットワーク管理者にご相談
ください。

本機側でセキュリティ強化
モードになっている可能性が
あります。

セキュリティ強化モードでの
認証設定を行ってください。
詳しくは、ネットワーク管理
者にご相談ください。

状況 考えられる原因 対処方法
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4.2 設定できない／設定したとおりにプリントできない
ファクスドライバーで設定ができない場合や、設定してもそのとおりに
送信されない場合に確認してください。

�
メモ）
ファクスドライバーの項目を設定する場合、項目によっては同時に
選択できないものがあります。

状況 考えられる原因 対処方法

ファクスドライバー
上で項目が選択でき
ない。

機能によっては組み合わせでき
ない場合があります。

グレー表示の部分は設定できま
せん。

コンピューター画面
上に「設定できな
い」「機能が解除さ
れる」内容の「競
合」メッセージが表
示される。

組み合わせできない機能を設定
しています。

内容をよく確認し、機能を指定
しなおしてください。

設定したとおりに送
信できない。

正しく設定されていない可能性
があります。

ファクスドライバーの各設定項
目を確認してください。

ファクスドライバー上では組み
合わせて設定できますが、本機
としては組み合わせができませ
ん。

アプリケーションで設定した用
紙サイズや用紙の向きなどが
ファクスドライバーでの設定よ
り優先されて送信されることが
あります。

アプリケーション側の設定を正
しく設定してください。

ウォーターマークが
プリントできない。

ウォーターマークを正しく設定
していない可能性があります。

ウォーターマークの設定を確認
してください。

ウォーターマークの濃度が薄い
可能性があります。

濃淡設定を確認してください。

グラフィックス系などのアプリ
ケーションソフトウェアでは、
ウォーターマークがプリントさ
れないことがあります。

この場合、ウォーターマークは
プリントできません。
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エラーメッセージ

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。
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5 付録

5.1 用語集

用語 説明

10BASE-T/
100BASE-TX/
1000BASE-T

Ethernet の規格における仕様の一種。
銅でできた線材を 2本ずつより合わせたケーブルを使っている。
通信速度は 10Base-T が 10Mbps、100Base-TX が
100Mbps、1000Base-T は 1000Mbps である。

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。

BOOTP BOOTstrap Protocol の略。TCP/IP ネットワーク上のクライ
アントマシンが、サーバーからネットワークに関する設定を自
動的に読込むプロトコル。
ただし現在ではBOOTPをベースとして一部改良したDHCP
が主流になっている。

Byte コンピュータ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。

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ーな
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込むプロトコル。
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。

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。
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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。

IPP Internet Printing Protocol の略。インターネットなどの
TCP/IP ネットワークを通じて、印刷データの送受信や印刷機器
の制御を行うプロトコルのこと。インターネットを通じて遠隔
地のプリンターにデータを送って印刷することもできる。

IPX NetWare で利用されるプロトコルのひとつ。OSI 参照モデル
のネットワーク層で動作する。

IPX/SPX Internetwork Packet exchange/Sequenced Packet 
exchange の略。 Novel 社により開発された、NetWare 環境
下で一般的に使用されるプロトコルのこと。

IP アドレス インターネット上で個々のネットワーク機器を識別する符号
（アドレス）。192.168.1.10 のように最大 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 アドレスが割振られる。

LAN Local Area Network の略。同一フロア、同一のビルないしは
近隣のビル内などにあるコンピュータ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。

MAC Address Media Access Control address の略。各 Ethernet カード
固有の ID番号で、これを元にカード間のデータの送受信が行わ
れる。48ビットの数字で表現されており、前半の 24ビットは
IEEE が管理・割当てをしている各メーカーごとに固有な番号
で、後半の 24ビットはメーカーが一意にカードに割当てる番号
である。

NDPS Novell Distributed Print Services の略。NDS環境において
高機能なプリントソリューションを提供する。NDPSをプリン
トサーバーとして利用することにより、希望するプリンターか
らの出力、新規プリンター導入時のドライバーの自動ダウン
ロードなど、プリンター利用に関する煩雑な管理環境を簡素化・
自動化できるほか、ネットワーク・プリンターに関わる統合的
な管理を行うことができる。

NDS Novell Directory Service の略。
ネットワーク上に存在するサーバーやプリンター、ユーザー情
報などの共有資源、またそれらに対する個々のユーザーのアク
セス権限などの情報を、階層構造で一元管理できる。

NetBIOS Network Basic Input Output Systemの略。
IBM社によって開発された通信インターフェースのこと。

NetBEUI NetBIOS Extended User Interface の略。IBM社が開発した
ネットワークプロトコル。コンピュータ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。

用語 説明
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NetWare ノベル社が開発したネットワークOS。
通信プロトコルにNetWare IPX/SPXを使用している。

Nprinter/Rprinter Netware 環境下でプリントサーバーを使用する場合の、リモー
トプリンターサポートモジュールのこと。
Netware 3.x で Rprinter、Netware 4.x で Nprinter を使用す
る。

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。

PDF Portable Document Format の略。電子形式書類の 1つ（拡
張子は .pdf）。PostScript をベースとしたフォーマットで、
Adobe Acrobat Reader という無料ソフトを使用して閲覧で
きる。

PDL Page Description Language の略。ページプリンターで印刷
するとき、プリンターにページ単位で印刷イメージを指示する
言語。

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。

PServer Netware 環境下におけるプリントサーバーモジュールのこと。
プリントジョブの監視、変更、休止、再開、および中止を行う。

Queue Name ネットワーク印刷を行うときに、印刷を許可させる為に機器毎
に設定する名称。

RIP Raster Image Processor の略。PostScript 等のページ記述
言語を用いて記述されたテキストデータを、画像イメージに展
開する処理のこと。通常はプリンターに内蔵されている。

Samba SMB（Server Message Block）を利用して、UNIX システム
の資源をWindows 環境から利用できるようにする、UNIX の
サーバーソフトウェア。

SLP Service Location Protocol の略。TCP/IP ネットワーク上の
サービスの検索や、クライアントの自動設定などを可能にする
プロトコルのこと。

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。

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol の略。
インターネットにて使用されている事実上標準的なプロトコル
のこと。
個々のネットワーク機器を識別するために、IP アドレスを使用
する。

TrueType アウトラインフォントの一種。Apple 社とMicrosoft 社によっ
て開発され、Macintosh やWindows には標準で採用されてい
る。
ディスプレイ表示と印刷の両方に使用できる。

用語 説明
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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。

アウトラインフォント 文字の形を、直線や曲線による輪郭線で表したフォントのこと。
文字サイズが大きくなっても、ギザギザの無い画面表示と印刷
ができる。

アンインストール インストールされているソフトウェアを削除すること。

イーサネット
（Ethernet）

LANの伝送路に関する規格のこと。

印刷ジョブ PCから印刷機器に送信される印刷要求のこと。

インストール ハードウェア、OS、アプリケーション、プリンタードライバー
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。

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。

輝度 ディスプレイ等の画面の明るさのこと。

キュー名 LPD/LPR印刷のときに必要な論理プリンター名のこと。

共有プリンター ネットワーク上のサーバーに接続され、複数のコンピューター
から使用可能なように設定されたプリンターのこと。

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
ウェアやソフトウェアのこと。単に接続するだけでなく、接続
先のネットワークに合わせて、データのフォーマット、アドレ
ス、プロトコルなどを変換する。

サブネットマスク TCP/IP ネットワークをいくつかの小さなネットワーク（サブ
ネット）に区切るために用いる値。
IP アドレスの上位何ビットがネットワークアドレスであるかを
識別するために使用する。

スクリーンフォント CRTなどのモニタ上で、文字／記号を表示するためのフォン
ト。

スプール（Spool） Simultaneous Peripheral Operation On-Line の略。
プリンター出力で、データを直接プリンターに送らず、一時的
に別の場所に貯めておき、後でまとめてプリンターに送信する
こと。

タッチ＆プリント ユーザー認証時にプリンタ－ドライバーから送信したジョブを
本体と接続された認証装置に指または ICカードをかざすだけで
プリントできる機能。
タッチ＆プリント機能を利用するときは、本機に認証装置を装
着し、ユーザーごとに静脈または ICカードの IDを登録する必
要がある。

用語 説明
5-4



付録 5
ドライバー 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。

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。

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。

プラグアンドプレイ 周辺機器をPCに接続した時に、適切なドライバーが自動検索
されて使用可能になる仕組みのこと。

プリンタードライバー 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。

プリンターバッファ 印刷ジョブのデータ処理のために、一時的に利用されるメモリ
領域。

プリントキュー スプーラにおいて、発生したプリントジョブを記憶しておくソ
フトウェアシステム。

フレームタイプ Netware 環境において使用される通信形式の種類のこと。
同じフレームタイプ同士でなければ、通信する事が出来ない。

プレビュー 印刷／スキャン処理前に、あらかじめ処理後のイメージを表示
する機能のこと。

プロトコル コンピュータ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ときは、プロパティから様々
な機能の設定を行う事ができる。
またファイルのプロパティでは、そのファイルの属性情報を確
認する事ができる。

プロファイル カラー属性ファイル。
カラー入出力機器が色再現を行うために使用する、各原色の入
出力の相関関係がまとめられた専用ファイルのこと。

ホスト名 ネットワーク上の機器を表す名前のこと。

メモリ データを一時保存するための記憶装置のこと。
電源をOFFした時にデータが消去されるものと、消去されない
ものがある。

ローカルプリンター コンピューターのパラレル／USBポートに接続されたプリン
ターのこと。

用語 説明
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