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はじめに 1
1 はじめに

1.1 ようこそ
このユーザーズガイドは、PDF/JDF に基づいたワークフロー管理ツール
Printgroove POD Queueサーバーの操作方法について説明しています。 

登録商標について

KONICA MINOLTA、KONICA MINOLTAロゴ、シンボルマーク、
Giving Shape to Ideas、bizhub、bizhub PRO、bizhub PRESS、
Printgroove は、コニカミノルタ株式会社の登録商標または商標です。

PDFNet SDK is copyright PDFTron Systems 2001-2006 and 
distributed by KONICA MINOLTA, INC. under license. All rights 
reserved.

Portions Copyright © 2001 artofcode LLC.

このソフトウェアは、Independent JPEG Groupの助力を得ています。

Portions Copyright © 1998 Soft Horizons. All rights reserved.

Linux は、Linus Torvalds 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。

LEADTOOLSは、LEAD Technologies, Inc. の登録商標です。

Artifex、Artifex ロゴ、Ghostscript およびGhostscript ロゴは、
Artifex Software, Inc. の登録商標です。

Adobe、Acrobat およびPostScript は、アメリカ合衆国およびその他
の国におけるAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の
登録商標または商標です。

Intel および Pentiumは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるイン
テルコーポレーションおよび子会社の登録商標または商標です。

Microsoft およびWindows 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。

Sun、Sun Microsystems、Java およびSolaris は、米国Sun 
Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商
標です。

EFI、Fiery およびMicroPress は、アメリカ合衆国特許商標庁および特
定の他の国々における登録商標です。

本書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。

Copyright © 2007 KONICA MINOLTA, INC.
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本書で使用されている画面は、実際のものと異なる場合があります。

本書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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はじめに 1
1.2 Printgroove POD Suite の概要
Printgroove POD Suite は、CRD/ リプログラフィック部門のためのデ
ジタルワークフローソリューションツールです。Printgroove のモジュー
ルは柔軟に設計され、小中規模のプリントショップ向けに最適なソリュー
ションツールです。

Printgroove POD Suite には 4つのモジュールがあります。

- Printgroove Administration Manager：Printgroove PODシステ
ムを管理するためのWebユーティリティです。このユーティリティを
使用すると、サーバーの構成、ライセンスおよびシステム設定の制御、
レポートおよび更新の監視をすることができます。

- Printgroove POD Ready：Make Ready（仕上げ）用ツールです。
自動 /手動による割付、ページレイアウト、最終段階での編集をすべて
サポートします。

- Printgroove POD Queue：印刷管理アプリケーションです。プリン
タの状況を監視し、プリントジョブの処理状況を把握することができま
す。プリンタに送信されたジョブの処理、処理済のジョブの工程を監視
し、印刷直前のジョブチケット編集にも対応しています。

- Printgroove POD Driver：選択したPrintgroove POD モジュールに
直接送信して処理できるように、オリジナルファイルを JDF/PDF に
変換するツールです。

Printgroove POD Queue Server Suite は、以下の機能により生産性を
向上させ、印刷の人的ミスを回避します。

- Printgroove POD Queueは、最適な出力エンジンを選択して、自動
的にジョブを処理します。

- Printgroove POD Queueは、ジョブチケットのエクスポート /イン
ポート機能をサポートします。これによりジョブチケットが変更できる
ようになります。また、再印刷が簡単になり、印刷ジョブの処理能力が
向上します。

- Printgroove POD Ready は、Make Ready（仕上げ）用のアプリ
ケーションです。シングルクリックで起動し、アクティブなQueue 
ジョブを編集できます。
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はじめに 1
1.3 Printgroove POD Queueの概要
Printgroove POD Queueは、サーバーとクライアントで構成されてい
ます。POD Queue Windowsサーバーをインストールする必要がありま
す。インストールと設定（Printgroove POD Administrator を使用）が
完了すると、Queueクライアントがサーバーを使用してジョブを処理で
きるようになります。Queueクライアントは単独のソフトウェアで、ラ
イセンスが付与されているユーザーの各コンピュータにインストールされ
ている必要があります。1台のコンピュータで実行できるのは、POD 
Queueサーバーと単一のPOD Queueクライアントです。

Printgroove POD Queueを標準ライセンスでお買い上げの場合、以下
の機能をご利用できます。

- 受信ボックスパネル： プリントジョブをグループ、プリンタ、クラ
スタまたはバーチャルキューに割り当てま
す。プリントジョブをキャンセル、削除また
は、拒否することもできます。

- グループ： ジョブをグループ化して一括処理するための
場所を作成します。

- ジョブチケットエディタ：ジョブチケットの設定を変更します。

- 検索： 定義された機能をサポートするプリンタまた
はジョブチケットを検索します。

- 推奨パネル： 選択したジョブに最適なプリンタおよびクラ
スタを表示します。

- プリンタジョブパネル： 認識できるすべてのプリンタで、すべての
ジョブの状況を管理します。

- 完了ジョブパネル： 完了ジョブやキャンセルジョブを表示しま
す。ジョブを再プリントすることもできま
す。

- バーチャルキュー： あらかじめジョブチケットパラメータの設定
を定義し、すべての設定を処理できるプリン
タへリンクします。バーチャルキューにジョ
ブが追加されると、設定は適用され、ジョブ
は自動的に割り当てられたプリンタに送信さ
れ、処理されます。

- ユーザー： ユーザーアカウントは、無制限に設定できま
す。ただし、同時にアクセスできるのは 5人
までです。

- プリンタモニタ： 標準ライセンスでは、プリンタを 5台まで管
理できます。
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2
ご注意

アップグレードについての詳細は、「標準 /アップグレード」（p. 1-12）
をご覧ください。
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1.4 仕様

Printgroove PODサーバー

最小システム構成

OS - Windows 7 Pro（64-bit）
- Windows 8.1 Pro（64-bit）
- Windows Server 2012 R2 Standard（64-bit）

メモリ 2 GB以上

HDD空き容量 20 GB以上

ディスプレイ 必要（仕様条件なし）

USB 必要（仕様条件なし）

記憶装置 DVDドライブ

必須ソフトウェア .NET3.5（OS がWindows 8.1 の場合）
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1.5 システム要件

Printgroove POD Queue クライアント

対応OS/ ハードウェア

対応Webブラウザ（Printgroove POD Webクライアントおよび
Printgroove POD Administration Manager）

システム構成 値

OS - Windows 7 Pro（64-bit）
- Windows 8.1 Pro（64-bit）
- Windows Server 2012 R2 Standard（64-bit）

PC PC/AT 互換機

CPU 1.4 GHz 64-bit のプロセッサ

メモリ 2 GB以上

HDD空き容量 500 MB以上

ディスプレイ 1024 e 768 フルカラー

ネットワーク TCP/IP 100Base T

記憶装置 DVDドライブ

必須ソフトウェア  .NET3.5（Windows 8.1 または Windows Server 
2012 R2 Standard の場合）

Webブラウザ

Windows Internet Explorer 9、10、11

Mozilla Firefox 32 以降

Google Chrome 38.0 以降
Printgroove POD Queue 1-7
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1.6 サポートMFP
Printgroove POD Queueは以下のMFPに対応しています。

製造 モデル コントローラ サポート
タイプ

GUIディスプレイ 
値

Konica Minolta bizhub PRO 951 標準搭載 フルサ
ポート 951

Konica Minolta bizhub PRO 1051 標準搭載 フルサ
ポート 1051

Konica Minolta bizhub PRO 1052 標準搭載 フルサ
ポート 1052

Konica Minolta bizhub PRESS 
C1060

IC-308、IC-
415、IC-602

フルサ
ポート

C1060/IC-308、
C1060/IC-415、
C1060/IC-602

Konica Minolta bizhub PRESS 
C1060L

IC-415、IC-
602 制限あり

C1060L/IC-
415、C1060L/
IC-602

Konica Minolta bizhub PRESS 
C1070

IC-308、IC-
415、IC-602

フルサ
ポート

C1070/IC-308、
C1070/IC-415、
C1070/IC-602

Konica Minolta bizhub PRESS 
C1085

IC-308、IC-
310、IC-602

フルサ
ポート

C1085/IC-308、
C1085/IC-310、
C1085/IC-602

Konica Minolta bizhub PRESS 
C1100

IC-308、IC-
310、IC-602

フルサ
ポート

C1100/IC-308、
C1100/IC-310、
C1100/IC-602

Konica Minolta bizhub PRO 1200 標準搭載 フルサ
ポート 1200

Konica Minolta bizhub PRO 1250/
1250P 標準搭載 フルサ

ポート 1250

Konica Minolta bizhub PRESS 
2250P 標準搭載 フルサ

ポート 2250

Konica Minolta bizhub PRESS 
C70hc

IC-306、IC-
601

フルサ
ポート

C70hc/IC-306、
C70hc/IC-601

Konica Minolta bizhub C654 IC-414 制限あり C654/IC-414

Konica Minolta bizhub C754/754e IC-414 制限あり C754/IC-414、
C754e/IC-414

Konica Minolta bizhub PRESS 
C6000

IC-306、IC-
307、IC-413、
IC-601

フルサ
ポート

C6000/IC-306、
C6000/IC-307、
C6000/IC-413、
C6000/IC-601

Konica Minolta bizhub PRESS 
C7000

IC-306、IC-
307、IC-413、
IC-601

フルサ
ポート

C7000/IC-306、
C7000/IC-307、
C7000/IC-413、
C7000/IC-601
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!
ワンポイント

［サポートタイプ］が［フルサポート］の機種は、Printgroove POD 
Queueのジョブチケット設定項目すべてに対応しています。

Konica Minolta bizhub PRESS 
C7000P

IC-306、IC-
307、IC-413、
IC-601

フルサ
ポート

C7000/IC-306、
C7000/IC-307、
C7000/IC-413、
C7000/IC-601

Konica Minolta bizhub PRESS 
C8000

IC-306、IC-
307、IC-601

フルサ
ポート

C8000/IC-306、
C8000/IC-307、
C8000/IC-601

一般的な
PostScript プリ
ンタ

PostScript 印刷をサ
ポートするプリンタの
手動および自動検出。
アップグレードの詳細
は、コニカミノルタ
サービス実施店にお問
い合わせください。

制限あり
一般的な
PostScript プリ
ンタ

Konica Minolta bizhub PRESS 
C71hc

メモ）このプリンタは手動で追加する必要があ
ります。通常、C71hc はプリンタのリストに
表示されません。C1070 が表示できる場合は、
選択するとC71hc のサポートが提供されます。

製造 モデル コントローラ サポート
タイプ

GUIディスプレイ 
値
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1.7 カラークラスタのサポート
すべてのコニカミノルタ製カラープリンタ（およびほとんどの一般的な
PostScript 対応のカラープリンタ）は、Printgroove POD Queueのカ
ラークラスタ機能をサポートします。
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1.8 ジョブ実績情報サポート
以下のプリンタは、Printgroove POD Queueのジョブ実績情報機能を
サポートしています。これらの機種では、初期設定のユーザー名とパス
ワードが供給されます。

モデル コントローラ ユーザー名 パスワード

bizhub PRO 951 標準搭載 N/A N/A

bizhub PRO 1051 標準搭載 N/A N/A

bizhub PRO 1052 標準搭載 N/A N/A

bizhub PRESS C1060 IC-308、IC-415、IC-
602

admin（IC-308 & 
IC-415）、N/A
（IC-602）

Fiery.1（IC-
308 & IC-
415）、N/A
（IC-602）

bizhub PRESS C1060L IC-415、IC-602 admin（IC-415）、
N/A（IC-602）

Fiery.1（IC-
415）、N/A
（IC-602）

bizhub PRESS C1070 IC-308、IC-415、IC-
602

admin（IC-308 & 
IC-415）、N/A
（IC-602）

Fiery.1（IC-
308 & IC-
415）、N/A
（IC-602）

bizhub PRESS C1085 IC-308、IC-310、IC-
602

admin（IC-308 & 
IC-310）、N/A
（IC-602）

Fiery.1（IC-
308 & IC-
310）、N/A
（IC-602）

bizhub PRESS C1100 IC-308、IC-310、IC-
602

admin（IC-308 & 
IC-310）、N/A
（IC-602）

Fiery.1（IC-
308 & IC-
310）、N/A
（IC-602）

bizhub PRO 1200 標準搭載 N/A N/A

bizhub PRO 1250/
1250P

標準搭載 N/A N/A

bizhub PRESS 2250P 標準搭載 N/A N/A

bizhub PRESS C70hc IC-306、IC-601 admin（IC-306）、
N/A（IC-601）

Fiery.1（IC-
306）、N/A
（IC-601）

bizhub C654/C754/
C754e

IC-414 N/A N/A

bizhub PRESS C6000 IC-306、IC-413、IC-
601

N/A N/A

bizhub PRESS C7000 IC-306 admin Fiery.1

bizhub PRESS C7000 IC-413、IC-601 N/A N/A

bizhub PRESS C8000 IC-306 admin Fiery.1

bizhub PRESS C8000 IC-601 N/A N/A
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1.9 標準 / アップグレード
Printgroove POD Queueの機能は、アップグレードされる場合があり
ます。アップグレードするには、さらなるライセンスが必要になります。
アップグレードの詳細は、コニカミノルタサービス実施店にお問い合わせ
ください。

それぞれの機能の標準およびアップグレードレベルは、以下の通りです。

本製品は、GPLソフトウェアが使われています。GPLモジュールのソー
スコードは、以下のURLで公開されています。

- http://konicaminolta.com/opensource/

2
ご注意

GPLは、GNUプロジェクトによって提唱されているフリーソフトウェ
アのライセンス方式です（http://www.gnu.org/）。GPLオブジェク
トのソフトウェアの自由な利用、複製、改変、再配布は認められていま
す。複製して再配布する場合は、ソースコードを公開することが義務付
けられています。

機能 標準 アップグレード

サポートジョブ 最大 1000 ジョブ N/A

同時接続ユーザー 5 N/A

使用可能プリンタ 5 最大 10

クラスタサポート（ジョブ処
理のための複数のプリンタの
リンク）

サポートなし サポートあり
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1.10 Printgroove POD Queueのディーラーバージョン
Queueのディーラーバージョンをご利用できます。

次の操作制限が適用されます。

2
ご注意

Queueのディーラーバージョンには有効期限があります。ディーラー
バージョンを受け取ったときに、有効期日を確認してください。

機能 制限

サポートジョブ 最大 10ジョブ

ジョブの部数 最大 5部

サポートされるページの範囲 5

同時接続ユーザー 5

使用可能プリンタ 5

クラスタサポート（ジョブ処理の
ための複数のプリンタのリンク） あり
Printgroove POD Queue 1-13



はじめに 1
1.11 本書の構成
本書は、それぞれの章でPrintgroove PODを使用するための操作方法を
説明しています。

第2章：Printgroove POD Queueのインストール

Printgroove クライアントのインストール手順について説明しています。

第3章：Printgroove POD Queueの設定

Printgroove POD Queueの各種設定について説明しています。
Printgroove POD Queueを使用するには、システム管理者がこれらの
設定を行っておく必要があります。これらの設定は、いつでも変更するこ
とができます。

第4章：概要：Printgroove POD Queue

Printgroove POD Queueの GUI（グラフィカルユーザーインター
フェース）について説明しています。画面の特性と機能が説明されていま
す。このアプリケーションを理解するために役立つ章です。

第5章：Printgroove POD Queueツール

ジョブチケットの修正、クラスタとバーチャルキューの作成、プリンタの
監視、グループの作成、検索実行など、Printgroove POD Queueの持
つツールについて説明しています。これらのツールを使うことで、プリン
タ監視機能を最大限に利用できます。第6章を理解するための重要な章で
す。

第6章：Printgroove POD Queueの使用方法

第5章でGUI とツールを理解した後、プリントジョブを処理できます。第
6章では、Printgroove POD Queueのワークフローについて、順を追っ
て説明します。ワークフローの各段階に固有のタスク、さまざまな状況へ
の対処の手順が説明されています。

付録A：タブ印刷のサポート

付録Aでは、タブ印刷の回避策および回避策を適用する必要のある特定の
プリンタについて説明します。

付録B：GUI カスタマイズオプション

Printgroove POD Queueは、一部のGUI 変更をサポートします。ここ
では変更およびGUI 設定ファイルの変更方法について説明します。これら
は、コニカミノルタサービス実施店が行う必要のある詳細設定で、上記の
変更方法は、参考用に提供されています。
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付録C：Direct Queueモード

QueueおよびReady のフルライセンスバージョンを使用する場合は、
Direct Queue モード（［Printgroove POD Queueから起動］モード）
で動作するようにReady を設定できます。このモードにおけるQueue
は、ジョブが作成、処理、保存される主要なアプリケーションです。
Ready はジョブ単位で起動し、選択したジョブの編集に使用できる、従属
的な印刷準備アプリケーションです。この機能の詳細は、この付録で説明
しています。
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2 Printgroove POD Queue のインストー
ル
最初にPOD Queue Windows サーバーをインストールする必要がありま
す。Printgroove POD Administrator によるサーバーのインストールと
設定が完了すると、サーバーはQueueクライアントを管理できるように
なります。各Queue Windows サーバーは、最大 10台までのQueue ク
ライアントを管理できます。Queueクライアントは単独のソフトウェア
で、ライセンスが付与されているユーザーの各コンピュータにインストー
ルする必要があります。インストールの後、使用する前にクライアントを
設定する必要があります。 

- 1 台のコンピュータで実行できるのは、POD Queue サーバーと単一の
POD Queueクライアントです。

- Printgroove POD Queueを実行するすべてのコンピュータは、
Printgroove PODサーバーと同一のドメイン /サブネット上にある必
要があります。

- 2 個のクライアントを同時に1台のコンピュータで実行することはでき
ません。

- 複数のユーザーが同じユーザー名とパスワードを使用して、同時にログ
インすることはできません。2番目のユーザーが同じユーザー名とパス
ワードを使用してログインすると、ポップアップメッセージが表示され
ます。［OK］をクリックすると、最初のユーザーがログアウトされ、ロ
グインすることができます。［キャンセル］をクリックすると、ログイ
ン要求が取り消されます。［OK］をクリックした場合は、最初のユー
ザーに警告のポップアップメッセージが表示されてログアウトします。

- 同一PC上では、1 つのサーバーのみ使用できます。

- Queueを実行するには、.NETバージョン 2.0 が必要です。これはアプ
リケーションのインストール時にインストールできます。別のバージョ
ンの .NETがインストールされている場合、バージョン2.0 のインス
トールによる影響はありません。.NET 2.0 がすでにインストールされ
ている場合、再インストールによる問題は発生しません。OSが
Windows 8.1 の場合は、.NET 3.5 が必要です。

- ユーザーズガイドやヘルプファイルに示す手順と別の方法で実行ファイ
ルを開いた場合、実行ファイルが正しく機能しない可能性があります。
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2.1 .NET Framework 3.5 のインストール
OSにWindows 8.1 またはWindows Server 2012 R2 Standard を使
用しているシステムでは、QueueサーバーやQueue クライアントをイ
ンストールする前に .NET 3.5 をインストールする必要があります。 

1 インターネットに接続します。

2 コントロールパネルを開き、［プログラムと機能」、［Windowsの機
能の有効化または無効化］の順に選択します。

3 ［.NET Framework 3.5（.NET 2.0 および 3.0 を含む）］のチェッ
クボックスを選択します。 

4 ［OK］をクリックして、コントロールパネルを閉じます。

5 管理モードでコマンドプロンプトを開きます（Administrator とし
て実行）。

6 以下のコマンドを入力します。

- DISM /Online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /All /
LimitAccess  /Source:<WINDOWS 8 MEDIA SOURCE>

2
ご注意

WINDOWS 8 MEDIA SOURCEは、WINDOWS ISOの sxs フォル
ダの場所に置き換えてください。

7 たとえば、D:￥sources￥sxs ディレクトリにあるインストールメ
ディアから、.NET Framework 3.5 をインストールする場合は、以
下のコマンドを使用します。

- DISM /Online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /All /
LimitAccess /Source:d:/sources/sxs

8 ［保存］をクリックして変更を保存し、コマンドプロンプトを閉じま
す。
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2.2 Printgroove POD Queueサーバーのインストール
このソフトウェアをインストールするユーザーには、管理者権限が必要で
す。古いバージョンのQueueサーバーがインストールされている場合は、
新しいバージョンをインストールする前にアンインストールしてください。
アンインストールしなかった場合は、ポップアップメッセージが表示され、
インストールが続行できません。［OK］をクリックすると、インストール
が中断します。インストールされているバージョンをアンインストールし
てからインストール手順をやり直してください。

1 ［PGQueueServer.exe］ファイルを確認します。

2 ファイルをダブルクリックして、インストールを開始します。

3 ［設定言語の選択］画面が表示されます。

4 リストから設定言語を選択し、［次へ］をクリックします。［セット
アップの準備］画面が表示されます。［キャンセル］をクリックする
ことができますが、その他の操作はできません。

2
ご注意

［キャンセル］は、ほとんどのインストール画面で表示されます。この
ボタンは、インストール中にいつでも使用できます。この画面や［セッ
トアップの準備］画面でこのボタンをクリックすると、確認画面が表示
されずにインストールが終了します。［ようこそ］画面やインストール
途中の画面でこのボタンをクリックすると、確認画面が表示されます。
確認画面で［はい］をクリックすると、インストールがキャンセルさ
れ、確認画面とインストール画面が閉じます。インストールプロセスの
どの時点でも、［はい］をクリックした場合は、インストールプロセス
を最初から再開する必要があります。［いいえ］をクリックした場合は、
確認画面が閉じられ、インストールが続行されます。

5 ［InstallShield］Wizard が起動します。

6 ［次へ］をクリックします。［使用許諾契約］画面が表示されます。
Printgroove POD Queue 2-3



Printgroove POD Queue のインストール 2

7 ［使用許諾契約］画面には、2つのラジオボタンがあります。

‒ 使用許諾契約の全条項に同意します

‒ 使用許諾契約の条項に同意しません

‒ ライセンス契約の内容を確認後、ラジオボタンを選択します。［使
用許諾契約の全条項に同意します］を選択すると、手順 9からイ
ンストールを続行します。［使用許諾契約の条項に同意しません］
を選択すると、インストールはキャンセルされます。

8 ［次へ］をクリックします。smbuser アカウント画面が表示されま
す。

9 Queueのホットフォルダー機能を使用する場合は、smbuser アカ
ウントへのアクセスにパスワードが必要です。［パスワード］に設定
したいパスワードを入力します。［パスワード再入力］画面に同じパ
スワードを入力し、［次へ］をクリックして続行します。Queueに
より、smbuser アカウントのパスワードが作成されます。作成に数
秒かかります。パスワードが正しく作成されると、［インストール先
の選択］画面が開きます。パスワードを正しく作成できなかった場合
は、エラー画面が表示されます。この画面は、入力されたパスワード
がWindowsのパスワードポリシーを満たさなかったときに表示され
ます。パスワードポリシーを満たす値を入力してください。詳細は、
Windows のOSのヘルプをご覧ください。 

10 smbusers 画面は、空白のままでも次に進めます。値を入力しない
場合は、［スキップ］をクリックします。［インストール先の選択］画
面が表示されます。

2
ご注意

smbuser 作成の手順をスキップした場合は、Queue のホットフォル
ダ機能は動作しません。この機能を使用するには、Queue サーバーが
インストールされているコンピュータに手動で smbuser アカウントを
作成し、コンピュータを再起動する必要があります。

11［インストール先の選択］画面では、デフォルトのインストール先が
設定されています。インストール先を変更するには、［変更］をク
リックします。［フォルダの選択］画面が表示されます。

12 保存場所を選択します。［OK］をクリックします。［フォルダの選択］
画面が閉じられ、［インストール先の選択］画面に戻ります。［次へ］
をクリックして続行します。［インストール準備の完了］画面が表示
されます。
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13 インストールの前に、設定を変更する必要がある場合は、［戻る］を

クリックしてインストール先を変更します。インストールの準備完了
後、［インストール］をクリックします。［セットアップステータス］
画面に進捗バーが表示され、インストールの進行状況が表示されま
す。インストールを中止する場合は、［キャンセル］をクリックしま
す。

2
ご注意

［セットアップステータス］画面には、現在インストール中のコンポー
ネントやファイルが表示されます。インストールの進行中は、さまざま
な［セットアップステータス］画面が表示され、閉じられます。他の画
面が表示されても、操作しないでください。これらの画面は自動で閉じ
られます。

14 インストールが終了すると、［InstallShield Wizard の完了］画面が
表示されます。

15 インストールを完了するには、コンピュータを再起動する必要があり
ます。デフォルトでは、［はい、今すぐコンピュータを再起動しま
す。］が選択されています。再起動する場合は、起動しているアプリ
ケーションをすべて閉じてドライブからディスクを取り出し、［完了］
をクリックします。再起動が開始されます。再起動が完了すると、シ
ステムにログインした状態に戻り、Printgroove POD Queue サー
バーにアクセスできるようになります。

16 後で再起動する場合は、［いいえ、後でコンピュータを再起動しま
す。］を選択して、［完了］をクリックします。再起動しないと、
POD Queue サーバーにアクセスできません。
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2.3 Printgroove ライセンスの登録
Printgroove POD Queueサーバーのインストール完了後、ライセンス
を登録し、アクティベーションを行います。アクティベーション完了後、
QueueのオペレータにQueue クライアントを配布できます。ライセン
スの登録とアクティベーションが完了していない場合、Queueクライア
ントは機能しません。

Printgroove POD Queueサーバーのインストール完了後、
Printgroove POD Administration Manager ユーザーズガイドのセク
ション3.3 の手順に従ってください。ライセンス登録が完了すると、
「Printgroove POD Queue実行ファイルのダウンロード」（p. 2-7）以
降に進むことができます。
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2.4 Printgroove POD Queue実行ファイルのダウンロー
ド
このセクションに進む前に、Printgroove POD Queueサーバーのライ
センスを登録してアクティベーションを行う必要があります。詳細は、
「Printgroove ライセンスの登録」（p. 2-6）をご覧ください。

1 管理者権限を持つユーザーとして、Printgroove PODサーバーがイ
ンストールされたコンピュータを確認します。

2 PGQueueServer.exe がインストールされているコンピュータの
IPアドレスをメモします。

3 ブラウザを起動し、以下のアドレスを入力して、Printgroove POD 
Administrator を起動します。

- http://xxx.xxx.xxx.xxx:8180/admin/ （x には、IP アドレスの値
を使用）

4 ログイン画面が表示されます。

5 ユーザー名とパスワードを入力します。デフォルト値は、以下のとお
りです。

- ユーザー名 : 

- パスワード :  

6 必要に応じて、EULA（使用許諾契約）に同意します。ホーム画面が
表示されます。

7 メインメニューから、［管理］を選択します。メイン画面にQueue
モジュールが表示されます。
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8 URLリンクをクリックします。Printgroove POD Queue Webク

ライアントが開きます。

9 ［ユーティリティ］アイコンをクリックし、［ユーティリティ］画面を
表示します。

10 以下の値を入力します。

- ユーザ名：

- パスワード： 
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11［Printgroove POD Queueユーティリティにログイン］をクリッ

クします。Printgroove POD Queueサーバーのライセンスを購入
していない場合、またはライセンスのアクティベーションが完了して
いない場合、［ユーティリティ］画面にアクセスできません。
Printgroove POD Queueサーバーのライセンスが付与され、ライ
センスのアクティベーションが完了している場合は、クライアントや
ドライバのダウンロード画面が表示されます。

12 Download Printgroove POD Queueクライアントのハイパーリ
ンクを確認します。

13 ハイパーリンクをクリックし、画面の指示に従って実行ファイルをダ
ウンロードします。保存場所をメモしておきます。
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2.5 Printgroove POD Queueクライアントのインストー
ル方法
ダウンロードしたQueueクライアントは、最大 10人のユーザーに配布
することができます。配布できる数は、購入したライセンスによって異な
ります。Queueクライアントの実行ファイルが配布されたユーザーは、
以下の手順に従って、各クライアントをローカルにインストールします。
インストールが完了後、第3章の手順に従ってインストールされた各クラ
イアントを使用できるように、セットアップと設定を実行します。

1 「Printgroove POD Queue実行ファイルのダウンロード」
（p. 2-7）でダウンロードしたSetup.exe ファイルを確認します。

2 ファイルをダブルクリックして、インストールを開始します。

3 ［セットアップ言語の選択］画面が表示されます。

4 言語を選択します。以下のオプションがあります。イタリア語（イタ
リア）、オランダ語（オランダ）、スウェーデン語（スウェーデン）、
チェコ語（チェコ）、デンマーク語（デンマーク）、ドイツ語（ドイ
ツ）、ノルウェー語、ブークモール（ノルウェー）、フィンランド語
（フィンランド）、フランス語（フランス）、ポーランド語（ポーラン
ド）、英語（米国）、日本語（日本） 

5 ［OK］をクリックします。 

6 Crystal Reports がインストールされていない場合は、以下の確認
画面が表示されます。（Crystal Reports がインストール済みの場
合、この手順は省略されます。）このソフトウェアのインストールは、
Printgroove POD Queueが正しく動作するために必要です。 

7 ［OK］をクリックして、Crystal Reports をインストールします。
［ようこそ］画面が表示されます。

8 ［次へ］をクリックします。［使用許諾契約］画面が表示されます。

9 ドロップダウンメニューから使用許諾契約を表示する言語を選択しま
す。

10［使用許諾契約の条項に同意します］を選択しない場合は、続行でき
ません。同意しない場合は、［キャンセル］をクリックします。使用
許諾契約に同意するラジオボタンを選択し、［次へ］をクリックして
続行します。［インストール先のフォルダ］画面が表示されます。

11 初期設定のインストール先をメモしておきます。インストール先を変
更するには、［変更］をクリックします。［インストール先フォルダの
変更］画面が表示されます。
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12 保存場所を選択します。［OK］をクリックします。［インストール先

フォルダの変更］画面が閉じられ、［インストール先のフォルダ］画
面に戻ります。インストールの前に、設定を変更する必要がある場合
は、［戻る］をクリックしてインストール先を変更します。インス
トールの準備完了後、［インストール］をクリックします。［セット
アップステータス］画面に進捗バーが表示され、インストールの進行
状況が示されます。インストールを中止する場合は、［キャンセル］
をクリックします。

13 インストールが完了すると、［InstallShield ウィザードを完了しまし
た］画面が表示されます。

14 デフォルトでは、［デスクトップにショートカットを作成する］
チェックボックスが選択されています。ショートカットを作成しない
場合は、チェックを外してください。［完了］をクリックして画面を
閉じ、インストールを終了します。
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2.6 Printgroove POD Queueクライアントのアンインス
トール
クライアントをアンインストールするには、以下の手順を行います。

1 コントロールパネルからアンインストールオプションを使用して、ア
プリケーションKONICA MINOLTA Printgroove POD Queueを
確認します。

2 進捗画面が表示されます。アンインストールを中止するには、［キャ
ンセル］をクリックします。

3 OSによっては、アンインストール完了の通知が表示される場合があ
ります。通知が表示されない場合でも、アプリケーションのアイコン
が削除されていれば、アンインストールは問題なく実行されていま
す。
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3 Printgroove POD Queue の設定
この章に進む前に、Printgroove POD Queueサーバーのファイルをイ
ンストールする必要があります（「Printgroove POD Queueサーバーの
インストール」（p. 2-3）をご覧ください）。 

インストールの完了後、ライセンスを登録してアクティベーションを実行
してください（「Printgroove ライセンスの登録」（p. 2-6）をご覧くださ
い）。 

登録とアクティベーションが完了すると、Printgroove POD Queueク
ライアントをダウンロードできます（「Printgroove POD Queue実行
ファイルのダウンロード」（p. 2-7）をご覧ください）。 

ダウンロードしたQueueクライアントファイルは、Queue ユーザーの
ローカルコンピュータにインストールすることができます（「Printgroove 
POD Queue クライアントのインストール方法」（p. 2-10）をご覧くださ
い）。

上記の手順を完了すると、次にこの章の手順に従って各Queue クライア
ントをローカルにインストールする必要があります。 

以下のことに注意してください：

- 同一コンピュータ上で複数のPrintgroove POD Queue クライアント
を動作させることはできません。

- 複数のユーザーが同じユーザー名とパスワードを使用して、同時にログ
インすることはできません。
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3.1 アプリケーションの起動
Printgroove POD Queueを起動するには、デスクトップの
［Printgroove POD Queue］アイコンをダブルクリックします。

［スタート］ → ［すべてのプログラム］ → ［KONICA MINOLTA］ → 
［Printgroove POD Queue］の順にクリックしても起動することができ
ます。

Printgroove POD Queueが起動し、［ログイン］画面が表示されます。

2
ご注意

初めてPrintgroove POD Queueを使用する際には、管理者権限を持
つユーザーアカウントを1つ以上追加することをおすすめします
（ユーザーの追加方法については、「ユーザーを追加する」（p. 3-37）
をご覧ください）。管理者権限を持つユーザーは、任意のセッション中
にログインし、アプリケーションを不適切な方法で終了したユーザーを
ログアウトすることができます（詳細は、「ユーザーをログアウトする」
（p. 3-39）をご覧ください）。
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3.2 ログイン

1 Printgroove POD Queueサーバーの IPアドレスを入力します。

2 Printgroove POD Queueサーバーのポート番号を入力します。初
期設定は、「8180」です。

2
ご注意

Printgroove POD Queue への初回ログインの際に手順1と 2の項目
を入力すると、以降のログインではこれらの値は自動で入力されるた
め、Printgroove POD Queueサーバーの情報が変更されない限り再
入力の必要はありません。

3 ユーザー名を入力します。初期設定は「」です。

4 パスワードを入力します。初期設定は「」です。

メモ）LDAPサーバーでユーザー認証を行っている場合は、デフォ
ルトユーザーを使用できません。ユーザー認証設定については、
Printgroove POD Administration Manager のユーザーズガイド
をご覧ください。

5 ［OK］をクリックします。

Printgroove POD Queueによって、ユーザー認証とサーバー /ク
ライアントの適合検証が行われ、メイン画面が表示されます。

3.2.1 認証
初期設定では、Printgroove POD Queueに保存されているユーザー名
とパスワードによって認証を行いますが、必要に応じて LDAP認証を使用
することもできます。LDAP認証が使用されている場合、ユーザーアカウ
ントは、LDAPデータベースとPrintgroove POD Queue ユーザーアカ
ウントの両方のデータベースに存在する必要があります。もしどちらかの
データベースにユーザーアカウントが存在しない場合、ログインすること
はできません。LDAP認証の詳細は、Printgroove POD Administration
Manager ユーザーズガイドをご覧ください。

1 ユーザー名もしくはパスワードのエラーによってログインができない
場合は、メッセージ画面が表示されます。この場合は、システム管理
者にユーザー名とパスワードをお問い合わせください。バージョンの
互換性が解決されるまでログインすることはできません。
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3.2.2 サーバー /クライアント互換性の確認

1 認証が確認されると、Printgroove POD Queueクライアントは現
在のクライアントのバージョン情報を送信し、インストールされてい
るPrintgroove PODサーバーのバージョンとの互換性を確認しま
す。

バージョンに互換性がない場合は、メッセージ画面が表示されます。

2 ［OK］をクリックしてメッセージ画面を閉じます。

3 ログイン画面で［キャンセル］をクリックして、システム管理者にお
問い合わせください。バージョンの互換性が解決されるまでログイン
することはできません。

バージョンの互換性に問題がなければメイン画面が表示されます。

ログインができた場合でも、以下の原因によりPrintgroove POD 
Queueが閉じてしまう場合があります。以下の点に注意してください。

- Printgroove PODサーバーの電源がオフになっている場合

- サーバーのメンテナンスをしている場合

上記の場合、エラーメッセージが表示されるので、［OK］をクリックして、
メッセージを閉じます。Printgroove POD Queueがシャットダウンし
ます。これらの状況が起きたら、システム管理者にお問い合わせください。
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3.3 ログアウト

1 ［ファイル］メニューから、［ログアウト］を選択します。セッション
が終了し、メイン画面が閉じ、［ユーザー名］と［パスワード］は空
欄のログイン画面が表示されます。

2 ［ファイル］メニューから［終了］を選択してもログアウトできます。
セッションが終了し、Printgroove POD Queueが終了します。

上記の方法以外でユーザーがセッションを終了しても、Printgroove 
POD Queue は、ユーザーがログイン中と認識します。この場合、同じ
ユーザーが次にログインしようとした場合にログインできないことがあり
ます。その場合は管理者レベルのユーザーに、ログアウトしてもらうこと
ができます（詳細は、「ユーザーをログアウトする」（p. 3-39）をご覧くだ
さい）。

初期設定のユーザー名とパスワード以外が設定されていない場合に、
Printgroove POD Queueサーバーをリスタートするまで、ログアウト
してPrintgroove POD Queue に戻ることができません。リスタートす
ることで、すべてのログをクリアにすることができます。
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3.4 メニューバー
Printgroove POD Queueのメニューバーから、各種設定を呼び出すこ
とができます。 

Printgroove は、以下の 4種類のユーザーレベルを提供します。

- A = Administrator（管理者）

- M = Manager（マネージャー）

- O = Operator（オペレータ） 

- G = Guest（ゲスト） 

次の表は、メニューバーの項目とサポートしているユーザーレベルを示し
ています。管理者としてログインした場合はメニューバーのすべての項目
を利用できます。その他のユーザーレベルでログインした場合は利用でき
る項目は制限されます。利用できない機能は、グレーアウト表示されて選
択できません。

ユーザーの追加とユーザーレベルの割り当てについては、「ユーザーの管
理」（p. 3-36）をご覧ください。

Printgroove POD Queue メニューバーの項目

メニュー項目 説明 ユーザー
レベル

ファイル 新規 プリンタ プリンタを追加します。 AM

ジョブチケット ジョブチケットを作成しま
す。

AMO

グループ グループを作成します。 AMO

クラスタ クラスタを作成します。 AMO

バーチャル
キュー

バーチャルキューを作成し
ます。

AMO

インポート ジョブチケット 
+ ファイル

Printgroove POD 
Queue にジョブチケット
または JDF形式のファイ
ルを取り込みます。

AMO
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ファイル
（続き）

エクスポート ジョブチケット 
+ ファイル

Printgroove POD 
Queue からローカルまた
はネットワーク上にファイ
ルを書き出します。書き出
したファイルはPOD 
Queue に取り込むことが
できます。

AMO

JDF + PDF Printgroove POD 
Queue からローカルまた
はネットワーク上にファイ
ルを書き出します。書き出
したファイルはPOD 
Queue または、JDF ファ
イルを読み込める他のアプ
リケーションに取り込むこ
とができます。

AMO

ジョブレポート すべてのジョブチケットに
ついてのレポートを作成し
ます。指定したローカルに
.CSVファイルが保存され
ます。

AM

プリンタ 
機能

現在の設定と検出されたす
べてのMFPのオプション
構成情報を含んだ JDF
ファイルが作成されます。
このファイルはローカルに
保存し、他の
Printgroove PODモ
ジュール（例：
Printgroove POD 
Ready）に取り込むこと
ができます。

AM

プリンタ 検出開始 クリックすると
Printgrove POD Queue
がすぐにプリンタを検出し
ます。

AMOG

ログアウト Printgroove POD 
Queue の現在のセッショ
ンを終了します。

AMOG

終了 Printgroove POD 
Queue を終了します。

AMOG

Printgroove POD Queue メニューバーの項目

メニュー項目 説明 ユーザー
レベル
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表示 テキストサイズ 拡大 文字サイズを拡大します。 AMOG

縮小 文字サイズを縮小します。 AMOG

リフレッシュ GUI 表示を更新します。 AMOG

既定値に戻す メイン画面を 5つのパネル
の初期設定表示に戻しま
す。

AMOG

ログ ログパネルを表示します。 A

メインパネル 受信ボックス 受信ボックスパネルの表示
/ 非表示を切り替えます。

AMOG

プリンタジョブ プリンタジョブパネルの表
示 / 非表示を切り替えま
す。

AMOG

完了ジョブ 完了ジョブパネルの表示 /
非表示を切り替えます。

AMOG

設定 サーバ設定 プリンタの検出 ネットワーク上のSNMP
を検出する SNMPの範囲
を設定します。

A

NIC設定 POD Queue サーバーに
関連づける IP アドレスを
選択します（この接続は、
SNMPポーリング / 検出
をサポートします）。

A

PDFプロファイ
ル

PDFプロファイルを選択
してPOD Queue にアッ
プロードします。

A

ホットフォルダ ホットフォルダを追加、編
集、削除します。

A

Printgroove POD Queue メニューバーの項目

メニュー項目 説明 ユーザー
レベル
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設定
（続き）

操作設定 完了ジョブオプ
ション

完了ジョブパネルで保存す
るジョブの最大数を設定し
ます。

A

自動モード オンに設定している場合、
ジョブの自動ルーティング
ができます。オフに設定し
ている場合、手動でジョブ
をルーティングさせます。

A

バナーページオ
プション

バナーページの出力設定を
行います（オフ、クラスタ
ジョブのみ、すべてのジョ
ブ）。
バナーページを仕向けごと
に設定をして、フォントを
指定します。

A

ミスプリント控
除設定

ミスプリント控除の設定を
行います。

A

用紙カタログ参
照テーブル

用紙カタログ参照テーブル
の値（カスタム用紙サイ
ズ）の表示、追加、編集、
削除、インポートおよびエ
クスポートをします。

A

カラーページの 
解析

初期設定はオンです。オフ
が選択されている場合、
Queue は PDF ファイル
のカラーページ情報を読み
込みません。自動的にすべ
てのジョブを白黒に設定し
ます。

A

ユーザ管理 Printgroove POD 
Queue にユーザーを追加、
変更、削除します。

A

メッセージ管理 ジョブの印刷が初期化され
る際に表示される警告メッ
セージの種類を管理しま
す。

A

自動取得 自動検出が可能なプリンタ
がQueueで使用可能な場
合、管理者は必要に応じ
て、この設定を使用してプ
リンタの用紙カタログデー
タを自動的に取得し、
Queue の用紙カタログ参
照テーブルの値を更新でき
ます。

A

ヘルプ ヘルプファイル ヘルプファイル AMOG

Printgroove 
POD Queue に
ついて

製品バージョン情報を表示
します。

AMOG

Printgroove POD Queue メニューバーの項目

メニュー項目 説明 ユーザー
レベル
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3.5 ブロックしないポート
クライアントのインストール後、Printgroove POD Queueサーバーは、
コンピュータと通信できます。

ファイアウォールがある場合、Printgroove POD Queueサーバーは
Printgroove POD Queueクライアントとデータの通信ができません。
これを解決するために、通信をブロックしないポートを設定する必要があ
ります。

1 コントロールパネルを開きます。

2 カテゴリ表示で［システムとセキュリティ］を開きます。

3 ［Windows ファイアウォール］の下にある［Windows ファイア
ウォールによるプログラムの許可］（Windows 8 の場合は
［Windows ファイアウォールによるアプリケーションの許可］）を開
きます。

4 ［許可されたプログラムおよび機能］（Windows 8 の場合は［許可さ
れたアプリおよび機能］）のリストで「Printgroove POD Queue」
にチェックが付いていることを確認します。

5 ［OK］をクリックします。
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3.6 サーバーの設定
Printgroove POD Queueを使用する前に、プリンタの検出設定を選択
する必要があります。NIC設定、PDFプロファイル、およびホットフォル
ダの設定は、作業環境、使用状況に応じて自由に選択できます。管理者の
みが、これらを設定し変更できます。

3.6.1 プリンタの検出設定
Printgroove POD Queueでは、設定した IPアドレスの範囲から自動的
に検出されたプリンタと手動で追加したプリンタの両方を指定できます。
Printgroove POD Queueの検出の設定手順を以下に説明します。
SNMP設定を選択する前に、このセクション全体を読んでください。

自動検索モード

初期設定では［SNMPブロードキャスト］が選択されています。SNMP
検索の範囲を設定すると、Printgroove POD Queueは自動的にプリン
タを検出します。ネットワークによっては、ブロードキャストが制限され
ている場合もあります。［SNMPブロードキャスト］を設定して、プリン
タの検出ができなかった場合は、［TCP Socket 接続］に変更してくださ
い。［TCP Socket 接続］に変更してもプリンタが検出できない場合は
［オフ］を選択してください。［オフ］を選択している場合は、すべてのプ
リンタを手動で追加していきます（詳細は、「手動でプリンタを追加する」
（p. 3-61）をご覧ください）。

2
ご注意

TCP Socket 接続による検出をするには、ネットワークと検出したい
プリンタが、TCPポート 7からのトラフィックが許可されている必要
があります。

検索の間隔を設定する

Printgroove POD Queueは、指定されたSNMP検索範囲を一定の時間
間隔で検索して、新しいプリンタを追加します。スケジュール設定された
イベント中に、Windowsスプーラのリストにあるインストール済みの
PostScript ドライバを検索して、リストと表示されるプリンタをそれぞれ
更新します。ドロップダウンメニューから検索する時間間隔を分単位で選
択します（1、2、5、10、15、20、25、30）。自動検出モードがオフの
場合、ドロップダウンメニューはグレーアウトになり設定することはでき
ません。このような場合、検索の間隔は、初期設定の2分に設定されます。
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すぐにプリンタを検索するには

次の検索時間になる前にプリンタを見つけたい場合は、以下の方法でプリ
ンタを検出します。

1 ［ファイル］メニューから、［プリンタ］→［検出開始］を選択しま
す。ポップアップメッセージが表示されて、検索が開始されます。
［OK］をクリックして、メッセージ画面を閉じます。

プリンタ状況のアップデート

すでに検索済みのプリンタに対して、Printgroove POD Queueがポー
リングすることで、追加されているプリンタの状況とオプション構成など
を確認します。送り返された情報によって、送信先パネルのプリンタアイ
コンがアップデートされます。ドロップダウンメニューから検索する時間
間隔の秒単位を選択します（10、30、60、120、180、240、300）。初
期設定は、120秒です。この機能はオフにすることはできません。

2
ご注意

たくさんのプリンタが検索された場合、Printgroove POD Queue が
すべてのプリンタにポーリングし、プリンタの状況をアップデートする
のに時間がかかる場合があります。

Windows スプーラ プリンタ機能

Windowsの印刷スプーラ機能は、Queueサーバー上のPostScript 印刷
に対応するプリンタの検出に使用されます。検出したプリンタを有効にす
ると、プリンタがQueueのプリンタパネルに追加され、ジョブの印刷に
使用できるようになります。サードパーティ製のプリンタの場合、Queue
のジョブチケットが対応しないプリンタ設定もあります。ジョブチケット
エディタの非サポート設定のセクションを参照してください。

1 メニューから［設定］→［サーバ設定］→［プリンタの検出］を選択
します。［サーバ設定］画面が表示されます。

2 ［Windows スプーラ プリンタ］で、［編集］をクリックします。
［Postscript プリンタ一覧］画面が表示されます。

3 Queueサーバーは設定されている更新時間の間隔になるとプリン
ターの検索を実行し、リストの内容を更新します。
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4 ネットワークに適応した［サブネットマスク］を設定します。

2
ご注意

Printgroove POD Queueが対応するプリンタは、検出されても重複
するためリストに追加されません。

5 初期設定では、［表示］列の値のチェックが選択されていないため、
Queueの送信先パネルにプリンタは表示されません。

6 リストにあるPostScript プリンタをQueueの送信先パネルに追
加するには、上記の画面を起動し、対象のプリンタの［表示］列の
チェックボックスにチェックを入れます。［全て選択］をクリックす
ると、すべてのプリンタがQueueに追加されます。［全て選択解除］
をクリックすると、すべてのチェックボックスの選択が解除されま
す。

7 ［保存］をクリックして変更を保存する、または［キャンセル］をク
リックして画面を閉じます。［キャンセル］をクリックすると、変更
内容は保存されません。

8 Windows スプーラ プリンタからプリンタを削除すると、次回の
SNMP検索時にリストが更新されます。更新後、プリンタが
Queueの送信先パネルから削除されます。処理待ちのジョブがある
場合は、それらのステータスが［キャンセル］に変更され、完了ジョ
ブパネルに移動します。これらのジョブを処理するには、再度割り当
てを行う必要があります。

9 Windows スプーラ プリンタにプリンタを追加すると、次回の検出
時にリストが更新されます。更新後、プリンタがリストに表示されま
す。これらのプリンタは、上記の手順でQueueの送信先パネルに追
加できます。

10［Postscript プリンタ一覧］画面の起動時に使用できるプリンタがな
い場合、インストールやアンインストール中に問題が発生した場合、
またはPostScript プリンタを有効にしようとした場合、エラーメッ
セージが表示され、それらの状況の詳細な説明が表示されます。
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SNMP検索範囲の設定

検索範囲には、10種類の検索範囲を設定できます。最適なパフォーマンス
を得るには、3～ 5種類をおすすめします。検索範囲の種類が多すぎると、
Printgroove POD Queueパフォーマンスが大幅に低下する可能性があ
ります。 

1 メニューから［設定］→［サーバ設定］→［プリンタの検出］を選択
します。［SNMP］画面が表示されます。

2 ［追加］をクリックすると、［SNMP検索範囲の追加］画面が表示さ
れます。

3 ［開始範囲］フィールドと［終了範囲］フィールドに、検索する IP
アドレスの範囲を入力します。両方のフィールドとも、最初の3桁は
同じ値にする必要があります。

4 ネットワークに適応した［サブネットマスク］を設定します。

2
ご注意

ネットワークアドレスとホストアドレスを識別するためのサブネットマ
スクは、ブロードキャスト検索をするために、正しく設定する必要があ
ります。

5 ［OK］をクリックします。［SNMP検索範囲の追加］画面が閉じま
す。

6 ［保存］をクリックして、変更内容を保存します。［キャンセル］をク
リックすると変更内容は保存されません。

SNMP検索範囲の編集

1 メニューから［設定］→［サーバ設定］→［プリンタの検出］を選択
します。［SNMP］画面が表示されます。

2 検索範囲を選択して［編集］をクリックします。SNMP 検索範囲の
更新画面が表示されます。

3 必要に応じて設定を変更します。

4 必要に応じて、ネットワークに適応した［サブネットマスク］を設定
します。
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5 ［OK］をクリックします。編集された検索範囲に使用可能のプリン

ターが含まれていない場合、SNMP 検索範囲の更新画面が閉じます。
（ポップアップ画面が表示される場合は、手順7に進んでください。）

6 ［保存］をクリックして、変更内容を保存します。［キャンセル］をク
リックすると変更内容は保存されません。

7 新たに設定した検索範囲が、現在有効なプリンタを範囲外に除外する
結果になる場合は、SNMP検索範囲の編集結果を保存することはで
きません。この場合は、確認画面に表示された検索範囲外となるプリ
ンタの IPアドレスをメモしておいてください。

8 ［OK］をクリックして確認画面を閉じます。

9 ［キャンセル］をクリックして検索範囲の更新画面を閉じます。

10［サーバ設定］画面を閉じます。

11 手順7で確認画面が表示された場合は、送信先パネルで、確認画面
に表示されたプリンタを選択して右クリックメニューを表示し、［無
効］を選択します。複数のプリンタが表示されていた場合は、各プリ
ンタについてこの操作を繰り返します。

12 すべてのプリンタを無効にした後、上記1から 5の手順を繰り返し
ます。 

SNMP検索範囲の削除

1 メニューから［設定］→［サーバ設定］→［プリンタの検出］を選択
します。［SNMP］ウィンドウが表示されます。

2 検索範囲を選択して［削除］をクリックします。SNMP検索範囲の
削除画面が表示されます。

3 ［OK］をクリックします。選択された範囲に使用可能なプリンターが
含まれていない場合、SNMP検索範囲の削除画面が閉じます。（ポッ
プアップ画面が表示される場合は、手順5に進んでください。）

4 ［保存］をクリックして、変更内容を保存します。［キャンセル］をク
リックすると変更内容は保存されません。［保存］をクリックした場
合、検索範囲は削除され、送信先パネルから該当するプリンタアイコ
ンも削除されます。

5 選択した検索範囲内に有効なプリンタがある場合は、SNMP検索範
囲を削除することはできません。この場合は、確認画面に表示された
検索範囲内にあるプリンタの IPアドレスをメモしておいてください。
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6 ［OK］をクリックして確認画面を閉じます。

7 ［キャンセル］ボタンをクリックして検索範囲の削除画面を閉じます。

8 ［サーバ設定］画面を閉じます。

9 手順5で確認画面が表示された場合は、送信先パネルで、確認画面
に表示されたプリンタを選択して右クリックメニューを表示し、［無
効］を選択します。複数のプリンタが表示されていた場合は、各プリ
ンタについてこの操作を繰り返します。

10 すべてのプリンタを無効にした後、上記1から 4の手順を繰り返し
ます。

手動でプリンタを追加する

検索範囲の指定は10種類ですが、手動で追加できるプリンタは、数に制
限なく、検索範囲テーブルに表示されます。

手動でプリンタを追加する詳細は、「手動でプリンタを追加する」
（p. 3-61）をご覧ください。手動で追加されたプリンタの IPアドレスが検
索範囲の中にない場合、新しいエントリーが検索範囲として表示されます。
この場合、1台のプリンタが指定されたことになり、［開始範囲］と［終了
範囲］は同じ値になります。

手動でプリンタを削除する

手動で追加されたプリンタを選択して［削除］をクリックしても削除する
ことはできません。 

手動で追加されたプリンタの削除方法の詳細は、「手動で追加したプリンタ
をアンインストールする」（p. 3-63）をご覧ください。

3.6.2 NIC 設定

サーバーの IP アドレスを変更する

システム管理者がPrintgroove PODサーバーの IPアドレスを手動で変
更する場合、Queueに新しい IPアドレスを認識させるために以下のいず
れかの操作を行います。

- サーバーを再起動します。
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デュアルネットワークインターフェースカード

Printgroove POD Queueサーバーが、2つのネットワークインター
フェースカードを使用している場合、Printgroove POD Queueは最初
に検出したNICの IP アドレスを選択します。NIC設定では選択された
NICを確認し、必要に応じて設定を変更することができます。

1 メニューから、［設定］→［サーバ設定］→［NIC設定］を選択しま
す。［NIC設定］画面が表示されます。

2 ［現在のPOD Queueサーババインドアドレス］フィールドに
Printgroove POD Queueが選択したNICのアドレスが表示されま
す。

3 すべてのNICの IP アドレスが［選択可能なサーバー IPアドレス］
ドロップダウンメニューに表示されます。設定を変更したい場合は、
ドロップダウンメニューから新しい IPアドレスを選択します。

4 ［保存］をクリックします。設定を変更するために、Printgroove 
POD Queue サーバーを再起動させるメッセージ画面が表示されま
す。［OK］をクリックしてメッセージ画面を閉じます。

3.6.3 PDFプロファイルをアップロードする
Printgroove POD Queueは、Printgroove POD サーバーにPDF プロ
ファイルをアップロードするときに、ファイルを指定するのに使用されま
す。一度ファイルをアップロードすると、Printgroove POD Driver がこ
のプロファイルを取得して、処理中のすべての印刷ジョブに適用します。

PDFプロファイルをアップロードする手順は以下のとおりです。

1 メニューから、［設定］→［サーバ設定］→［PDFプロファイル］を
選択します。［PDFプロファイルの保存］画面が表示されます。

2 ［アップロード］をクリックします。［開く］画面が表示されます。

3 アップロードしたいPDFプロファイル（.job-options 形式）を指
定します。

4 ［開く］をクリックします。［開く］画面が閉じます。PDFプロファ
イル画面のテキストフィールドに指定したファイルが表示されます。

5 ［保存］をクリックします。Printgroove POD Queueサーバーに
ファイルがアップロードされます。
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3.6.4 ホットフォルダ
初期設定では、Printgroove POD Queueは、ホットフォルダが 1個含
まれたホットフォルダの root ディレクトリを作成します。Queueの管理
者は、ホットフォルダの作成、追加、カスタマイズをすることができます。
ユーザーは、これらのホットフォルダにPDFファイルをドラッグアンド
ドロップできます。この操作により、Printgroove POD Queueが PDF
ファイルを処理し、ホットフォルダのジョブチケット設定（Queueで指
定可能）を使用して、新しい印刷ジョブを作成します。ホットフォルダに
ドロップされたジョブは、自動でQueueの受信ボックスパネルに表示さ
れます。

ホットフォルダを使用するには、Queueの管理者が使用する前に以下の2
つの設定をする必要があります。 

- ホットフォルダディレクトリの有効化と表示

- カスタマイズされたホットフォルダの作成と有効化

ホットフォルダディレクトリの有効化と表示

Queue の管理者は、ホットフォルダを有効にして表示（必要に応じて、 
Windows と Mac のいずれか）するために、この手順を実行する必要があ
ります。

最初に、管理者が ユーザーアカウントを使用して Printgroove POD サー
バーにアクセスします。 

1 クライアントのWindows マシンで、以下のパスを入力します。

- ￥￥[Printgroove Server の IP アドレス ]￥QueueHotFolders

- 例：￥￥12.111.12.111￥QueueHotFolders

2 Mac OSの場合は、以下のパスを入力します。

- smb:￥￥[Printgroove Server の IP アドレス ]￥
QueueHotFolders

- 例：smb:￥￥12.111.12.111￥QueueHotFolders

3 表示されたプロンプトで、ユーザー名とパスワードを入力しま
す。

4 アクセスが許可されると、デフォルトの［QueueHotFolders］が
表示されます。
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クライアントからサーバーマシンのセッションをアクティブにすると、
Windowsはクライアントに認証情報の入力を求めないため、ホットフォ
ルダにアクセスできません。このような場合は、以下の手順に従ってくだ
さい。

5 Queueからログアウトし、クライアントマシンを再起動します。

6 上記の処理を繰り返します。ユーザー名とパスワードの入力を求める
画面が表示されます。値を入力すると、ホットフォルダが表示されま
す。

カスタマイズされたホットフォルダの作成と管理

メニューから、［設定］→［サーバ設定］→［ホットフォルダ］を選択しま
す。［ホットフォルダ］画面が表示されます。現在作成されているすべての
ホットフォルダが表形式で表示されます。［追加］をクリックすると、ホッ
トフォルダエディタが開きます。このツールを使用すると、ホットフォル
ダの新規作成や、新しい各ホットフォルダにジョブチケット値を設定でき
ます。ホットフォルダに設定されたすべての値は、ホットフォルダに追加
されたジョブチケットに自動的に適用されます。

ジョブチケット設定オプションの詳細は以下のとおりです。ホットフォル
ダの追加、編集、削除については、このセクションの後半で説明します。

ホットフォルダ設定オプション

ジョブチケットエディタには、8つの主要な設定項目があります。各設定
項目、サブメニュー、表示項目は以下のとおりです。

ステータス

ホットフォルダの作成後、ジョブを処理するために有効化する必要があり
ます。ホットフォルダを有効にするチェックボックスを選択します。初期
設定では、このチェックボックスは選択されていません。
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ジョブ設定

［ジョブ設定］には、以下4つのサブメニューがあります。

1. ジョブ情報

2. ジョブチケット詳細

バナーページ設定 ［POD Queue サーバー既定値］、［オフ］および［オン］の 3つ
のラジオボタンがあります。
［POD Queue サーバー既定値］：
通常通りに処理されるPrintgroove POD Queue ジョブの初期設
定です（Queueで生成されたジョブ、他のPrintgroove PODモ
ジュールのジョブのいずれの場合も該当します）。この項目を選択
すると、Queueで指定したバナーページ設定をジョブに適用しま
す。設定の詳細は、「バナーページオプション」（p. 3-41）をご覧
ください。
［オフ］：この項目を選択すると、ジョブのバナーページは出力され
ません。この設定は、Queueで設定したバナーページ設定を上書
きします。設定の詳細は、「バナーページオプション」（p. 3-41）
をご覧ください。
［オン］：この項目を選択すると、ジョブのバナーページが出力され
ます。この設定は、Queueで設定したバナーページ設定を上書き
します。設定の詳細は、「バナーページオプション」（p. 3-41）を
ご覧ください。
バナーページ設定が他のPrintgroove PODモジュールで指定さ
れている場合、Queueはその値を取得して適用します。Queue
のオペレーターはもとの値と異なる選択をして、設定を変更するこ
とができます。

指定のデバイス プリンタの IP アドレス、プリンタ名またはクラスタ名をテキスト
フィールドに入力します。自動モードがオンの場合にこのフィール
ドに入力すると、このホットフォルダに配置されたすべてのジョブ
は、このプリンタに自動的に送信されます。

カラーページの解析 ［POD Queue サーバー既定値］、［オフ］および［オン］の 3つ
のラジオボタンが表示されます。オンを選択した場合、ジョブチ
ケットに添付されたPDFファイルに対しカラーページの解析を行
います。Queueは、カラーページと白黒のページを識別します。
オフを選択した場合、ジョブチケットに添付されたPDFファイル
に対しカラーページの解析は行われません。この場合、ジョブのす
べてのページが白黒であると見なされます。POD Queue サー
バーの既定値を選択した場合、［設定］→［操作設定］→［カラー
ページの解析］で指定した値がジョブに適用されます。初期設定は
オンです。ホットフォルダレベルで設定されている場合、［設定］
→［操作設定］→［カラーページの解析］は、この値に上書きされ
ます。［ジョブチケットエディタ］→［ジョブ設定］→［ジョブチ
ケット詳細］で値を設定した場合、ジョブチケットレベルの設定
は、ホットフォルダレベルで入力した値に上書きされます。

カラーモード ［カラーモード］の設定を使用して、ドキュメントの色設定に関わ
らず、選択した色設定でジョブを印刷できます。
例：［白黒］を選択した場合、すべてのカラーページを白黒で印刷
することができます。［白黒］、［カラー］または［混合］の 3つの
ボタンが選択できます。
初期設定値は［白黒］です。この値は、［画像品質設定］→［スク
リーニング］でも変更できます。混合のジョブは、カラークラスタ
に送信されます。
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3. 部門管理

この機能を使用して、プリントジョブの部門管理を有効にします。部門管
理が有効なバーチャルキューまたはプリンタにジョブをドラッグすると、
それらの設定は無視され、ジョブチケットレベルの設定が適用されます。
また、この機能が正しく動作するためには、ジョブの送信先プリンタも部
門管理をサポートする必要があります。

4. ジョブ詳細

無効 ラジオボタン：初期設定では、このオプションが選択されていま
す。無効を選択した場合、ジョブが処理されると、バーチャル
キューエディタまたはプリンタモニタで設定された部門管理の設定
は無視されます。

有効 ラジオボタン：初期設定では、このオプションは選択されていませ
ん。選択すると、部門名およびパスワードフィールドが有効になり
ます。これらのフィールドに部門管理の設定を入力します。パス
ワード値が必要です。プリンタが部門管理をサポートする場合、
ジョブは追跡されます。

部門名 テキストボックス :対象のプリンタでパスワードのみの部門管理が
サポートされ有効な場合は、このフィールドは値を入力しても空欄
のままでもどちらでもかまいません。

パスワード テキストボックス :有効を選択した場合は、パスワードを入力しま
す。

ジョブ詳細 編集可能なテキストフィールド。
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基本設定

［基本設定］には5つのサブメニューがあります。

1. 部数

部数は、ドロップダウンメニューに表示されます。表示されている部数を
1から 9,999 の間で変更することができます。初期設定値は、1です。

2. ソート

初期設定ではチェックボックスが［オン］になっていて、ソートが設定さ
れています。選択に応じて、［ソート］設定を表すアイコンが切り替わりま
す。選択を変更することもできます。

3. 仕分け

仕分けを行う場合は、チェックボックスを［オン］にします。設定に応じ
て、［仕分け］設定を表すアイコンが切り替わります。選択を変更すること
もできます。

［仕分け］を選択した場合、［仕分け設定］ボタンがアクティブになります。
このボタンをクリックすると、［部数ごとに仕分け］と［枚数ごとに仕分
け］チェックボックスが表示されます。

［部数ごとに仕分け］：部数ごとに仕分ける場合の部数を設定します（1～
9999)。

［枚数ごとに仕分け］：枚数ごとに仕分ける場合の枚数を設定します（1～
65535)。

また、両方とも設定すると、枚数ごとに仕分けして、さらに部の区切りで
も仕分けします。ただし、両方とも設定する場合は、以下の限度内に設定
してください。

両方の値を1に設定します。

どちらか一方の値を1に設定した場合は、もう 1つの値を 2またはそれ以
上（範囲の限界）に設定できます。

これら以外の値を設定すると、サポートされている範囲の値に変更するよ
う促すポップアップ画面が表示されます。

4. 紙設定

用紙名 初期設定は［値なし］です。ドロップダウンリストから値を選択
できます。「用紙名と用紙名選択の使用」（p. 3-23）。

用紙名選択 このボタンをクリックすると、用紙カタログ参照用フィルタが表
示されます。詳細は、「用紙名と用紙名選択の使用」（p. 3-23）
をご覧ください。
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用紙名と用紙名選択の使用

［用紙名］オプションの［用紙名選択］ボタンを使用すると、用紙カタログ
参照テーブルにアクセスできます。詳細は、「用紙カタログ参照テーブル」
（p. 3-46）をご覧ください。参照テーブルは不定形用紙の設定を作成、保
存するために使用されます。作成された値は、［用紙名］ドロップダウンが
GUI に表示されたときに選択できます。 

保存された値を表示し、ジョブに適用する値を選択するには、以下の手順
に従います。

1 ［用紙名選択］をクリックします。［用紙カタログ参照用フィルタ］画
面が表示されます。

2 表には、保存されたすべての値が表示されます。表には最大2000
項目を入力でき、フィルタオプションにより指定されたフィルタの条
件を満たす項目を絞り込むことができます。 

3 ［フィルタ］セクションから値を選択します。表には、フィルタの指
定に一致するすべての項目が表示されます。

4 用紙カタログ参照テーブルに使用する項目の行をクリックして選択し
ます。 
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5 ［OK］をクリックします。用紙カタログ参照用フィルタが閉じ、選択

した項目が値として、［用紙名称］フィールドに表示されます。他の
すべての対応する値、［出力サイズ］、［用紙種類］、［坪量］、［紙色］
の値も、選択した［用紙名称］に割り当てられた値に変更されます。

出力サイズ 初期設定では、出力サイズの値は、PDFファイルから読み込まれ
ます。表示される設定は、Printgroove POD Queue のインス
トール時に選択した言語に依存します。英語の場合、値はインチ単
位で表示され、他の言語の場合はミリメートル単位で表示されま
す。受信ボックスパネルは、これを文書サイズとして表示します。
この設定を変更しない場合、「値なし」がこのフィールドに表示さ
れます。これは、文書の元のサイズの値を変更しないことを意味し
ます。この値を変更する場合、または新規ジョブを作成する場合
は、すべての使用可能な項目をドロップダウンメニューから選択で
きます。
文書サイズと異なる出力サイズを選択した場合、ドキュメントは拡
大・縮小されません。印刷時にドキュメントは、選択した出力サイ
ズの中央に印刷されますが、ドキュメント自体のサイズは変更され
ません。
Printgroove POD Queue が受信したプリントジョブに添付され
たPDFファイルに複数の出力サイズが選択されている場合、
Queueは出力サイズも「値なし」に変更します。これによって
Queueは正しい情報をプリンタに送信し、複数のサイズの印刷を
サポートすることができます。
このような場合に、「値なし」をドロップダウンメニューから特定
の値に変更すると、複数のサイズは無視され、選択した出力サイズ
で全ページが印刷されます。これらのページは中央に印刷されます
が、ドキュメント自体のサイズは新しい用紙サイズに応じて調整さ
れることはありません。

不定形サイズ ［出力サイズ］のドロップダウンメニューには、［不定形サイズ］と
［不定形サイズ ...］があります。［不定形サイズ ...］を選択すると、
ドロップダウンメニューには表示されていない用紙サイズを設定す
ることができます。1つの不定形サイズを入力できます。サイズが
設定されていない［不定形サイズ ...］を選択した場合、不定形サ
イズ画面が表示されます。この場合、不定形サイズの幅と長さを入
力して［保存］をクリックします。一度この設定をすると、指定し
たサイズとして不定形サイズが設定されます。
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以下の手順で不定形用紙サイズを入力することができます。

1 ［出力サイズ］のドロップダウンメニューから、［不定形サイズ ...］
を選択します。不定形サイズ設定画面が表示されます。［新規］

‒ サイズが設定されていない［不定形サイズ］を選択した場合、不
定形サイズ画面が表示されます。この場合、以下の手順を行いま
す。

2 mmまたは inch を選択し、［幅］と［長さ］を指定します。［長さ］
は「幅］より長く設定する必要があります。この規定に従わなかった
場合は、ポップアップ画面が表示されます。

3 ［保存］をクリックします。設定内容が保存されます。 

4 ［出力サイズ］ドロップダウンメニューから［不定形サイズ］を選択
すると、ジョブチケットに保存した不定形サイズが適用されます。

用紙種類 ドロップダウンメニューから値を選択します。初期設定は［値な
し］です。

給紙トレイ ドロップダウンメニューの一覧に、使用可能なトレイが表示されま
す。初期設定は［自動］です。 

坪量 ［坪量］を識別する方法はプリンタによって異なります。この
フィールドは、ほとんどのプリンタで識別できる値に柔軟に対応し
ます。初期設定は［値なし］です。数値が指定されている場合は、
このフィールドに表示されます。許容される範囲は、40～
350 g/m2 です。以下の手順で値を指定することができます。
1. ドロップダウンメニューから［値を入れてください］を選択し
ます。［値を入力してください］ポップアップ画面が表示されま
す。

2.［坪量］ラジオボタンを選択します。
3. 数値を指定します。
4.［保存］をクリックします。［値を入力してください］ポップ
アップが閉じ、［坪量］フィールドに数値が表示されます。
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5. 出力方法

初期設定で選択されているラジオボタンは［プリント］です。必要に応じ
て、値を変更できます。

レイアウト設定

［レイアウト設定］にはサブメニューがありません。2つの設定項目があり
ます。

表紙設定

［表紙設定］には3つのサブメニューがあります。

1-2. オモテ表紙、ウラ表紙

オモテ表紙とウラ表紙の印刷設定は同じ方法です。

紙色 ドロップダウンメニューから値を選択します。初期設定は［値な
し］です。ユーザー定義：［色］が表示されます。［ユーザー定義
色］オプションの詳細は、「5. 紙設定」（p. 5-19）の［紙色］の詳
細をご覧ください。

穴あき紙 このオプションを有効にするには、［オン］を選択します。穴あき
用紙が必要ない場合は、ドロップダウンメニューに［オフ］が表示
されます。初期設定は［オフ］です。

1枚集約 チェックボックスをオンにすると、1枚集約が設定されます。［1
枚集約］設定は、ドロップダウンメニューに表示されます。初期設
定では、このオプションは選択されていません。

印刷種類 ドロップダウンメニューから印刷種類を選択します。初期設定は
［片面］です。

オモテ表紙 / ウラ表紙 チェックボックスをオンにすると、オプションが設定されます。
［白紙］ または［印刷］を選択します。

用紙名 初期設定は［値なし］です。ドロップダウンから値を選択できま
す。詳細は、「用紙名と用紙名選択の使用」（p. 3-23）をご覧くだ
さい。

用紙名選択 このボタンをクリックすると、用紙カタログ参照用フィルタが表示
されます。
このオプションの使用方法の詳細は、「用紙名と用紙名選択の使用」
（p. 3-23）をご覧ください。

給紙トレイ ドロップダウンメニューの一覧に、使用可能なトレイが表示されま
す。初期設定は［自動］です。 

出力サイズ ドロップダウンメニューの一覧に、使用可能な出力サイズが表示さ
れます。初期設定は［値なし］です。 

用紙種類 ドロップダウンメニューの一覧に、使用可能な用紙種類が表示され
ます。初期設定は［値なし］です。 
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3. PI カバー

仕上げ設定

［仕上げ設定］には4つのサブメニューがあります。

1. 紙設定

紙色 ドロップダウンメニューの一覧に、使用可能な紙色が表示されま
す。初期設定は［値なし］です。［ユーザー定義色］オプションの
詳細は、「5. 紙設定」（p. 5-19）の［紙色］の詳細をご覧くださ
い。

坪量 ［坪量］を識別する方法はプリンタによって異なります。この
フィールドは、ほとんどのプリンタで識別できる値に柔軟に対応し
ます。初期設定は［値なし］です。数値が指定されている場合は、
このフィールドに表示されます。許容される範囲は、40～
350 g/m2 です。以下の手順で値を指定することができます。
1. ドロップダウンメニューから［値を入れてください］を選択し
ます。［値を入力してください］ポップアップ画面が表示されま
す。

2.［坪量］ラジオボタンを選択します。
3. 数値を指定します。
4.［保存］をクリックします。［値を入力してください］ポップ
アップが閉じ、［坪量］フィールドに数値が表示されます。

表カバー ［表カバー］チェックボックスをオンに設定すると、ドロップダウ
ンメニューにPI トレイが表示され、［枚数］に表カバーとして挿入
する用紙の枚数が表示されます。数値 1～ 500 を枚数のフィール
ドに入力できます。

裏カバー ［裏カバー］チェックボックスをオンに設定すると、ドロップダウ
ンメニューにPI トレイが表示され、［枚数］に裏カバーとして挿入
する用紙の枚数が表示されます。数値 1～ 500 を枚数のフィール
ドに入力できます。

とじ位置 ドロップダウンリストからとじ位置を選択します。初期設定は［自
動］です。

中とじ ［中とじ］チェックボックスをオンにすると、中とじが設定されま
す。初期設定では、この値は選択されていません。

断裁 ［断裁］チェックボックスをオンにすると、断裁が設定されます。
初期設定では、この値は選択されていません。

ステープル ［ステープル］チェックボックスをオンにすると、ステープルが設
定されます。初期設定では、この値は選択されていません。オンに
すると、ドロップダウンメニューから項目が選択できます。初期設
定は［1ケ所］です。

パンチ穴 ［パンチ穴］チェックボックスをオンにすると、パンチ穴が設定さ
れます。初期設定では、この値は選択されていません。オンにする
と、ドロップダウンメニューから項目が選択できます。初期設定は
［2穴］です。

折り ［折り］チェックボックスをオンにすると、折りが設定されます。
初期設定では、この値は選択されていません。オンにすると、ド
ロップダウンメニューから項目が選択できます。初期設定は［Z折
り (A3, B4, 11 e 17, 8K)］です。
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2. くるみ製本

［くるみ製本］チェックボックスが選択されている場合は、各設定が行えま
す。チェックが外れている場合は、各設定ができません。設定を行わない
場合は、チェックを外します。

くるみ製本ユニットは特定のプリンタ以外は装着できません。この機能は
印刷種類と同じように、モード設定とウラ表紙の設定によって制限があり
ます。最小ページ数と最大ページ数も制限があります。Printgroove 
POD Queue はこれらのチェックを行い、制限を受ける場合はメッセージ
を表示します。くるみ製本のユニットに関する詳細は、プリンタのユー
ザーズガイドをご覧ください。

モード設定 表紙印刷モード ドロップダウンメニューから値を選択しま
す。初期設定は［表紙白紙モード］です。

表紙トレイ ドロップダウンメニューから値を選択しま
す。初期設定は［トレイ 1］です。

表紙両面 チェックボックスをオンにすると、表紙両
面が設定されます。設定を行わない場合は、
チェックを外します。［表紙印刷モード］が
［表紙白紙モード］の場合、この項目は選択
できません。

表紙サイズ 幅（139 - 307 mm）と長さ（279 - 472 
mm）の 2つのドロップダウンメニューがあ
ります。対応する範囲が
各ドロップダウン横の括弧に表示されます。

表紙用紙坪量 ［坪量］を識別する方法はプリンタによって
異なります。このフィールドは、ほとんど
のプリンタで識別できる値に柔軟に対応し
ます。初期設定は［値なし］です。数値が
指定されている場合は、このフィールドに
表示されます。許容される範囲は、40～
350 g/m2 です。以下の手順で値を指定する
ことができます：
1. ドロップダウンメニューから［値を入れ
てください］を選択します。［値を入力し
てください］ポップアップ画面が表示さ
れます。

2.［坪量］ラジオボタンを選択します。
3. 数値を指定します。
4.［保存］をクリックします。［値を入力し
てください］ポップアップが閉じ、［表紙
用紙坪量］フィールドに数値が表示され
ます。

ウラ表紙設定 背表紙幅 ［背表紙幅］は［表紙画像 2 in 1］または
［表紙画像 3 in 1］が選択されている場合に
設定できます。背表紙幅は、10～ 300 mm
の範囲で設定できます。
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3. リングバインド

［リングバインド］にはサブメニューがありません。設定は1つです。

4. 出力

リングバインド ［リングバインド］チェックボックスをオンにすると、リングバイ
ンドが設定されます。設定を行わない場合は、チェックを外しま
す。

オモテ表紙印刷面 リングバインドのチェックボックスが選択されている場合に設定さ
れます。［内印刷］、［外印刷］の 2つのラジオボタンがあります。
初期設定は［外印刷］です。

ウラ表紙印刷面 リングバインドのチェックボックスが選択されている場合に設定さ
れます。［内印刷］、［外印刷］の 2つのラジオボタンがあります。
初期設定は［内印刷］です。

排紙モード ドロップダウンメニューから値を選択します。初期設定は［フェイ
スダウン（正順）］です。 

排紙トレイ ドロップダウンメニューから値を選択します。初期設定は［自動］
です。 

上積み許可 インストールされている大容量スタッカを使用して排紙する場合
は、チェックボックスをオンにします。大容量スタッカに別のプリ
ントジョブが残っている状態でも、大容量スタッカに排紙すること
ができます。初期設定では、このチェックボックスは選択されてい
ません。

分割仕上げ チェックボックスをオンにすると、指定枚数ごとにステープルを設
定できます。10ページあるジョブを 5ページごとにまとめてス
テープルする場合には、［分割仕上げ］にチェックし、［セクション
毎のページ数］に「5」と入力します。この場合、1-5 ページ、6-
10 ページがそれぞれまとめてステープルされます。チェックボッ
クスをオンにすると、分割仕上げが設定されます。［セクション毎
のページ数］には、1～ 9,999 までの数値を指定します。初期設
定では、このオプションは選択されていません。
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ページ単位設定
［ページ単位設定］にはサブメニューがありません。

1. ページ単位設定

［追加］、［編集］、［削除］をクリックすると、設定の詳細画面が表示されま
す。 

ページ単位設定 ［ページ単位設定］チェックボックスをオンにすると、ページ単位
設定が設定されます。設定された［ページ単位設定］はメインテー
ブルに保存されます。［上へ］、［下へ］をクリックすると、リスト
表示内の順位を移動できます。設定を追加、変更、削除するには、
［追加］、［編集］、［削除］をクリックします。

ページ番号 設定を適用するページを指定します。両面印刷や小冊子印刷の際、
オモテ面に印刷したいページがある場合、そのページを指定しま
す。複数のページ番号を指定する場合は、ページ番号をカンマで区
切ります（1,2,3,4）。連続した複数のページ番号を指定する場合は
ハイフンで範囲を指定します（1-5, 6-9）。このフィールドの最大
入力文字数は 20文字です。これには、カンマとハイフンが含まれ
ます。

印刷種類 ドロップダウンメニューには、［本文と同じ］、［白紙挿入］、［1
ページ目の前に白紙挿入］、［片面印刷］、［両面印刷］の 5つの項
目があります。初期設定は［本文と同じ］です。いずれかの挿入オ
プションが選択されていると、［ページ単位設定］フィールドが追
加されます。1～ 500 の空白のページを追加できます。設定は変
更することができます。

給紙トレイ ドロップダウンリストからトレイを選択します。初期設定は［本文
と同じ］です。設定は変更することができます。

用紙名 初期設定は［値なし］です。ドロップダウンから値を選択できま
す。詳細は、「用紙名と用紙名選択の使用」（p. 3-23）をご覧くだ
さい。

用紙名選択 このボタンをクリックすると、用紙カタログ参照用フィルタが表示
されます。
このオプションの使用方法の詳細は、「用紙名と用紙名選択の使用」
（p. 3-23）をご覧ください。

ステープル ドロップダウンリストからステープルの設定を選択します。初期設
定は［本文と同じ］です。設定は変更することができます。

ステープル終了 指定した範囲のページをステープルする場合、その範囲を［ページ
番号］フィールドと選択したチェックボックスで指定する必要があ
ります。

パンチ穴 ドロップダウンリストからパンチ設定を選択します。初期設定は
［本文と同じ］です。設定は変更することができます。［オン］を選
択した場合、［ページ単位パンチ穴設定］ドロップダウンメニュー
から、パンチ穴の数を指定します。このメニューは、［ページ単位
設定］チェックボックスの右側にあります。［オフ］を選択してい
る場合、設定は保存されません。必要に応じて設定を変更します。

メモ）［本文と同じ］は、ジョブチケットの設定と同じ設定を意味
します。ジョブチケットでパンチを設定していた場合、［ページ毎
設定］で［本文と同じ］を選択すると、ジョブチケットのパンチ設
定に従って、指定した範囲がパンチされます。
Printgroove POD Queue 3-30



Printgroove POD Queue の設定 3
画像品質設定

［画像品質設定］にはサブメニューが2つあります。

1. 画像品質設定

画像品質設定は、ジョブのカラータイプにより設定されます。3つのラジ
オボタンが表示され、［白黒］、［カラー］および［混合］のカラータイプか
ら選択できます。これらを［印刷オプション］と呼びます。詳細な画像品
質は、［全般］、［スクリーニング］、および［アウトライン］の3つのタブ
で設定します。タブをクリックすると、詳細が表示されます。表示される
詳細は、選択した［印刷オプション］によって異なります。選択可能な
［全般］タブの設定は、以下のとおりです。各設定が表示される［印刷オプ
ション］を示します。

全般タブ

文書サイズ、とじ位置 現在、これらのオプションは設定されていません。

用紙種類 ドロップダウンリストから用紙種類の設定を選択します。初期設定
は［値なし］です。設定は変更することができます。

坪量 ドロップダウンメニューから［値を入れてください］を選択して、
坪量を入力します。40～ 350 g/m2 の範囲で坪量を入力します。
初期設定は［値なし］です。

紙色 ドロップダウンリストから紙色の設定を選択します。初期設定は
［値なし］です。設定は変更することができます。［ユーザー定義
色］オプションの詳細は、「5. 紙設定」（p. 5-19）の［紙色］の詳
細をご覧ください。

穴あき紙の使用 ドロップダウンリストから設定を選択します。初期設定は、［オフ］
です。設定は変更することができます。

タブ種類 ジョブに適用するタブの種類を選択します。初期設定は、［なし］
です。以下のオプションが使用できます。［タブ 1］、［タブ 2］、
［タブ 3］、［タブ 4］、［タブ 5］、［タブ 6］、［タブ 7］、［タブ 8］、
［タブ 9］、［タブ 10］、［タブ 11］、［タブ 12］、［タブ 13］、［タブ
14］、［タブ 15］タブ印刷の詳細は、付録Aをご覧ください。

印刷濃度 スライダを左右に動かして、「-5」（最も薄く）から「1」（最も濃
く）の 7段階から印刷濃度を設定します。（白黒、カラー、混合）

解像度 初期設定は 1200dpi です。ドロップダウンメニューで設定を変更
できます。（白黒、カラー、混合）

1ドットライン強調 この設定を適用する場合は、チェックボックスをオンにします。
（カラー、混合）

画像品質 この設定を適用する場合は、チェックボックスをオンにします。初
期設定は［通常］です。（カラー、混合）

トーンカーブ使用 この設定を適用する場合は、チェックボックスをオンにします。こ
のチェックボックスがオンの場合に［トーンカーブ］をサポートす
るプリンタにジョブを移動すると、適用する［トーンカーブ］をド
ロップダウンから選択するよう促すポップアップが開きます。この
オプションを選択すると、ジョブに［自動モード］を使用すること
ができません。（白黒、混合）
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スクリーニングタブ

トナー節約 ［トナー節約］チェックボックスをオンにすると、トナー節約が設
定されます。プリントジョブの［トナー節約］設定がドロップダウ
ンメニューに表示されます。初期設定は［タイプ 1］です。ドロッ
プダウンオプションの変更やチェックボックスのチェックを外すこ
とができます。初期設定はオフに設定されています。（白黒、カ
ラー、混合）

スムージング ［スムージング］チェックボックスをオンにすると、スムージング
が設定されます。プリントジョブのスムージング設定がドロップダ
ウンメニューに表示されます。初期設定は［タイプ 1］です。ド
ロップダウンオプションの変更やチェックボックスのチェックを外
すことができます。初期設定はオフに設定されています。（白黒、
カラー、混合）

グロス 初期設定では、このオプションは表示されません。設定の切り替え
により、有効にできます。詳細は、付録Bをご覧ください。
チェックボックスをオンにすると、この項目が設定できます。初期
設定はオフに設定されています。（カラー、混合）

スクリーン設定 ［値なし］、［スクリーン］、［カスタムスクリーン］の 3つの設定項
目があります。ラジオボタンを選択し、次に選択した項目の各設定
項目から選択します。初期設定は［値なし］です。［カスタムスク
リーン］を選択した場合、カラークラスタでジョブを処理できませ
ん。（白黒、カラー、混合）

コントローラースクリー
ン

この項目は、［スクリーン］が選択されている場合のみ、有効です。
このオプションが選択されている場合は、ドロップダウンから値を
選択します。初期設定は［文字］です。（白黒、混合）

エンジンスクリーン この項目は、［スクリーン］が選択されている場合のみ、有効です。
この項目が選択されている場合は、［画像］および［文字／グラ
フィックス］ドロップダウンから値を選択します。（カラー、混合）

画像 このオプションは、［エンジンスクリーン］が選択されている場合
のみ、有効です。ドロップダウンリストから画像を選択します。
（カラー、混合）

文字／グラフィックス このオプションは、［エンジンスクリーン］が選択されている場合
のみ、有効です。ドロップダウンメニューから文字またはグラ
フィックスを選択します。（カラー、混合）

ドット形状（C、M、Y、
K）

この項目は、［カスタムスクリーン］が選択されている場合のみ、
有効です。この項目が選択されている場合は、ドロップダウンから
値を選択します。4つの値すべての初期設定は［円］です。［K］
のみが白黒の文書に有効です。

スクリーン線数 
（C、M、Y、K）

この項目は、［カスタムスクリーン］が選択されている場合のみ、
有効です。この項目が選択されている場合は、ドロップダウンから
値を選択します。4つの値すべての初期設定は［120 lpi］です。

スクリーン角度（C、
M、Y、K）

この項目は、［カスタムスクリーン］が選択されている場合のみ、
有効です。この項目が選択されている場合は、ドロップダウンから
値を選択します。初期設定は、［C］ = ［15°］、［M］ = ［75°］、
［Y］ = ［0°］、［K］ = ［45°］ です。

CIE 色空間を使用 項目を設定するには、チェックボックスをオンします。（白黒、混
合）
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アウトラインタブ

2. 画像シフト：設定

顧客情報

［顧客情報］にはサブメニューがありません。すべての欄に文字列を入力す
ることができます。文字列の入力方法については、「テキスト入力方法」
（p. 4-5）をご覧ください。

輪郭処理 この設定を適用する場合は、チェックボックスをオンにします。
（カラー、混合）

強調 この設定を適用する場合は、チェックボックスをオンにします。
（カラー、混合）

細線強調 チェックボックスをオンにすると、この項目が設定できます。プ
リントジョブの［細線強調］設定がドロップダウンメニューに表
示されます。初期設定は［オフ］です。ドロップダウンオプショ
ンの変更やチェックボックスのチェックを外すことができます。
（カラー、混合）

補正 / 強調対象 初期設定では、この項目は表示されません。チェックボックスを
オンにすると、［強調］、［細線強調］または［補正 / 強調対象］
の両方のドロップダウンリストが有効になります。ドロップダウ
ンリストから値を選択します。初期設定は［文字］です。（白黒、
カラー、混合）

画像シフト：設定 3つのラジオボタンがあります。初期設定は、［オフ］です。［オ
フ］を選択した場合は、［オモテ］および［ウラ］設定オプショ
ンは使用できません。［オモテ］を選択した場合、［オモテ］オプ
ションを使用できます。［オモテ / ウラ］を選択した場合、オモ
テ、ウラ両方の設定項目を使用できます。

オモテ（右シフト） 設定範囲は、-250 - 250 mmです。初期設定は、0.0 です。

オモテ（下シフト） 設定範囲は、-250 - 250 mmです。初期設定は、0.0 です。

ウラ（右シフト） 設定範囲は、-250 - 250 mmです。初期設定は、0.0 です。

ウラ（下シフト） 設定範囲は、-250 - 250 mmです。初期設定は、0.0 です。
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ホットフォルダの追加

ホットフォルダを追加するには以下の手順で行います。

1 メニューから、［設定］→［サーバ設定］→［ホットフォルダ］を選
択します。［ホットフォルダ］画面が表示されます。

2 ［追加］をクリックします。ホットフォルダエディタが表示されます。

3 ［ホットフォルダ名］フィールドに値を入力します。ホットフォルダ
名は必須入力項目で、他と重複しない独自の名にしてください。

4 初期設定では、［ステータス］メニューのオプションは、メインパネ
ルに表示されます。表示されていない場合は、［ステータス］をク
リックします。初期設定では、ステータス場面の［このホットフォル
ダを有効にする］チェックボックスは選択されていません。新しい
ホットフォルダをQueue Hot Folders のルートディレクトリに追
加する場合は、チェックボックスをオンにします。オンにしなかった
場合、作成されたホットフォルダはPrintgroove POD Queue に保
存されますが、Queue Hot Folders のルートディレクトリには追加
されません。

5 必要に応じて、残りの設定オプションを変更します。

6 ［保存］をクリックします。ホットフォルダエディタが閉じ、［ホット
フォルダ］画面が表示されたままになります。一時的な値が表に追加
されます。［最終更新日］列は空白です。

7 変更内容をPODサーバーに保存するには、［ホットフォルダ］画面
の［保存］をクリックします。データがPODサーバーに送信されま
す。［このホットフォルダを有効にする］チェックボックスを選択し
た場合、ホットフォルダはQueue Hot Folder ルートディレクトリ
に追加されます。ホットフォルダにドラッグ&ドロップしたジョブ
には、ホットフォルダで設定したすべての値が自動的に割り当てられ
ます。次に、ジョブはPrintgroove POD Queue 受信ボックスパネ
ルに表示され、通常の処理ができます。

2
ご注意

［最終更新日］列はデフォルトで空欄になっています。PODサーバー
により日付が設定され、ホットフォルダ設定が問題なくPODサーバー
に追加されると、その日付と時間が表示されます。次に［ホットフォル
ダ］画面が表示されるときに、［最終更新日］列の値が更新されます。
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ホットフォルダの編集

ホットフォルダを編集するには以下の手順で行います。

1 メニューから、［設定］→［サーバ設定］→［ホットフォルダ］を選
択します。［ホットフォルダ］画面が表示されます。

2 ホットフォルダをクリックし表から選択すると、行が強調表示されま
す。

3 ［編集］をクリックします。ホットフォルダエディタが表示されます。

4 必要に応じて、設定を修正します。［ホットフォルダ名］は変更でき
ません。名前を変更する場合は、新しいホットフォルダを作成する必
要があります。

5 ［保存］をクリックします。画面が閉じ、ホットフォルダの設定が変
更されます。

ホットフォルダの削除

ホットフォルダを削除するには以下の手順で行います。

1 メニューから、［設定］→［サーバ設定］→［ホットフォルダ］を選
択します。［ホットフォルダ］画面が表示されます。

2 ホットフォルダをクリックし表から選択すると、行が強調表示されま
す。

3 ［削除］をクリックします。確認画面が表示されます。 

4 ［OK］をクリックして設定を削除します。削除をキャンセルするには
［キャンセル］をクリックします。

5 ［OK］をクリックすると、ホットフォルダエディタが閉じます。［保
存］をクリックします。［ホットフォルダ］画面が閉じ、変更内容が
POD Queue に保存されます。
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3.7 操作設定
SNMP設定後、ユーザーアカウントを作成します。ユーザーアカウント
は、ユーザーがPrintgroove POD Queue にアクセスするために必要と
なります。また、自動モード、バナーページオプション、完了ジョブオプ
ション、ミスプリント控除設定、プリンター優先順オプションを設定しま
す。これらの設定はいつでも変更できます。

3.7.1 ユーザーの管理
最初に管理者はユーザーアカウントを作成します。Manager レベルを割
り当てられたユーザーは、設定後にユーザーアカウントを変更できます。

ユーザーアカウントの数に制限はありません。しかし、同時に
Printgroove POD Queueを利用できるユーザーは 5人までです。

アカウントの作成と管理方法については以下の手順で行います。

1 ［設定］メニューから［操作設定］→［ユーザ管理］を選択します。
［ユーザ管理］画面が表示されます。

2 現在のすべてのユーザーがメイン画面右側に表示され、以下の情報も
表示されます。

‒ ログイン数： ログインの設定が［はい］の場合は、
ユーザーが現在ログインしていることを
意味します。［いいえ］の場合は、セッ
ションの終了時にユーザーが正しくログ
アウトしなかったことを意味します。

‒ ユーザ名： ユーザー名が表示されます。

‒ ユーザ役割： ユーザーの役割を表示します
（Administrator（管理者）/Manager
（マネージャー）/Operator（オペレー
タ）/Guest（ゲスト））。

‒ 最後のログイン時間： ログインした時間が表示されます。

この画面で、ユーザーの追加、変更、削除、ログアウトができます。
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ユーザーを追加する

ユーザーを追加するには以下の手順で行います。

1 ［設定］メニューから［操作設定］→［ユーザ管理］を選択します。
［ユーザ管理］画面が表示されます。

2 ［追加］をクリックします。［ユーザ追加］画面が表示されます。

3 以下のフィールドに入力します。
ユーザ名、パスワード（パスワード入力と再入力）、ユーザ役割

2
ご注意

［ユーザ役割］を特に指定しない場合は、「Guest」として設定されま
す。

4 必要に応じて残りのフィールドに入力します。
［姓］、［名前］、［E-Mail］

5 ［保存］をクリックします。画面が閉じ、追加したユーザーが一覧に
表示されます。

ユーザーを変更する

ユーザーを変更するには以下の手順で行います。

1 ［設定］メニューから［操作設定］→［ユーザ管理］を選択します。
［ユーザ管理］画面が表示されます。

2 リストからユーザー名を選択します。

3 ［編集］をクリックします。［ユーザ編集］画面が表示されます。

4 必要に応じて、データフィールドを変更します。

2
ご注意

ユーザ名は変更できません。ユーザ名を変更する場合は、ユーザーを削
除し、ユーザーアカウントを作成しなおします。

5 ［保存］をクリックします。画面が閉じ、ユーザーアカウントの設定
が変更されます。
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ユーザーを削除する

この機能が使用できるのは、削除対象のユーザーがログアウトしている場
合のみです。ユーザーがログインしている場合は、ログアウトするまで削
除できません。

ユーザーアカウントの削除は以下の手順で行います。

1 ［設定］メニューから［操作設定］→［ユーザ管理］を選択します。
［ユーザ管理］画面が表示されます。

2 リストからユーザー名を選択します。

3 ［削除］をクリックします。［ユーザ削除］画面が表示されます。

4 ［ユーザ削除］をクリックして表示される画面で、ユーザーアカウン
トを削除します。ユーザーのログインステータスが［はい］の場合
は、不正な操作であることを通知するポップアップが表示されます。

5 ユーザーのログインステータスが［はい］以外の場合は、リクエスト
を確認するポップアップが表示されます。 

6 ［OK］をクリックして画面を閉じ、ユーザーを削除します。

2
ご注意

POD Queueにログインしている場合、ログインしているアカウント
を削除することはできません。削除しようとしても、削除できないこと
を通知するメッセージ画面が表示されます。
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ユーザーをログアウトする

ログインしているユーザーのセッションを切断し、ログアウトします。

1 ［設定］メニューから［操作設定］→［ユーザ管理］を選択します。
［ユーザ管理］画面が表示されます。

2 リストからユーザー名を選択します。［ログイン］の設定が［いいえ］
の場合、［ログアウト］ボタンはグレーアウトされて、選択すること
はできません。［ログイン］の設定が［はい］の場合のみ［ログアウ
ト］のボタンが有効になります。

3 ［ログアウト］をクリックします。確認画面が表示されます。

4 ユーザーをログアウトする場合は、［OK］をクリックします。ユー
ザーがアクティブの場合、ユーザーの画面上にログアウトしたことを
示すポップアップ画面が表示されます。ポップアップ画面を閉じる
と、Printgroove POD Queueのセッションが終了します。
Printgroove POD Queueを再開するには、再度ログインする必要
があります。

2
ご注意

管理者自身をログアウトさせることはできません。ログアウトしようと
すると、ログアウトできないことを通知するメッセージ画面が表示され
ます。

画面を更新する

ユーザーアカウントを追加、変更、削除またはログアウトした場合、ユー
ザ管理画面で自動的に情報が更新されます。ユーザ管理画面が表示された
状態で、新しいユーザーのログインまたはログアウトの情報を表示したい
場合は、［リフレッシュ］をクリックすると情報が更新されます。

キャンセル

ユーザ管理画面で［キャンセル］をクリックすると、画面が閉じます。
［キャンセル］をクリックしても、［追加］、［編集］または［削除］画面で
の変更内容には影響はありません。
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3.7.2 完了ジョブオプション
完了ジョブパネルにおけるジョブの最大保存数を設定できます。

サーバーの設定後とユーザーアカウントの作成後は、いつでも設定や設定
の変更ができ、Operator 以上のレベルのユーザーであれば、だれでも変
更できます。

1 メニューから［設定］→［操作設定］→［完了ジョブオプション］を
選択します。［完了ジョブオプション］画面が表示されます。

2 ジョブの最大保存数（1～ 1000）を指定します。初期設定は
「200」です。

3 ［保存］をクリックして、設定を適用させます。

2
ご注意

設定を有効にするには、Printgroove PODサーバーを再起動してくだ
さい。

3.7.3 自動モード設定
自動モードをオンに設定すると、Printgroove POD Queueはプリント
ジョブのジョブチケットを読み込み、すべての使用可能なプリンタの能力
（およびこれらのプリンタを含むクラスタ）との比較をします。ジョブチ
ケットが完全に一致した場合は、自動的にプリントキューまたはクラスタ
に送られ、処理を実行します。

現在の自動モード設定はステータスバーで確認します。自動モードがアク
ティブな場合は、［自動モードオン］が表示されます。自動モードがアク
ティブでない場合は、［自動モードオフ］がステータスバーに表示されま
す。初期設定は、［オフ］です。

サーバーの設定後とユーザーアカウント作成後は、自動モードはオンまた
はオフに設定できます。Operator 以上のレベルのユーザーであれば、だ
れでも変更できます。

自動モードがオンの場合に、受信ボックスのジョブを編集すると、ジョブは
受信ボックスにおかれたままでプリンタに送信されません。手動でプリンタ
に移動する必要があります。

1 ［設定］メニューから［操作設定］→［自動モード］を選択します。
［自動モード］画面が表示されます。

2 ［自動モードオン］または［自動モードオフ］を選択します。

3 ［保存］をクリックして、設定を適用させます。
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2
ご注意

設定を有効にするには、Printgroove PODサーバーを再起動してくだ
さい。

3.7.4 バナーページオプション
ジョブがプリンタに送信されるたびに、Printgroove POD Queueはバ
ナーページを印刷します。バナーページには、ジョブチケット設定や顧客
情報、デバイス制約情報、非サポート情報などが記載されています。この
機能は無効にできます。これはバナーページの出力なしでジョブが印刷さ
れることを意味します。クラスタジョブの場合のみバナーページを印刷す
るように、機能を制限することもできます。この設定により、分割された
ジョブの個別に印刷されたセグメントの特定と再結合が簡単にできます。

サーバー設定を完了してユーザーアカウントを作成した後に、この画面上
でバナーページオプションを変更できます。Operator 以上のレベルの
ユーザーであれば、だれでも変更できます。

1 ［設定］メニューから［操作設定］→［バナーページオプション］を
選択します。

［バナーページオプション］画面が表示されます。

2 デフォルトでは［全ジョブ］が選択されています。バナーページを出
力しない場合は、［オフ］を、クラスタを使用したジョブの場合のみ
バナーページを出力するには［クラスタジョブのみ］を選択します。

3 ［保存］をクリックします。 

4 設定を変更するために、Printgroove POD Queueサーバーの再起
動を促すメッセージ画面が表示されます。

5 ［キャンセル］を選択した場合、設定は保存されません。

2
ご注意

設定を有効にするには、Printgroove PODサーバーを再起動してくだ
さい。
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バナーページの言語サポート

初期設定では、バナーページの情報は英語で出力されます。この情報を翻
訳し、バナーページをご使用の言語で出力することができます。
Administrator レベルのユーザーのみがこの設定を変更することができま
す。

以下の手順でバナーページの言語を変更することができます：

1 ［設定］メニューから［操作設定］→［バナーページオプション］を
選択します。［バナーページオプション］画面が表示されます。

2 ［エクスポート］をクリックします。表示された画面で、バナーペー
ジの文字列テーブルを保存する場所を指定します。わかりやすいファ
イル名を指定して、［保存］をクリックします。文字列テーブルは
「.txt」（テキストファイル）形式で保存されます。

3 ［操作設定］（［バナーページオプション］画面）画面を閉じます。

4 上記の手順2でエクスポートした .txt ファイルを確認します。ファ
イルを開き、等号（=）の右側に表示されるすべての情報を翻訳しま
す。等号の左側の情報は変更しないでください。等号の削除、行の追
加または削除などにより、ファイルが破損する可能性があります。

5 翻訳したファイルを保存し、閉じます。

6 上記の手順1を繰返し、［インポート］をクリックします。表示され
た画面で、翻訳した「.txt」（テキストファイル）形式のファイルを選
択し、［開く］をクリックします。翻訳したファイルがPrintgroove 
POD Queue にアップロードされます。

2
ご注意

アップロードしたファイルは、Printgroove PODサーバーを再起動す
るまでバナーページに反映されません。

アップロードしたファイルを正しく表示するには、ファイル内の文字に
対応したフォントも同時にアップロードする必要があります。アップ
ロードしたファイル内には、Header と Body の 2つのデータタイプ
が存在します。Header はバナーページのタイトルおよびセクション区
切りに使用され、太字で表示されます。その他のすべてのテキストは
Body となり、標準字体で表示されます。Header およびBody 用の
フォントは、必ずPrintgroove POD Queue にアップロードしてくだ
さい。
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2
ご注意

アップロード可能なフォントは、TrueTypeフォント（.ttf）のみです。

複数の文字セットが必要な場合は、対応したフォントをアップロードし
てください。

フォントをアップロードする場合、フォントのライセンスが必要です。
コニカミノルタではフォントのライセンスを提供していません。また、
アップロードするフォントに関しても、一切の責任を負いません。

Header と Body に同一のフォントを使用することも、それぞれに異なる
フォントを使用することも可能です。いずれの場合も、以下の手順を行い
ます。

1 ［設定］メニューから［操作設定］→［バナーページオプション］を
選択します。［バナーページオプション］画面が表示されます。

2 ［ヘッダーのフォントを選択してください］の右側の［アップロード］
をクリックします。表示された画面で、正しいTrueTypeフォント
を選択し、［開く］をクリックします。フォントファイルが
Printgroove POD Queueにアップロードされ、［ヘッダーのフォ
ントを選択してください］にフォント名が表示されます。

3 ［本文のフォントを選択してください］の右側の［アップロード］を
クリックします。表示された画面で、正しいTrueTypeフォントを
選択し、［開く］をクリックします。フォントファイルが
Printgroove POD Queueにアップロードされ、［本文のフォント
を選択してください］にフォント名が表示されます。 

4 ［保存］をクリックします。設定変更を適用するために、
Printgroove POD Queueサーバーの再起動を促すポップアップ画
面が表示されます。［キャンセル］を選択した場合は、アップロード
した「.txt」および「.ttf」ファイルは適用されません。アップロード
した情報は、サーバーの再起動後に有効となります。

5 ［OK］をクリックして、メッセージ画面を閉じます。

6 Printgroove POD Queueサーバーを再起動します。

7 アップロードしたファイルに問題がある場合は、確認メッセージが表
示されます。この場合は「.txt」ファイルを作成し直し、アップロー
ドを再実行してください。
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8 アップロードしたファイルが問題なくPrintgroove POD Queue

に受理された場合、確認メッセージは表示されません。この場合は、
テストジョブを印刷し、バナーページの出力結果を確認してくださ
い。

9 バナーページをデフォルトの状態に戻すには、［既定値に戻す］をク
リックします。

10「.txt」ファイルまたは「.ttf」ファイルのアップロードは、同時また
は個別に、いつでも行えます。個別のアップロードによりいずれか一
方が更新された場合でも、他方は現在の設定を保持します。ただし、
更新情報を適用するにはサーバーの再起動が必要になります。

3.7.5 ミスプリント控除設定
プリントショップでの保管用など、予備の部数が必要になる場合がありま
す。このような場合に、予備部数の基準を定義しておくことで、すべての
ジョブにこの設定を適用させることができます。この設定を適用させた場
合は、予備部数が自動的に印刷されます。予備として出力する部数は、
ジョブ実績の一部として含まれ、実際のコストと請求の比較検討に使用で
きます。

ミスプリント控除設定を追加する

ミスプリント控除設定を追加する方法は以下のとおりです。

1 ［設定］メニューから［操作設定］→［ミスプリント控除設定］を選
択します。［ミスプリント控除設定］画面が表示されます。

2 ［追加］をクリックします。［ミスプリント控除設定の追加］画面が表
示されます。

3 ［部数範囲］フィールドの［開始］と［終了］のページを入力します。
部数範囲内のすべての印刷ジョブは、次の手順で入力する予備の部数
が印刷されます。重複する部数範囲を登録することはできません。重
複した場合は、メッセージ画面が表示されます。

4 ［ミスプリント控除値］を指定します。ここで指定する数値が予備の
印刷部数になります。1～ 9の数値を入力することもできます。

5 ［保存］をクリックします。画面が閉じて、新しい部数範囲がミスプ
リント控除設定の表に表示されます。
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ミスプリント控除設定を編集する

ミスプリント控除設定を変更する方法は以下のとおりです。

1 ［設定］メニューから［操作設定］→［ミスプリント控除設定］を選
択します。［ミスプリント控除設定］画面が表示されます。

2 変更する設定を選択します。

3 ［編集］をクリックします。［ミスプリント控除設定の更新］画面が表
示されます。

4 必要に応じて設定を変更します。

5 ［保存］をクリックします。画面が閉じ、ミスプリント控除設定が変
更されます。

ミスプリント控除設定を削除する

ミスプリント控除設定を削除する方法は以下のとおりです。

1 ［設定］メニューから［操作設定］→［ミスプリント控除設定］を選
択します。［ミスプリント控除設定］画面が表示されます。

2 削除する設定を選択します。

3 ［削除］をクリックします。［ミスプリント控除設定の削除］画面が表
示されます。

4 ［削除］をクリックします。確認画面が表示されます。

5 ［OK］をクリックして設定を削除します。削除をキャンセルするには
［キャンセル］をクリックします。
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3.7.6 用紙カタログ参照テーブル
用紙カタログ参照テーブルには用紙カタログの値が保存されています。保
存された値（用紙名称）は、Queueを介して送信されるプリントジョブ
に割り当てることができます。指定された用紙名（および用紙サイズ、用
紙の坪量、用紙の種類、用紙の色、穴あき紙など、それに割り当てられた
用紙の属性）に応じて、Queueが自動で対応するジョブチケット設定を
使用します。

Printgroove POD Ready を使用している場合、これらの用紙名の値を
Queueと Ready の間で同期して共有できます。

これらを正しく動作させるには、以下の3つの手順を実行する必要があり
ます。

手順1：プリンタに用紙カタログを設定する

- Queueが使用する各プリンタに用紙カタログを入力する必要がありま
す。プリンタ前面のタッチ画面で入力します。用紙カタログの追加方法
については、各プリンタのユーザーズガイドをご覧ください。

- コニカミノルタの白黒プリンタの場合、各プリンタに用紙カタログを入
力する必要があります。詳細は、各プリンタのユーザーズガイドをご覧
ください。

- Fiery コントローラーが搭載されたコニカミノルタのカラープリンタの
場合、1台のプリンタに用紙カタログを入力し、他の Fiery 仕様のプリ
ンタにエクスポートできます。詳細は、プリンタのユーザーズガイドを
ご覧ください。

Queueを使用するすべてのプリンタで用紙カタログを同期することを強
くおすすめします。たとえば、1台のプリンタにTEST 1 という名前の用
紙名の値を入力した場合、他のプリンタにTEST 1 を追加すると、完全に
同じ属性になります。

手順2：1台以上のプリンタから用紙カタログの値を取得する

自動取得オプションを使用して、1台またはすべてのプリンタから用紙カ
タログの値を取得し、これらのプリンタに追加できます。

コニカミノルタの白黒プリンタは、用紙サイズや用紙の種類の属性に対応
していません。コニカミノルタの白黒プリンタから用紙名を取得した場合、
用紙サイズと用紙の種類のフィールドは、初期設定で［値なし］として読
み込まれます。値の指定が必要な場合は、Queueで用紙名を編集し、手
動で入力してください。
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手順3：Ready をスタンドアロンモードやDirect Queueモードで起動
する

Ready をいずれかのモードで起動すると（前者ではQueueも使用）、
Printgroove サーバーがQueue から用紙カタログ参照テーブルを取得
し、Ready にコピーします。Ready を起動するたびに取得とコピーが実
行され、2個のソフトウェア間で常に最新のアップデートが同期されます。

用紙名の値は、［基本設定］→［紙設定］オプション、［表紙設定］→［オ
モテ表紙 /ウラ表紙］オプション、および［ページ単位設定］→［ページ
単位設定］オプションにより、ジョブチケットエディタに割り当てること
ができ、 ［基本設定］→［紙設定］オプション、および［表紙設定］→
［オモテ表紙 /ウラ表紙］オプションにより、バーチャルキューに割り当て
ることができます。 

このオプションの使用の詳細は、「用紙名と用紙名選択の使用」（p. 5-20）
をご覧ください。

用紙カタログ参照テーブルの値を追加する

用紙カタログ参照テーブルのエントリを作成する場合、［用紙名］および
［用紙 ID］フィールドには以下の制限があります。

- 最大入力文字数は254文字です。

- 英数字と以下の半角記号を使用できます。
「(」「“」「[」「]」「@」「_」「-」「“」「)」「.」

- 用紙カタログを他のデバイスからインポートする場合、［用紙名］は、
任意の文字を受け入れます。

用紙カタログ参照テーブルの値を追加するには以下の手順を行います。

1 ［設定］メニューから［操作設定］→［用紙カタログ参照テーブル］
を選択します。［用紙カタログ参照テーブル］画面が表示されます。

2 ［追加］をクリックします。［用紙カタログ参照テーブルへの追加］画
面が表示されます。

3 以下のオプションを選択できます。

用紙 ID エントリを識別する英数字を入力します。初期設定は［値なし］で
す。自動取得機能を使用して値を追加する場合、インポートされた
用紙 ID番号に小文字の k: が追加されます。
例：k:23、k:24。

用紙名 用紙名を識別する英数字を入力します。初期設定は空欄です。この
フィールドには必ず入力する必要があります。

出力サイズ ドロップダウンメニューの一覧に、使用可能な出力サイズが表示さ
れます。初期設定は［値なし］です。 
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4 ［OK］をクリックして［用紙カタログ参照テーブルへの追加］画面を
閉じます。新しい値が用紙カタログ参照テーブルに追加されます。

5 ［保存］をクリックして、追加した値を保存し、用紙カタログ参照
テーブルを閉じます。

用紙カタログ参照テーブルの値を編集する

用紙カタログ参照テーブルの値を編集には以下の手順で行います。

1 ［設定］メニューから［操作設定］→［用紙カタログ参照テーブル］
を選択します。［用紙カタログ参照テーブル］画面が表示されます。

2 変更する設定を選択します。

3 ［編集］をクリックします。［用紙カタログ参照テーブルの編集］画面
が表示されます。

4 必要に応じて設定を変更します。

5 ［OK］をクリックして［用紙カタログ参照テーブルの編集］画面を閉
じます。

6 ［保存］をクリックします。画面が閉じると、用紙カタログ参照テー
ブルに変更が適用されます。

紙色 ドロップダウンメニューの一覧に、使用可能な紙色が表示されま
す。初期設定は［値なし］です。［ユーザー定義色］オプションの
詳細は、「5. 紙設定」（p. 5-19）の［紙色］の詳細をご覧くださ
い。

坪量 ［坪量］を識別する方法はプリンタによって異なります。この
フィールドは、ほとんどのプリンタで識別できる値に柔軟に対応し
ます。初期設定は［値なし］です。数値が指定されている場合は、
このフィールドに表示されます。許容される範囲は、40～
350 g/m2 です。以下の手順で値を指定することができます。
1. ドロップダウンメニューから［値を入れてください］を選択し

ます。［値を入力してください］ポップアップ画面が表示され
ます。

2. ［坪量］ラジオボタンを選択します。
3. 数値を指定します。
4. ［保存］をクリックします。［値を入力してください］ポップ

アップが閉じ、［坪量］フィールドに数値が表示されます。

用紙種類 ドロップダウンメニューの一覧に、使用可能な用紙の種類が表示さ
れます。初期設定は［値なし］です。 

穴あき紙の使用 穴あき紙の使用オフまたはオン。初期設定は［オフ］です。
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2
ご注意

更新された値は、用紙カタログ参照テーブルの値が適用されるすべての
モジュールに適用されます。（ジョブチケット、バーチャルキュー、カ
ラークラスタ、ホットフォルダ）。

用紙カタログ参照テーブルの値を削除する

用紙カタログ参照テーブルの値を削除するには以下の手順で行います。

1 ［設定］メニューから［操作設定］→［用紙カタログ参照テーブル］
を選択します。［用紙カタログ参照テーブル］画面が表示されます。

2 削除する設定を選択します。

3 ［削除］をクリックします。確認画面が表示されます。用紙カタログ
参照テーブルの値が、1つ以上のジョブチケットで使用されている場
合は、削除が許可されます。用紙カタログ参照テーブルが、バーチャ
ルキュー、ホットフォルダまたはクラスタで使用されている場合は、
削除が許可されません。

4 ［OK］をクリックして設定を削除します。削除をキャンセルするには
［キャンセル］をクリックします。

用紙カタログ参照テーブルをエクスポートする 

用紙カタログ参照テーブルの値をエクスポートするには以下の手順で行い
ます。

1 ［設定］メニューから［操作設定］→［用紙カタログ参照テーブル］
を選択します。

2 テーブルで、［保存］をクリックせずに任意の値を追加、編集または
削除し、［エクスポート］をクリックすると、変更内容の保存をすす
めるポップアップが表示されます。

3 ［はい］をクリックして変更内容を保存および適用、または［いいえ］
をクリックして変更内容を取り消します。ポップアップ画面が閉じま
す。

4 ファイルの位置を選択して、［保存］をクリックします。エクスポー
トされたファイルの初期設定の名前は［Queue_Paper 
Settings.csv］です。必要に応じて、名前を変更できます。
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用紙カタログ参照テーブルの値を取得する

このオプションにより、ユーザーは1台またはずべての有効なプリンタを
選択し、用紙カタログ参照テーブルの値を選択したプリンタから取得でき
ます。Queueは自動的にそのデータを用紙カタログ参照テーブルに追加
します。

自動取得オプションは、以下のサポートされたプリンタでのみ使用可能で
す。bizhub PRO 951、IC-602/IC-308 を搭載したbizhub PRESS 
1060/1070、bizhub PRESS 1052、bizhub PRESS 1085、bizhub 
PRESS 1100、bizhub PRO 1200、bizhub PRESS 1250、bizhub 
PRO 2250P、IC-601/IC-306 を搭載したbizhub PRESS C7000/
C8000

他のプリンタから用紙カタログ参照テーブルの値をインポートする場合は、
手動でインポートする必要があります。「用紙カタログ参照テーブルをイン
ポートする」（p. 3-52）をご覧ください。自動取得をサポートするプリン
タの用紙カタログの値も手動で追加できます。

［自動取得］と呼ばれる高レベルのサーバー設定オプションも提供されてい
ます。この設定により、特定の速度でデバイスをポーリングし、Queue
の用紙カタログリストを定期的に更新できます。詳細は、「自動取得」
（p. 3-58）をご覧ください。

用紙カタログの値を取得するには以下の手順を行います。

1 ［設定］メニューから［操作設定］→［用紙カタログ参照テーブル］
を選択します。

2 ［自動取得］をクリックします。自動取得をサポートする有効なプリ
ンタがない場合は、メッセージ画面が表示されます。サポートされる
1台以上のプリンタが有効な場合は、メッセージ画面にドロップダウ
ンメニューオプションが表示されます。

3 ドロップダウンメニューから、プリンタを選択します。有効なプリン
タのみが表示されます。［全てのプリンタ］も選択できます。

4 この値を選択し、［OK］をクリックすると、確認メッセージが表示さ
れます。［はい］を選択した場合、すべての用紙カタログ参照テーブ
ルの値が削除され、選択したデバイスの値に切り替わります。

5 ［はい］を選択した後、用紙カタログの値は選択したプリンタから直
接取得されます。データはQueueのデータベース内にあり、
Queueのプリンタ選択画面の［キャンセル］ボタンを使用して操作
をキャンセルすることはできません。必要のない値が追加された場合
は、手動で削除する必要があります。
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6 用紙名がQueueの用紙カタログ参照テーブルに存在し、インポー

トされたファイルの用紙名の値と同一である場合、自動取得された表
の属性に割り当てられた値は、自動取得操作前にQueueに存在した
古い属性の値を上書きします。

7 ［ユーザー定義色］の値がデバイスに保存され、自動取得を使用して
値をQueueの用紙カタログ参照テーブルに追加した場合、自動取得
が完了すると、紙色の列に［ユーザー：［色］が表示されます。この
オプションの詳細は、「5. 紙設定」（p. 5-19）の［紙色］の詳細をご
覧ください。

8 ［はい］を選択すると、自動取得された値はQueueに保存されま
す。後で用紙名の値がデバイス上で変更された場合、再度自動取得操
作を実行すると、新しい値をQueueに追加できます。

9 ［いいえ］を選択すると、選択されたデバイスの値は、現在、用紙カ
タログ参照テーブルに保存されている値に追加されます。すでに自動
取得を使用してデバイスの用紙カタログをQueueに追加している場
合は、自動取得操作以降にデバイスに追加した用紙カタログのエント
リーのみが追加されます。デバイス上の用紙カタログの値が更新され
ている場合、更新された値をQueueに追加する唯一の方法は［は
い］をクリックすることです。

2
ご注意

コニカミノルタ製デバイスとCREOコントローラーを搭載したコニカ
ミノルタ製デバイスが同じ用紙名を保持している場合は、Queue用紙
カタログ参照テーブルには1つのエントリとして追加されます。用紙
IDには、2つの値が含まれます。最初のエントリは、コニカミノルタ
製デバイスで、プレフィックス kの後にコロンと数字（k:1 など）が続
きます。2番目のエントリはCREOデバイスです。プレフィックス e
の後にコロンと数字（e:123 など）が続きます。2つの値は、アン
ダースコアで分離され、k:197_e:20614 のように表示されます。

10 リクエストが正常に完了すると、用紙カタログ参照テーブルはリクエ
ストに応じて変更されます。

11 リクエストに失敗すると、メッセージ画面が表示されます。
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用紙カタログ参照テーブルをインポートする 

用紙カタログ参照テーブルは以下のデータファイル形式でインポートでき
ます。.CSV（Printgroove POD Queue）、.TXT（コニカミノルタ製デ
バイス）、.XML（EFI コントローラー）、または .ZIP（コダックの
Smartboard）。ファイルについてはこのサブセクションのあとに説明しま
す。Queueにより自動的にインポートを実行する場合は、前述の自動取
得操作を使用します。

用紙カタログ参照テーブルの値をインポートするには以下の手順を行いま
す。

1 ［設定］メニューから［操作設定］→［用紙カタログ参照テーブル］
を選択します。 

2 テーブルで、［保存］をクリックせずに任意の値を追加、編集または
削除し、［インポート］をクリックすると、変更内容の保存をすすめ
るポップアップが表示されます。

3 異なるページカタログと［用紙 ID/ 用紙名］の関連を区別する場合、
ポップアップ画面を使用して接頭文字を追加できます。追加する値は
［用紙 ID］および［用紙名］の前に追加されます。例えば、［用紙
ID］が［Sample］、［用紙名］が［Example］、割り当てる接頭文字
が［Test1］の場合は、以下のようになります。
1.［用紙 ID］は［test1_Sample］としてQueue に表示されます。
2.［用紙名］は［test1_Example_Sample］としてQueueに表示
されます。［用紙 ID］は、［用紙名］の最後に追加されます。これは、
重複する名前が表に登録されるのを防止します。接頭文字の値が指定
されない場合、［用紙名］は［Example_Sample］となります。こ
の項目はオプションです。

4 ［インポート元 :］フィールドから値を選択します。これは、カタログ
を取得するソースです。この項目は必須項目です。初期設定では、こ
の項目は空欄になっています。

5 インポートが開始されると、キャンセルすることができません。イン
ポートを開始する場合は、［OK］をクリックします。または［キャン
セル］をクリックしてインポートを中止します。

6 ［OK］を選択すると、インポートは継続されます。表示される画面
で、ファイルを選択し、［開く］をクリックします。画面が閉じ、
ファイルがインポートされます。新しい値が用紙カタログ参照テーブ
ルに表示されます。
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2
ご注意

［用紙名］は一意でなければなりません。値がQueue の用紙カタログ
参照テーブルに存在し、表にインポートされたファイルの［用紙名］と
同一の［用紙名］がある場合、用紙カタログ参照テーブルの属性の値は
インポートされた表の属性に割り当てられた値で上書きされます。

7 ［保存］をクリックして、用紙カタログ参照テーブルを閉じます。
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951/1051/1200/1250/ からインポート /エクスポートする

1 Webユーティリティにログインします。

2 ［CE拡張機能］を選択します。

3 ［ユーザー名］と［パスワード］を入力します。

4 ［エクスポート］に移動して、［用紙設定データ］（TAB区切り形式）
を選択します。

5 ［エクスポート］をクリックして、ファイルをデスクトップに保存し
ます。ファイルのフォーマットはテキストです。

6 POD Queue アプリケーションにログインします。

7 ［設定］→［操作設定］→［用紙カタログ参照テーブル］を選択しま
す。

8 ［インポート］をクリックします。

9 用紙カタログのインポートポップアップ画面が表示されます。異なる
ページカタログと用紙 ID/ 用紙名の関連を区別する場合、ポップアッ
プ画面を使用して接頭文字を追加できます。追加する値は、用紙 ID
および用紙名の前に追加されます。たとえば、用紙 IDが Sample、
用紙名がExample、割り当てる接頭文字がTest1 の場合は、以下の
ようになります。
1. 用紙 IDは test1_Sample としてQueue に表示されます。
2. 用紙名は test1_Example_Sample としてQueue に表示されま
す。用紙 IDは、用紙名の最後に追加されます。これは、重複する名
前が表に登録されるのを防止します。接頭文字の値が指定されない場
合、用紙名はExample_Sample となります。この項目はオプショ
ンです。

10［インポート元 :］フィールドには、カタログを選択できるすべてのデ
バイスがリスト表示されます。リストから［Printgroove POD 
Queue］を選択します。

11［OK］をクリックします。

12 表示される画面で、デスクトップに移動し、エクスポートした用紙カ
タログファイル（xxx.txt）を選択します。

13［開く］をクリックします。画面が閉じ、ファイルがインポートされ
ます。
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C70hc、IC-415/IC-308 を搭載した 1060L、IC-306 を搭載した
C7000 からインポート /エクスポートする

1 コマンドワークステーションにログインします。

2 ［用紙カタログ］をダブルクリックします。

3 ［エクスポート］をクリックして、ファイルをデスクトップに保存し
ます。ファイルのフォーマットはXMLです。

4 POD Queue アプリケーションにログインします。

5 ［設定］→［操作設定］→［用紙カタログ参照テーブル］を選択しま
す。

6 ［インポート］をクリックします。

7 用紙カタログのインポートポップアップ画面が表示されます。異なる
ページカタログと用紙 ID/ 用紙名の関連を区別する場合、ポップアッ
プ画面を使用して接頭文字を追加できます。追加する値は、用紙 ID
および用紙名の前に追加されます。たとえば、用紙 IDが Sample、
用紙名がExample、割り当てる接頭文字がTest1 の場合は、以下の
ようになります。
1. 用紙 IDは test1_Sample としてQueue に表示されます。
2. 用紙名は test1_Example_Sample としてQueue に表示されま
す。用紙 IDは、用紙名の最後に追加されます。これは、重複する名
前が表に登録されるのを防止します。接頭文字の値が指定されない場
合、用紙名はExample_Sample となります。この項目はオプショ
ンです。

8 ［インポート元 :］フィールドには、カタログを選択できるすべてのデ
バイスがリスト表示されます。リストから［Printgroove POD 
Queue］を選択します。

9 ［OK］をクリックします。

10 表示される画面で、デスクトップに移動し、エクスポートした用紙カ
タログファイル（xxx.xml）を選択します。

11［開く］をクリックします。画面が閉じ、ファイルがインポートされ
ます。
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3.7.7 カラーページの解析
初期設定では、Printgroove POD Queueは各 PDFページを解析し、カ
ラーデータの有無や白黒データのみかを判定します。サイズの大きなド
キュメントの場合は、解析に時間がかかる場合があります。

カラーページの解析バイパスオプションを追加すると、パフォーマンスが
向上します。バイパスオプションにより、QueueはすべてのPDFファイ
ルを白黒ページと見なし、時間のかかるカラー解析を実行しません。

カラーページの解析設定の変更

カラーページの解析を変更するには以下の手順を行います。

1 ［設定］メニューから［操作設定］→［カラーページの解析］を選択
します。［カラーページの解析］画面が表示されます。

2 初期設定では［オン］のラジオボタンが選択されています。

3 カラーページを解析しない場合は、［オフ］のラジオボタンを選択し
ます。このオプションを選択すると、Queueはジョブに対しカラー
解析を実行しません。この場合、すべてのジョブのすべてのページが
白黒であると見なされます。

2
ご注意

この設定は、ジョブチケットエディタでも表示され、エディタで変更す
ることもできます。［ジョブチケットエディタ］→［ジョブ設定］→
［ジョブチケット詳細］をご覧ください。

2
ご注意

この設定は、ホットフォルダエディタでも表示され、エディタで変更す
ることもできます。［ホットフォルダエディタ］→［ジョブ設定］→
［ジョブチケット詳細］をご覧ください。

4 変更後、［保存］をクリックします。 

5 設定を変更するために、Printgroove POD Queueサーバーの再起
動を促すメッセージ画面が表示されます。

6 ［キャンセル］を選択した場合、設定は保存されません。 
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3.7.8 メッセージの管理
ジョブが処理されると、Queueはジョブ確認設定と禁則に関連する警告
メッセージの表示をキャンセルするオプションを提供します。このオプ
ションを有効にすると、ジョブが処理されるときに表示されるポップアッ
プメッセージは、修正が必要な禁則メッセージのみになります。

メッセージの管理設定の変更

メッセージの管理設定を変更するには以下の手順を行います。

1 ［設定］メニューから［操作設定］→［メッセージ管理］を選択しま
す。［メッセージ管理］画面が表示されます。

2 初期設定では［全ての警告メッセージを表示］ラジオボタンが選択さ
れています。このオプションを選択した場合、ジョブを印刷する際に
すべてのポップアップ警告メッセージが表示されます。

3 オプションを変更するには、［修正必要なメッセージのみ表示］ラジ
オボタンを選択します。このオプションが選択されていると、ジョブ
を印刷する際に、ジョブ確認の問題に関連する警告メッセージ、およ
び禁則のメッセージである警告メッセージは表示されません。修正が
必要な禁則の場合は、引き続きエラーメッセージを表示します。ジョ
ブの印刷を実行するには、禁則を修正する必要があります。

4 必要な設定の選択後、［保存］をクリックして変更内容を適用します。 
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3.7.9 自動取得
この設定により、特定の時間間隔でデバイスをポーリングし、Queueの
用紙カタログリストを自動的に更新することができます。

自動取得を使用する

この機能が正しく動作するには

- 自動取得をサポートする有効なプリンタが必要です。bizhub PRO 
951、IC-602/IC-308/IC-415 を搭載したbizhub PRESS C1060/
C1070、bizhub PRESS 1052、bizhub PRESS C1085、bizhub 
PRESS C1100、bizhub PRO 1200、bizhub PRESS 1250、
bizhub PRO 2250P、IC-601/IC-306/IC-307/IC-413 を搭載した
bizhub PRESS C7000/C8000

自動取得を動作させるポーリングの速度は、次の方法で設定します。

- メニューから［設定］→［サーバ設定］→［プリンタの検出］を選択し
ます。画面の右下にプリンタ状況のアップデートの間隔（秒単位）を設
定する画面が表示されます。ここで設定する値は、自動取得を動作させ
る間隔です。120秒に設定すると、自動取得は120秒ごとにデバイス
をポーリングし、用紙カタログ参照テーブルの情報を更新します。

自動取得を設定する

1 ［設定］メニューから［操作設定］→［自動取得］を選択します。［自
動取得］画面が表示されます。

2 初期設定では［自動取得 オフ］ラジオボタンが選択されています。
［既存の用紙カタログを最新の情報で上書きする。］チェックボックス
はグレーアウトされ選択できません。

3 自動取得をアクティブにするには、［自動取得 オン］ラジオボタンを
選択します。

4 ［プリンタ選択］ドロップダウンリストが表示されます。このドロッ
プダウンリストには、自動取得をサポートする、すべての使用可能な
プリンタが入力されています登録されています。値がない場合は、自
動取得をサポートする使用可能なプリンタがないため設定ができませ
ん。

5 初期設定は、［全てのプリンタ］です。これは、ドロップダウンリス
トのすべてのプリンタ（自動取得をサポートするプリンタ）に設定が
適用されることを意味します。
Printgroove POD Queue 3-58



Printgroove POD Queue の設定 3

6 初期設定では［既存の用紙カタログを最新の情報で上書きする。］

チェックボックスは選択されていません。自動取得が起動すると、
Queueはプリンタ（1台または複数台）に用紙名の値があるかどう
かを問い合わせます。用紙名が検索され、用紙カタログ参照テーブル
に保存されている場合（以前の自動取得操作の結果として）、Queue
はその値を変更しません。これは、Queueに最初に登録された後、
デバイス上で値が変更された場合も同様です。ただし、Queueの用
紙カタログ参照テーブルに表示されない新しい値が検索された場合、
その新しい値はQueueに追加されます。

7 ［既存の用紙カタログを最新の情報で上書きする。］チェックボックス
を選択すると、Queueはプリンタ（1台または複数台）に用紙名の
値があるかどうかを問い合わせます。用紙名が検索され、用紙カタロ
グ参照テーブルに保存されている場合（以前の自動取得操作の結果と
して）、Queueはその値をデバイスに保存されている値で上書きし
ます。デバイス上の値が、最初にQueueに登録された後、変更され
た場合、Queue用紙カタログ参照テーブルの古い値は新しい値に切
り替わります。

8 ［保存］をクリックして、変更内容を適用します。

9 自動取得をサポートする使用可能なプリンタをQueueで使用でき
ない場合に［保存］をクリックすると、メッセージ画面が表示されま
す。

10 使用可能なプリンタがある場合は、［保存］をクリックすると画面が
閉じます。［キャンセル］をクリックすると、画面は閉じて変更内容
が保存されません。
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3.8 プリンタ管理
送信先パネルのプリンタセクションには、Printgroove POD Queueで
使用できるすべてのプリンタが一覧表示されます。SNMPにより、自動的
にプリンタを検索する場合、このリストは自動的に入力され、コニカミノ
ルタ製プリンタ、またはサポートされるサードパーティ製のプリンタが含
まれます。手動でプリンタを追加すると、このリストに追加されます。
SNMP検索を使用し手動でプリンタの追加ができます（詳細は、「プリン
タの検出設定」（p. 3-11）をご覧ください）。

送信先パネルに表示されるプリンタの数には制限がありませんが、
Printgroove POD Queueが実際にプリントジョブを送信できる有効な
プリンタ数は5です。デバイスの数を追加したい場合は、サービス実施店
にお問い合わせください。

送信先パネルに表示されるプリンタから、最大5台のプリンタを有効にす
ることができます。有効に設定されたプリンタにのみ、プリントジョブを
送信することができます。Printgroove POD Queueを使用する前に、
これらの作業を行ってください。 

これらの設定は定期的に変更できます。致命的なエラーで有効に設定した
プリンタの接続を外す、またはプリンタの保守・管理のために停止させる
などの場合、プリンタを無効に設定し、他のプリンタを有効にすることで、
Printgroove POD Queueは常に最大プリンタ数を稼動させることがで
きます。

ゲストレベル以外のすべてのユーザーは、プリンタを有効または無効に設
定変更できます。

手動でプリンタを追加、アンインストール、有効化、無効化する手順は以
下のとおりです。
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3.8.1 手動でプリンタを追加する

1 メニューから、［ファイル］→［新規］→［プリンタ］を選択します。
［プリンタの追加］画面が表示されます。

2 ［プリンタモデル情報］のドロップダウンメニューから、プリンタを
選択します。初期設定では、リストの最初のプリンタの機種が選択さ
れています。 

2
ご注意

リストに表示されたプリンタのみ、手動で追加することができす。 

3 ［IPアドレス］に、追加するプリンタの IPアドレスを指定します。
この項目は必須項目です。

4 必要に応じて、プリンタ名、設置場所、連絡先、プリンタ優先順を指
定します。これらの値は送信先パネルとプリンタモニタに表示されま
す。プリンタ名は送信先パネルのプリンタアイコンの下にも表示され
ます。ここで入力した設定は、プリンタのホストユーティリティ経由
で送られた設定を上書きします。上書きした設定は、Printgroove 
POD Queue でのみ表示されます。前者の3項目は必須項目ではあ
りません。4つ目の項目のデフォルトは、［通常］です。

5 サードパーティ製品によっては、プリントするためのデバイスキュー
を作成する必要があります。また、Printgroove POD Queueに、
作成したデバイスキュー名を登録する必要があります。このフィール
ドが表示された場合は必ず入力する必要があります。詳しくはシステ
ム管理者にお問い合わせください。

6 画面の他のフィールドは、プリンタの機種により異なります。これら
の項目を設定しない場合でも、プリンタを追加することができます。

7 ［保存］をクリックします。新しいプリンタのアイコンが送信先パネ
ルに追加されます。SNMP検索範囲に追加したプリンタの IPアドレ
スが含まれていない場合、そのプリンタの設定は、SNMP検索範囲
テーブルに追加されます。詳細は、「手動でプリンタを追加する」
（p. 3-16）をご覧ください。
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2
ご注意

SNMPをサポートしていないプリンタの場合は、現在のプリンタ状態
がアイコンに反映されません。プリンタが有効な場合は、常に緑のアイ
コンが表示され、ステータスは「Ready」と表示されます。

Printgroove PODサーバーは、追加されたプリンタに対して 60秒ご
とにSNMPポーリングを行います。初期設定では、プリンタ状況の
アップデートの間隔は60秒です。この設定は変更することができます
（詳細は、「プリンタ状況のアップデート」（p. 3-12）をご覧くださ
い）。

3.8.2 一般的なPostScript プリンタの追加
Printgroove POD Queueは、一般的なPostScript PPDドライバを使
用して LPR/LPDプロトコル経由でデバイスに送信することにより、一般
的なPostScript プリンタをサポートできるようになりました。これによ
り、PostScript をサポートするサードパーティ製デバイスへの基本的な印
刷が可能になり、デバイスが待機キューをサポートする限り、ジョブを保
留できるようになりました。

Windowsスプーラは、PostScript 印刷をサポートするプリンタの検出に
使用されます。検出されたプリンタを有効にすると、Queueプリンタの
パネルに表示され、ジョブの処理に使用できます。一般的なPostScript
プリンタの詳細は、「Windowsスプーラ プリンタ機能」（p. 3-12）をご
覧ください。

3.8.3 縮小冊子（追加機能）
縮小冊子印刷を行うためには、対応するプリンターへのパッチのインス
トールまたはファームウェアアップデートが必要です。この機能を使用す
る場合は、コニカミノルタサービス実施店にお問い合わせください。

パッチのインストールまたはアップデートを行うと、5つの用紙サイズ
（A4, B4, 8 1/2 e 11, 11 e 17 およびA3）への縮小冊子印刷が可能とな
り、以下のようなワークフローが可能となります。

1 ジョブの［文書サイズ］列に値A4が表示されます。これは、
Printgroove POD QueueがジョブのPDFファイルから読み込ん
だページサイズの値です。

2 ジョブをダブルクリックしてジョブチケットエディタを開きます。
［基本設定］→［紙設定］→［出力サイズ］を選択し、値を［A4］に
変更します。

3 ［レイアウト設定］→［印刷種類］を選択し、［小冊子］を設定しま
す。
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4 ジョブチケットエディタを閉じます。

5 縮小冊子印刷に対応したプリンターでジョブを処理すると、PDFの
元の文書サイズが縮小され、A4用紙 1枚に 1ページ目および2ペー
ジ目が印刷されます。

!
ワンポイント

この設定はPrintgroove PODオペレーターが手動で有効にする必要
があります。詳細は、「5. 縮小冊子（追加機能）」（p. 5-104）をご覧く
ださい。

3.8.4 高彩度カラー印刷（製品特徴）
Printgroove POD Queueは、より高度なカラーマネージメント設定が
可能な「bizhub PRO C65hc」に対応しています。このような設定が必
要となる印刷ジョブを対応プリンタで処理することができるように、
Printgroove POD Queueに「高彩度カラー」設定が追加されました。
関連するジョブチケット設定の詳細は、「ジョブ設定」（p. 5-9）をご覧く
ださい。

この設定はPrintgroove PODオペレーターが手動で有効にする必要があ
ります。詳細は、「6. 高彩度カラー印刷（製品特徴）」（p. 5-104）をご覧
ください。

3.8.5 手動で追加したプリンタをアンインストールする

1 プリンタが有効の場合は、送信先パネル内のプリンタアイコン上で右
クリックして表示されるドロップダウンメニューから、［無効］を選
択します。

2 送信先パネル内のプリンタアイコン上で右クリックして表示されるド
ロップダウンメニューから、［アンインストール］を選択します。プ
リンタのアンインストール画面が表示され、リクエストを確認しま
す。

3 プリンタをアンインストールする場合は、［OK］をクリックします。
プリンタのアンインストールをキャンセルする場合は、［キャンセル］
をクリックします。［OK］をクリックすると、Printgroove POD 
Queueからプリンタが削除されます。アイコンは、送信先パネルか
ら削除されます。SNMP検索範囲テーブルに値が追加されている場
合は、その値も削除されます。
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3.8.6 プリンタを有効にする
プリンタを有効に設定すると、Printgroove POD Queueは、そのプリ
ンタにプリントジョブを送信することができます。 

SNMPをサポートし、プリンタ関連の JDFデータを共有できるすべての
プリンタは、送信先パネルのプリンタセクションに表示されます。 

2
ご注意

送信先パネルには、SNMPで検出されたすべてのプリンタが表示され
ますが、Printgroove POD Queueがプリントジョブ管理を行えるの
は、サポートしているプリンタのみです。Printgroove POD Queue
がサポートしていないプリンタを有効にすることはできません。

プリンタを有効にする手順は、以下のとおりです。

1 送信先パネルで使用していないプリンタアイコンを右クリックしま
す。ドロップダウンメニューが表示されます。

2 ［有効］を選択します。何もメッセージが表示されなければ、プリン
タは有効となり、ジョブを受け取ることができるようになります。

2
ご注意

使用するプリンタ数がライセンス制限を超えた場合は、ポップアップ
メッセージが表示されます。

3.8.7 プリンタを使用停止にする
プリンタを無効に設定すると、Printgroove POD Queueは、そのプリ
ンタにプリントジョブを送信できません。プリンタを使用停止にするには、
以下の手順で行います。

1 送信先パネルで使用中のプリンタアイコンを右クリックします。ド
ロップダウンメニューが表示されます。

2 ［無効］を選択します。プリンタアイコンは、プリンタが使用停止で
あることを示すグレー表示になります。
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3.8.8 プリンタオプションを使用する
プリントジョブを適切に処理するためには、それぞれのプリンタのオプ
ション構成を正しく設定しておく必要があります。オプション構成を設定
するには、プリンタを使用可能に設定した後、プリンタモニタを開きます。
初期画面は、［オプション］が表示されます。ここから、検出されたプリン
タまたは、手動で追加したすべてのプリンタのフィニッシングオプション
を設定します。オプションの設定については、「オプション」（p. 5-94）を
ご覧ください。

3.8.9 Printgroove POD Queue のプリンタ機能リストを書き出
す
他のPrintgroove PODモジュールが、Printgroove POD Queueに
ジョブを送信する前に、プリンタを選択することをユーザーに許可してい
る場合、そのモジュールはPrintgroove POD Queue のプリンタ機能
ファイルを取り込む必要があります。生成される JDFファイルには、すべ
ての検出されたプリンタの構成情報と現在の設定が含まれています。プリ
ンタ機能リストを作成して書き出す方法は以下のとおりです。

1 ［ファイル］メニューから［エクスポート］→［プリンタ機能］を選
択します。

2 ［名前を付けて保存］画面が開きます。保存先を指定します。

3 ［保存］をクリックします。JDFファイルが作成されて、指定した場
所に保存されます。

作成した JDFファイルは、他のPrintgroove PODモジュールに取り込
む必要があります。モジュールに取り込む方法については、該当するモ
ジュールのユーザーズガイドをご覧ください。
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3.9 ログ
Printgroove Logs は、プリントジョブの処理中に発生するエラー、警告、
イベント情報などの情報を取得します。管理者のみがログにアクセスでき
ます。

取得したログを確認するには、以下の手順で行います。

1 ［表示］メニューから［ログ］を選択します。［ログ］ウィンドウが表
示されます。

ログの種類

画面上部の3つのチェックボックスで、確認したいログエントリーのタイ
プを指定できます。［エラー］、［警告］または［情報］から選択します。
チェックボックスは、複数選択できます。

ログの詳細情報

すべてのログエントリーは以下の情報が記載されています。

- Type：ログの種類（エラー、警告、情報）

- Date/Time：イベント発生の日付と時間

- Sender：イベントに関連するユーザー

- Process ID：イベントに関連するジョブチケット番号やプロセス

- Event：イベントの説明

以下は、ログイベントの一覧です。

Printgroove POD Queue のログイベント

Type Process ID Event

エラー サーバ ドングルが取り外されました

PDF PDFファイルエラー（無効なPDF
ファイル）

PDFファイルが見つかりません

プリンタ プリンタ有効化失敗

複数のサーバーが起動しています

警告 ユーザ ユーザログインが最大数に達しました
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情報 サーバ Printgroove POD Server 開始

Printgroove POD Server 終了

ジョブチケット番号 新規ジョブ

ジョブ削除

ジョブ編集

ジョブ処理

ジョブキャンセル

ジョブ完了

ジョブ至急

ジョブ移動

ジョブ排除

プリンタ 新規プリンタ追加

プリンタ削除

プリンタ有効化

プリンタ無効化

ユーザ ユーザ追加

ユーザ削除

ユーザ編集

ユーザログイン

ユーザログアウト

バーチャルキュー 新規バーチャルキュー追加

バーチャルキュー削除

バーチャルキュー編集

クラスタ 新規クラスタ追加

クラスタ削除

クラスタ編集

クラスタに新規プリンタが追加されま
した

クラスタからプリンタが削除されまし
た

グループ グループ追加

グループ削除

グループ編集

Printgroove POD Queue のログイベント

Type Process ID Event
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ファンクションボタン

画面下部の3つのボタンが以下の機能を使用可能にします。

- すべて削除： ログ画面のすべてのエントリーを消去します。確認メッ
セージが表示されます。

- エクスポート：すべてのログデータを書き出す場所を指定できます。書
き出したデータは .CSV形式で保存されます。

- 終了： ログ画面を閉じます。
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3.10 ジョブチケットレポート
Printgroove POD Queueジョブチケットレポートを作成して書き出す
ことができます。ジョブチケットレポートを作成した場合、2つの .CSV
ファイルが生成されます。レポートには以下の情報が含まれます。

generalReport.CSV

各ジョブのジョブチケット設定がこのファイルに表示されます。以下の
ヘッダの下に設定が表示されます。

- Job Ticket Number

- Job Ticket Name

- Document Name

- Job Type

- Job Creator

- Submission Time

- Due Date

- Number of Document Pages

- Job Priority

- Target Location

- Customer Company Name

- Job Status

- Completion Time

- Copies

- Document Size

- Paper Size

- Paper Type

- Paper Name

- Color Intent

- Number of B&W Pages

- Number of Color Pages

- First Name

- Last Name
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resourceReport.CSV

各ジョブのジョブ実績情報設定がこのファイルに表示されます。以下の
ヘッダの下に設定が表示されます。

- Job Ticket Number

- Device IP Address （プリンタの IPアドレス）

- Tray Name

- Paper Size

- Paper Type

- Paper Weight

- Paper Color

- Consumables（ステープルの設定、パンチの設定、トナー情報が表
示されます）

各ジョブチケットごとに表示される情報は、Printgroove POD Queue
の処理状況によって異なります。受信ボックスパネルのジョブ、処理中の
ジョブ、処理待機状態のジョブは、resourceReport.CSVファイルには
含まれません。

これらの情報は2つの .CSVファイルとして書き出され、ローカルに保存
することができます。

ジョブチケットレポートを作成して書き出す方法は以下のとおりです。

1 ［ファイル］メニューから、［エクスポート］→［ジョブレポート］を
選択します。［名前を付けて保存］画面が開きます。

2 保存先を指定します。

3 ［保存］をクリックします。2つの .CSVファイルがレポートとして
保存されます。
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4 概要：Printgroove POD Queue
この章では、Printgroove POD Queueの概要について説明します。ア
プリケーションにアクセスする方法、終了する方法、ライセンスと機能制
限、テキスト入力方法について説明します。また、アプリケーションの主
要なGUI（グラフィカルユーザーインターフェース）の概要も説明します。
画面操作の説明では、各パネルの基本機能とカスタマイズ方法についても
説明します。 

Printgroove POD Queueツールを使用するには、この章に記載された
各パネルの基本機能をご理解いただく必要があります。
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4.1 ライセンスと機能制限
Printgroove POD Queueの機能の一部は、ソフトウェアライセンス契
約に応じて制限されています。機能制限の内容は、メイン画面下部のス
テータスバーに表示されます。設定の詳細は「ステータスバー」（p. 4-19）
をご覧ください。また、機能が制限される箇所ではメッセージが表示され、
詳細情報および対処法が表示されます。

最大サポートジョブ数

プリントジョブを追加する際に、すでにジョブ数が最大数に達している場
合は、メッセージが表示されます。この場合、プリントジョブを追加する
前に、不要なプリントジョブを削除してください。

最大プリンタ数

Printgroove POD Queueのすべてのバージョンで、Printgroove POD 
Queueが管理できるプリンタの数が制限されます。最大プリンタ数に達
したことを知らせるメッセージ画面が表示された場合は、プリンタを［有
効］にできません。異なるプリンタを［有効］にする前に、不要なプリン
タを［無効］にしてください。

ライセンスエラー

Printgroove POD Queueサーバーは、ライセンスによって使用が可能
になります。ライセンスが失効した場合、または正しくアクティベーショ
ンされていない場合は、メッセージ画面が表示されます。［OK］をクリッ
クしてアプリケーションを閉じます。ライセンスの問題が解決されるまで、
ログインできません。システム管理者にお問い合わせください。システム
管理者は、必要に応じて、コニカミノルタサービス実施店にお問い合わせ
ください。

メンテナンスモード

Printgroove POD Administration Manager は、Printgroove POD
サーバーのリモート診断が可能なウェブユーティリティです。アクティブ
なセッション中に、Printgroove POD Queueでの設定が変更されると、
ポップアップ画面で通知が行われます。ポップアップ画面の［OK］をク
リックするとアプリケーションは終了します。メンテナンスが完了するま
でログインし直すことができません。
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4.2 バナーページ
初期設定では、Printgroove POD Queueがプリントジョブをプリンタ
に送信するときはいつでも、バナーページが出力されます。この設定は変
更することもできます。詳細は、「バナーページオプション」（p. 3-41）を
ご覧ください。

バナーページは、プリントジョブの前にA4用紙で出力されます（プリン
トジョブの用紙サイズには依存しません）。バナーページの出力サイズは、
Printgroove POD Queueをインストールした際に選択された設定言語
によって決定されます。英語（米国）が選択されている場合は、レターサ
イズが使用されます。他のすべての言語の場合、バナーページはA4用紙
に印刷されます。

Printgroove POD Queueがプリントジョブを受信すると、ジョブチ
ケット番号が割り当てられます（例：0002D）。プリンタへジョブが送信
されると、ジョブは見かけ上2つに分かれます。

- 「0002D_1」は、バナーページです。この番号は、ジョブのバナーペー
ジの印刷中に、プリンタジョブパネルに表示されます。

- 「0002D_2」は、実際のプリントジョブです。この番号は、プリント
ジョブの印刷中に、プリンタジョブパネルに表示されます。

バナーページにはプリントジョブに関する重要な情報が含まれ、プリント
ジョブ、およびオフラインで完了する必要のあるフィニッシング設定の識
別が容易になります。バナーページには、以下の情報が表示されます。

2
ご注意

出力方法として［ボックス保存］を選択したジョブの場合は、バナー
ページは出力されません。

Printgroove POD Queue バナーページ設定

メニュー サブメニュー 値

Job Ticket 
Information

ジョブチケット情報

Job Ticket Number 変動。
例：0023D

Date 例：6/7/2007
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Job Info 
Settings

Job Type
カラーの分割、ページの分割、品質の
分割、ジョブ番号に対するカラーペー
ジ、ジョブ番号に対する白黒ページ

Job Current Set ジョブ番号に対する、開始から終了ま
でのページ

Job Name 例：Job 123

Job Priority 通常、ラッシュプリント

Job Submit Time 例：2007/6/7 12:00:00 PM

Job Due Date 例：2007/6/12 12:00:00 PM

Job Notes ジョブチケットエディタ注記フィール
ドのテキスト

Document Name 例：Job123.pdf

Copies 例：50

Pages 例：400

BW Pages 例：100

Color Pages 例：300

Layout 例：両面

Finishing とじ位置、パンチ穴、断裁、折り設定

Customer 
Information

Company

顧客固有

Name

Address

Phone

Fax

Job's Device 
Constraint 
Information

Constraint Information

プリントジョブに関して見つかったオ
プションの制約を表示します。これら
の解決に、オフライン作業が必要な場
合があります。

Non-Supported 
Information Non-Supported Fields

Printgroove POD Queue でサポー
トされない、ジョブチケットに示され
たジョブ処理要件の一部である設定オ
プションを表示します。

Printgroove POD Queue バナーページ設定

メニュー サブメニュー 値
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4.3 テキスト入力方法
テキストフィールドには以下の規則があります。

文字種、文字数

顧客情報入力欄（下記参照）以外のすべてのテキスト入力欄に、半角文字、
全角文字、英数字を入力できます。いずれのテキスト入力欄においても、
半角 /全角を問わず、最大入力文字数は64文字です。

禁止文字

以下の文字は、テキスト入力欄では使用できません。

「‘」、「*」、「￥」、「|」、「:」、「;」、「<」、「>」、「/」

以下の文字は、注記で使用できません。

「̃」、「!」、「#」、「$」、「%」、「^」、「&」

以下のフィールドは、文字制限があります。

- ［ジョブチケットエディタ］の［ジョブチケット /テンプレート名］
（ジョブチケット名は&使用可）

- ［グループエディタ］の［グループ名］

- ［クラスタエディタ］の［クラスタ名］

- ［バーチャルキューエディタ］の［バーチャルキュー名］

- ［検索エディタ］の［検索名］

- ［ユーザー管理］の［ユーザ名］

- PDFファイル名（&は使用可）

顧客情報入力欄

［電話番号］と［ファクス番号］の入力欄は、数字、「-（ハイフン）」、「.
（ピリオド）」のみ入力可能です。ハイフンまたはピリオドは数字の区切り
文字として認識されます。

例：1-213-5555-1122 や 1.213.5555.1122

［Email アドレス］フィールドには、1バイト文字、2バイト文字、英数字
および以下の記号を入力することができます。

「!」、「#」、「$」、「%」、「&」、「￥」、「´」、「*」、「-」、「/」、「?」、「^」、

「_」、「|」、「̃」、「.」、「` 」
「｛」および「｝」は、包括関係が適切であれば使用することができます。
「@」はアドレスを示す文字列内で1箇所にだけ使用することができます。 
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次の文字列を使用することができません。

「+」、「=」、「[」、「]」、「:」、「;」、「"」、「<」、「>」、「,」 

Printgroove POD Queue のユーザー名制限

Printgroove POD Queueを使用するユーザー名を生成する場合、以下
のルールがあります：

- ユーザー名は15文字以内

- 1 バイト文字の英数字のみ使用可（0-9, a/A-z/Z）

- ピリオド「.」は使用可

- 大文字と小文字は区別されます。

- スペースは使用不可

Printgroove POD Queue パスワード制限

Printgroove POD Queueでパスワードを設定する場合は、以下のルー
ルがあります。

- パスワードは半角で、最小7文字、最大 15文字まで

- 1 バイト文字、2バイト文字、英数字および以下の記号は使用可
「´」、「̃」、「!」、「@」、「#」、「$」、「%」、「^」、「*」、「(」、「)」、「_」、
「+」、「-」、「+」、「{」、「}」、「[」、「]」、「|」、「:」、「;」、「,」、「.」、「/」

- 大文字と小文字は区別されます。

- スペースは使用不可

2
ご注意

Printgroove POD Queueによって認証を行う場合は、ユーザー名と
パスワードの制限のみに注意する必要があります。アクティブディレク
トリ認証またはログイン認証を使用している場合は、使用しているサー
バーによってパスワードの制限が定義されています。Printgroove 
POD Queue以外の認証オプションは、Printgroove POD 
Administration Manager よって設定する必要があります。詳細は、
Printgroove POD Administration Manager のユーザーズガイドを
ご覧ください。
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Printgroove POD Queue 用紙カタログ参照テーブルの制限

用紙カタログ参照テーブルのエントリを作成する場合、［用紙名］および
［用紙 ID］フィールドには以下の制限があります。

- 最大入力文字数は254文字です。

- 以下の文字を使用することができます。
「(」「“」「[」「]」「@」「_」「-」「“」「)」「.」

- 用紙カタログを他のデバイスからインポートする場合、［用紙名］は、
任意の文字を受け入れます。
Printgroove POD Queue 4-7



概要：Printgroove POD Queue 4
4.4 Printgroove POD Queueのディスプレイパネル
Printgroove POD Queueのメイン画面には、［受信ボックスパネル］
（1）、［プリンタジョブパネル］（2）、［完了ジョブパネル］（3）、［送信先パ
ネル］（4）、［情報パネル］（5）の 5つのパネルがあります。初期設定で
は、5つすべてのパネルが開かれ、以下のような配置となっています。

4.4.1 受信ボックスパネル
受信ボックスパネルは、Printgroove POD Queueに送信された新しい
プリントジョブ、および作成したグループ、グループに含まれるプリント
ジョブのすべてを表示します。

受信ボックスパネル内のジョブと［グループ］の数は、受信ボックスパネ
ル上部のヘッダ行に（　）書きで表示されます。

初期設定では、受信ボックスパネルには、グループ、ジョブが古い順に表
示され、最下部には最新のジョブが表示されます。グループ内のジョブに
ついても、古い順に表示されます。

ジョブは、4つの方法を使用して受信ボックスに格納されます。

- 他のPrintgroove PODモジュール：他のPrintgroove PODモジュー
ル（Ready、Driver）で生成されたジョブは、受信ボックスパネルに
表示され、受信元の列に生成元のモジュールが表示されます。

- サードパーティ製アプリケーション：サードパーティ製アプリケーショ
ンを介して、ジョブがQueue に送信された場合、ジョブは受信ボック
スパネルに表示され、受信元の列に生成元のモジュール（JT Man、そ
の他）が表示されます。

- キュー1：ジョブは、ジョブチケットエディタを使用してQueue にイ
ンポートまたは作成された場合、受信元の列にPrintgroove POD 
Queueが表示されます。

3

2

1

4

5
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- キュー2：ドラッグ＆ドロップ：zip ファイルとして保存されている

JDF + PDF ファイルにプリントジョブがある場合、ユーザーは zip
ファイルをデスクトップからQueue の受信ボックスの列にドラッグ＆
ドロップできます。Queueはファイルを読み込み、ジョブチケットを
作成します。そのジョブは受信ボックスパネルに表示されます。受信元
の列に、Printgroove POD Queueが表示されます。ファイルが他の
パネルにドラッグされると、この機能は動作しません。ユーザーがド
ラッグ＆ドロップするファイルが .zip フォーマットでない場合は、対
応できないことを通知するポップアップ場面が表示されます。

Printgroove POD Queueが送信されたジョブを処理している場合、
［ジョブ状態］に処理状況が表示されます。［ジョブ状態］に［初期化］と
表示されるまで、プリントジョブはプリンタ、クラスタ、またはバーチャ
ルキューに移動することはできません。［カラーページ数］および［白黒
ページ数］に「0」が表示されている間は、Printgroove POD Queue は
まだPDFファイル処理中です。いずれか、または両方に数値が表示され
るまで、ジョブを移動することができません。

2
ご注意

初期化以外のジョブは、キャンセル、削除、完了、グループまたは完了
ジョブパネルへの移動が可能です。

受信ボックスパネルに表示されるジョブは、出力方法によって以下の5種
類に分けることができます。

1. プリントジョブ 

Printgroove POD Queueに送信された通常のプリントジョブです。

2. 確認プリントジョブ

ユーザーが設定を行ったジョブで、プレビュー用に1部印刷します（設定
の詳細は「6. 出力方法」（p. 5-24）をご覧ください）。

3. ボックスジョブ

ユーザーが設定を行ったジョブで、Printgroove POD Queueが使用し
ているプリンタのハードディスクに直接保存されます。これらのジョブは
いつでも、再出力が可能です。（設定の詳細は、「6. 出力方法」（p. 5-24）
をご覧ください。）
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4. コピージョブ

印刷用データのないジョブチケットです。原稿がハードコピーの場合、履
歴を管理するためにこのジョブタイプを使用します。また、複数のデータ
が添付されているジョブチケットも、ジョブタイプが［コピー］と表示さ
れます。その場合は、ジョブチケットを開いて、印刷データを指定します。
ジョブの印刷完了後、手動で完了ジョブパネルへジョブチケットを移動さ
せることができます。（設定は、「手動で完了ジョブパネルへ移動」
（p. 6-13）をご覧ください。）

5.Queue以外のジョブ

プリンターは、Printgroove POD Queue以外からもジョブを受信しま
す。

これらのジョブは、以下のように動作します。

- プリンタジョブパネルには、Printgroove POD Queue から送信され
たジョブだけでなく、Printgroove POD Queue 以外から受信した
ジョブも表示されます。Printgroove POD Queue 以外から受信した
ジョブのチケット名は「Non-Queue jobs」と表示されます。

- Printgroove POD Queue以外から受信したジョブは、Printgroove 
POD Queueクライアント上では編集できません。必要に応じて、プ
リンターの操作パネルやプリンタードライバーで設定を変更します。

4.4.2 グループ
グループは、一括処理を行うジョブの保管場所です。

グループは任意に作成できます。グループを作成しない場合は、
Printgroove POD Queueにグループは表示されません。グループを作
成すると、受信ボックスパネルにグループ名のついた行が1行追加されま
す。

グループの詳細は、「グループエディタ」（p. 5-58）をご覧ください。
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4.4.3 プリンタジョブパネル
プリンタジョブパネルは、設定を有効にしたプリンタごとに、すべての
ジョブの処理経過を表示します。

プリンタジョブパネルには、設定を有効にしたプリンタごとのフォルダが
表示されます。各プリンタフォルダは、プリンタ名、または IPアドレスで
識別されます。各プリンタに割り当てられたジョブは、プリンタのヘッダ
行以下に表示されます。最新のジョブが最下部となります。ジョブは上か
ら順に印刷されます。

プリンタはPrintgroove POD Queue 以外のリソースからもジョブを受
信します。このような場合、Printgroove POD Queueではないジョブ
が不完全なエントリーとして表示されます。Printgroove POD Queue
以外から受信したジョブのチケット名は「Non-Queue jobs」と表示され
ます。これらのジョブは、Printgroove POD Queue内部から変更でき
ません。これらは、プリンタの LCDパネルやプリンタドライバから変更
できます。

4.4.4 完了ジョブパネル
完了ジョブパネルは、Printgroove POD Queueを経由したすべての完
了ジョブ、キャンセルジョブ、排除ジョブを表示します。Printgroove 
POD Queue をスタンドアロンアプリケーションとして使用すると、完了
ジョブ、キャンセルジョブを編集、再印刷できます。 

完了ジョブパネルに表示されたジョブの総数は、（　）書きでヘッダ行に表
示されます。ジョブは古い順に表示され、最下部には最新のジョブが表示
されます。
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4.4.5 送信先パネル
送信先パネルは、プリンタ、クラスタ、バーチャルキーの3つのセクショ
ンに分かれています。プリンタ、クラスタ、バーチャルキューの各アイコ
ンは、プリントジョブをドラッグ＆ドロップすることが可能かどうかを表
しています。またすべてのアイコンには、名称が表示されています。

送信先パネルには、検出されたプリンタのイメージアイコンが表示されま
す。初期設定では、そのうち5つのプリンタの設定を有効にし、監視対象
とすることができます。（詳細は、「プリンタを有効にする」（p. 3-64）を
ご覧ください。プリンタの左側には、色の付いた円形のアイコンが表示さ
れます。円形のアイコンは以下の4色のいずれかです。アイコンの色は、
以下の4種類の状態を表します。

- 緑：プリンタはオンラインで、ジョブの処理が可能です。

- 赤：プリンタに重大なエラーがあり、この状況が解決されるまでジョブ
を処理できません。

- 黄：プリンタに警告が表示されていますが、ジョブの処理は可能です。

- グレー：プリンタが無効です。設定が有効にされるまで、ジョブは送信
できません。

また、プリンタ名がプリンタイメージの下部に表示されます。プリンタ名
は、プリンタのホストユーティリティを経由して割り当てられています。
ホストユーティリティについての詳細は、「ホストユーティリティ」
（p. 5-113）をご覧ください。名前が割り当てられなかった場合は、IPア
ドレスが表示されます。

アイコンをダブルクリックすると、［プリンタモニタ］、［クラスタエディ
タ］、［バーチャルキューエディタ］が起動します。詳細は、「Printgroove 
POD Queue ツール」（p. 5-1）をご覧ください。

Printgroove POD Queueの標準ライセンスでは、クラスタ機能が使用
できません。このような場合、クラスタセクションとクラスタエディタは
使用できません。

4.4.6 情報パネル
情報パネルは、選択したプリントジョブ、グループ、プリンタ、クラスタ、
バーチャルキューに関する詳細情報を表示します。各アイテムをクリック
すると、関連データが情報パネルに表示されます。
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4.5 ディスプレイパネルの特徴と機能
各パネルの特徴と機能は、以下のとおりです。

スクロールバー

受信ボックスパネル、プリンタジョブパネル、完了ジョブパネルの下部に、
横方向のスクロールバーが表示されます。

［情報パネル］の［クイックビュー］タブが選択されている場合、右側にた
て方向のスクロールバーが表示されます。

必要に応じて、プリンタ、クラスタ、バーチャルキューサブパネルには、
ディスプレイをスクロールするための矢印ボタンが表示されます。これら
のボタンをクリックすると、アイコンをスクロールできます。

右クリックメニュー

4 つのパネルではドロップダウンメニューが表示されます。［受信ボック
ス］パネル、［プリンタジョブ］パネル、［完了ジョブ］パネルのジョブ上、
および［送信先］パネルのアイコン上を右クリックすると、ドロップダウ
ンメニューが表示されます。右クリックメニューには、以下のメニュー項
目があります。

- 受信ボックス /グループ（選択ジョブ1つ）：新規、編集、POD Ready
で編集、エクスポート、終了、キャンセル、削除、ジョブチケット表
示、推奨表示、ジョブチケット印刷

- 受信ボックス /グループ（選択ジョブ複数）：新規、移動、終了、キャン
セル、削除

- プリンタジョブ（選択ジョブ1つ、ジョブタイプ = プリントまたは確認
プリント）：移動、キャンセル、先頭に移動、ジョブチケット表示

- プリンタジョブ（選択ジョブ 1つ、ジョブタイプ = ボックス）：印刷
ボックスジョブ、ジョブを完了します、編集、キャンセル、ジョブチ
ケット表示

- プリンタジョブ（選択ジョブ複数）：選択できるメニューはありません。

- 完了ジョブ（選択ジョブ1つ）：編集、POD Ready で編集、エクス
ポート、削除、全終了ジョブ削除、移動、ジョブチケット表示、カラー
クラスタジョブの復元

2
ご注意

カラークラスタジョブをユーザーがキャンセルした場合でも、［カラー
クラスタジョブの復元］を使用して、ジョブを復元させることができま
す。

- 完了ジョブ（選択ジョブ複数）：削除、移動
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- 送信先（プリンタアイコン）：編集、有効 /無効（トグル）、アンインス

トール

- 送信先（クラスタ /バーチャルキューアイコン）：新規、編集、削除

［全ジョブ表示］パネルでジョブを選択します。［受信ボックス］パネル、
［プリンタジョブ］パネル、［完了ジョブ］パネルでジョブを選択して右ク
リックすると、選択状況に応じたメニューが表示されます。複数のジョブ
が選択された場合でも、ジョブが同一パネル内のジョブであれば、右ク
リックメニューを使用することができます。

ジョブをソートする

受信ボックスパネル、プリンタジョブパネル、完了ジョブパネルで項目ご
とに印刷ジョブに関する情報が表示されます。項目名はサブヘッダ行に表
示されます。項目名を選択すると、選択した項目名を基準にジョブがソー
トされ、現在のソート方向を示す［上 /下］の矢印が、サブヘッダ行に表
示されます。［上］矢印は、データが昇順でソートされていることを示しま
す。上矢印の示された項目名を再度選択すると、［下］矢印が表示され、降
順でソートされます。

2
ご注意

プリンタフォルダ、グループフォルダ内のジョブは、フォルダ内でソー
トされます。

表示されている項目をカスタマイズする

［受信ボックス］、［プリンタジョブ］、［完了ジョブ］の3つのパネルには、
複数の項目列があります。サブヘッダ行には、表示データの内容を示す項
目名が表示されます。初期設定では、すべての項目が表示されていますが、
以下の手順で項目を非表示にすることができます。

1 サブヘッダ上で右クリックをします。ドロップダウンメニューが表示
されます。

2 ドロップダウンメニューから［カラム］を選択します。カラムメ
ニューが表示されます。サブメニューにサブヘッダの一覧が表示され
ます。

3 非表示とする項目について、チェックボックスのチェックを外しま
す。必要に応じて、手順1～ 3を繰り返します。

4 非表示の項目を再度表示する場合は、チェックボックスをオンにしま
す。 
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5 項目の表示を初期設定に戻すときは、サブヘッダ上で右クリックをし

て表示されるドロップダウンメニューから、［既定値］を選択します。

コラムの位置とサイズをカスタマイズする

各項目は初期設定されています。項目のサブヘッダのフルテキストを表示
するために十分なスペースがない場合があります。項目の表示幅は、以下
の手順で変更することができます。

1 項目名の境界線上にマウスカーソルを移動します。移動アイコンが表
示されます。

2 移動アイコン上をクリックしたまま、目的の表示幅になるまでドラッ
グします。

3 目的の表示幅でマウスから指を離します。

4 項目名の文字をすべて表示するように幅を変更するには、サブヘッダ
上で右クリックして表示されるドロップダウンメニューから［自動サ
イズ］を選択します。

項目の位置と表示幅は、以下の手順で変更することができます。

1 位置を変更する項目のサブヘッダ行をクリックし、マウスを押したま
ま目的の位置まで移動します。 

2 挿入位置を示す赤い矢印が目的の位置に表示されたら、マウスから指
を離してドロップします。

3 項目列の表示幅を調整する場合は、項目名の境界線上をドラッグしま
す。

4 目的の表示幅になったらマウスから指を離します。
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表示されているパネルを最小化する

プリンタジョブパネル、完了ジョブパネルを最小化して、画面左側の領域
を大きくすることができます。それぞれのパネルの右上のアイコンをク
リックすると、パネルは最小化してヘッダ行に収まります。再度アイコン
をクリックすると元に戻り最大化します。

2
ご注意

受信ボックスパネルは最小化できません。

フォントサイズを変更する

メニューから、［表示］→［テキストサイズ］→［拡大］または［縮小］を
選択します。受信ボックスパネル、プリンタジョブパネル、完了ジョブパ
ネル内のフォントサイズが拡大、縮小されます。目的のフォントサイズに
なるまで、この操作を繰り返してください。

ジョブを検索する

受信ボックスパネル、プリンタジョブパネル、完了ジョブパネル、または
全ジョブパネルの項目名を右クリックして表示されるドロップダウンメ
ニューから［フィルタ］を選択します。ハイライトされた行が、選択した
パネル上部に追加されます。ハイライトされた行の各セル（1つ以上のセ
ル）に、検索する文字列を入力して［Enter］を押します。セルによって
は、ドロップダウンメニューから選択することもできます。［Enter］をク
リックします。検索が実行され、検索結果がハイライトされた行の下に表
示されます。検索を終了する場合は、右クリックメニューから［フィルタ］
を再度選択します。

フォルダを展開する /折りたたむ

フォルダが使用される場所は2箇所あります。受信ボックスパネルでは、
ジョブを保存するフォルダとしてグループを作成できます。プリンタジョ
ブパネルでは、設定を有効にした各プリンタごとにフォルダがあります。
プリンタに割り当てられたジョブはすべてプリンタフォルダ内に表示され
ます。

フォルダの横にある「+」記号は、フォルダが折りたたまれている（閉じて
いる）ことを示します。「+」記号をクリックすると、フォルダが展開され
（開き）、フォルダに保存されたジョブがすべて表示されます。フォルダが
展開されると、「+」記号は「-」記号になります。 

受信ボックスパネルまたはプリンタジョブパネルの全てのフォルダを展開
する /折りたたむ場合は、各パネルのサブヘッダ行を右クリックすると表
示されるドロップダウンメニューから［すべてのグループを展開］または
［すべてのグループを畳む］を選択します。
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送信先パネルと情報パネルの特有の機能

送信先パネルと情報パネルの表示は、以下の方法で変更することができま
す。

一つのパネルを最小化する

送信先パネルの右上のアイコンをクリックすると、情報パネルが画面右側
の領域いっぱいに表示され、メニューバーは、メイン画面の右上に表示さ
れます。［送信先］パネルは、メニューバーにタブ表示されます。タブ上に
マウスをロールオーバーすると、送信先パネルが表示されます。タブをク
リックすると、送信先パネルが表示されたままになります。送信先パネル
右上のアイコンを再度クリックすると、2つのパネル位置が元に戻ります。
情報パネル右上のアイコンも、同様に使用することができます。

両方のパネルをタブに最小化する

送信先パネル右上のアイコンをクリックして、パネルを閉じます。情報パ
ネル右上のアイコンをクリックして、パネルを閉じます。送信先パネル、
情報パネルのいずれも、右上のアイコンをクリックすると、メイン画面の
メニュー内にタブ表示されます。タブ上にマウスを移動すると、パネルを
表示することができます。表示したパネルの右上のアイコンをクリックす
ると、パネルが元の位置と大きさに戻ります。

パネルを切り離す /組み込む

送信先パネル、または情報パネルのヘッダ行をマウスでつかんでドラッグ
すると、メイン画面からパネルを切り離すことができます。切り離された
パネルは、メイン画面上で移動可能になり、任意の場所に結合させること
ができます。パネルをメイン画面と結合できる場所は、ヘッダ行をドラッ
グして、黒枠で表示される結合可能箇所で、マウスをアイコンの上に合わ
せてドロップします。パネルをドロップすると、メイン画面上の新しい位
置に結合されます。

初期設定の表示に戻す

メイン画面の表示を初期設定に戻す場合は、［表示］→［既定値に戻す］を
選択します。メイン画面から切り離されたパネルや最小化されたパネルは、
初期設定の表示に戻ります。（詳細は、「Printgroove POD Queueの
ディスプレイパネル」（p. 4-8）をご覧ください。）
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4.6 アイコンバー
受信ボックスパネル の上にあるアイコンバーを使用すると、以下の機能を
すばやく使用することができます。

4.6.1 画面表示に関する機能

メイン表示

このアイコンをクリックすると、Printgroove POD Queueの初期設定
の表示に戻ります。

全ジョブ表示

このアイコンをクリックすると、受信ボックスパネル、プリンタジョブパ
ネル、完了ジョブパネルが、全ジョブパネルに切り替わります。全ジョブ
パネルには、Printgroove POD Queue内のすべてのジョブが表示され、
ジョブの処理過程にかかわらず、ジョブをソートしたり、検索したりする
ことができます。また、受信ボックスパネル 、完了ジョブパネルと同様に
項目のソートやカスタマイズが可能です。（詳細は、「ジョブをソートする」
（p. 4-14）および「表示されている項目をカスタマイズする」（p. 4-14）
をご覧ください。）

4.6.2 ジョブチケットに関する機能

ジョブチケット表示

このアイコンをクリックすると、［ジョブチケット詳細］画面が表示されま
す。［ジョブチケット詳細］画面では、選択したプリントジョブの全設定を
確認することができます。選択されたジョブが完了ジョブパネルに表示さ
れている場合、ジョブ実績情報も表示します。また、この画面からジョブ
チケットを印刷することもできます。（詳細は「ジョブチケットの詳細」
（p. 5-3）をご覧ください。）

推奨表示

ジョブチケットを選択してこのアイコンをクリックすると、推奨パネルが
開きます。推奨パネルには、プリンタとクラスタのすべてが一覧表示され、
選択したプリントジョブに対応した設定がハイライト表示されます。ハイ
ライト表示されたプリンタとクラスタは、選択したジョブが最適であるこ
とを示しています。

検索機能：グローバル検索

このアイコンをクリックすると、Printgroove POD Queueの［グロー
バル検索エディタ］が起動します。このエディタを使用すると、検索条件
を指定して、ジョブチケットとプリンタの設定内容を検索することができ
ます。
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4.7 タイトルバー
メイン画面の最上部には、タイトルバーがあります。タイトルバーには、
現在のオペレータの［ユーザ名］、［ユーザー役割］（Administrator（管理
者）/Manager（マネージャー）/Operator（オペレータ）/Guest（ゲス
ト））が表示されます。

4.8 ステータスバー
メイン画面の最下部には、ステータスバーがあります。ステータスバーに
は、以下のシステム情報が表示されます。

- クラスタサポート：はい /いいえ

- 最大デバイスサポート：設定を有効にできるプリンタ数。

- 最大サポートジョブ数：「0」以外の数値が表示される場合、その数値
は、使用しているPrintgroove POD 
Queueのバージョンが管理できるジョブの
数を表します。「0」は、無制限を意味しま
す。

- 期間限定バージョン：「0」以外が表示される場合は、使用期限の残日数
を意味します。「0」は、使用制限なしを意味
します。

- 最大ユーザー数：同時接続可能なユーザー数。

- 自動モード設定：自動モード：オン（緑文字）または自動モード：オフ
（グレー文字）
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5 Printgroove POD Queue ツール
Printgroove POD Queueツールは、ジョブチケット処理のための画面
を表示します。Printgroove POD Queueツールには、以下のツールが
あります。

ジョブチケットの詳細

ジョブチケットを参照し、印刷を実行することができます。

ジョブチケットエディタ

ジョブチケットを参照し、編集することができます。 またテンプレートの
作成、保存、テンプレートの適用、削除、ジョブの新規作成を行うことが
できます。

推奨パネル

ジョブの印刷設定を参照することができます。また、選択したジョブの設
定に対応可能なプリンタ、クラスタを確認することができます。

グループエディタ

グループを作成、編集、削除することができます。

クラスタエディタ

クラスタを作成、編集、削除することができます。

バーチャルキューエディタ

バーチャルキューを作成、編集、削除することができます。

プリンタモニタ

オプション、仕上げ機能、給紙 /排紙トレイ、エンジンカウンタ、メモリ /
HDD状態を参照することができます。また、プリンタのホストユーティ
リティを起動することができます（ユーザー名とパスワードが必要な場合
があります）。

検索エディタ

ジョブ、またはプリンタの検索条件を設定し、実行することができます。
また検索条件を保存、編集、削除することができます。
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Printgroove POD Driver

オリジナルファイルをPDFに変換し、Printgroove POD Queueに送信
することができます。

各ツールの詳細な説明および使用方法については、次のセクション以降で
説明します。
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5.1 ジョブチケットの詳細
［ジョブチケットの詳細］では、出力後のジョブ実績情報を含む、すべての
ジョブチケットの設定を簡単に確認することができますが、ジョブチケッ
トの設定を変更することはできません。設定を変更する場合は、ジョブチ
ケットエディタを使用します。

5.1.1 ジョブチケットの詳細を確認する

1 ジョブチケットを選択します。（ジョブチケットがハイライト表示に
なります。）

2 アイコンバーの［ジョブチケット表示］アイコンをクリックする、ま
たは選択したジョブチケットを右クリックして表示されるドロップダ
ウンメニューから［ジョブチケット表示］を選択します。［ジョブチ
ケット詳細］画面が表示されます。
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‒ Printgroove POD Queueは、ジョブに添付されたPDFファイ

ルを読み込み、カラーページ数と白黒ページ数を確認します。
Printgroove POD Queueの設定で、印刷範囲（「2. 印刷範囲」
（p. 5-17）をご覧ください）とカラーページ（「3. カラーページ」
（p. 5-35）をご覧ください）の設定を変更できます。［ジョブチ
ケット詳細］には、元のPDFファイルの値とQueue で変更さ
れた値の差が示されます。［白黒ページ数］と［カラーページ数］
には、常に2つの値が表示されます。括弧なしの値は、PDF
ファイルから読み込まれた元の値で、括弧付きの値は、変更され
た値です。これが、印刷対象（または印刷済み）の設定値になり
ます。ジョブ実績情報が表示される設定になっているときは、
ジョブ実績情報にも同じように表示されます。初期設定では、括
弧なし値と括弧付きの値は同じです。括弧付きの値が変わるのは、
どちらか一方、または両方の値が変更された場合のみです。ド
キュメントに添付されたPDFファイルが変更された場合、すべ
ての変更された値が反映され、新しいPDFファイルの値に更新
されます。

‒ ［ジョブチケット詳細］には、9つの異なる設定項目があります。
［ジョブ設定］、［基本設定］、［レイアウト設定］、［表紙設定］、［仕
上げ設定］、［ページ単位設定］、［画像品質設定］、「顧客情報］、
［ジョブ実績情報］です。初期設定では、［ジョブ設定］が表示さ
れ、［ジョブ設定］以外は折りたたまれています。

3 表示する設定項目をクリックすると、コンテンツが表示されます。す
べての設定項目を表示 /非表示にする場合は、［全てを展開］または
［全てを畳む］をクリックします。

‒ 複数のジョブチケットを同時に開くことが可能なため、設定を比
較することができます。

5.1.2 ジョブ実績情報
すべてのプリンターがジョブ実績情報機能に対応しているわけではありま
せん。対応するプリンタの詳細は、「ジョブ実績情報サポート」（p. 1-11）
をご覧ください。

すべてのジョブチケットのレポート作成については、「ジョブチケットレ
ポート」（p. 3-69）をご覧ください。

ジョブの完了後にのみリソース使用情報が有効になります。完了ジョブパ
ネルで印刷したジョブを右クリックして、ドロップダウンメニューから
［ジョブチケット表示］を選択します。リソース使用情報は、最後のメ
ニュー項目の［ジョブ実績情報］セクションに表示されます。詳細を確認
するには、ヘッダをクリックします。

各ジョブについて、以下の情報が記載されています。

- 使用トレイ、用紙サイズ、坪量、色
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- パンチ：パンチ穴の数、パンチユニットが使用された回数

- ステープル：ステープルの数、ステープルを使用した回数

- トナー：トナー残量、使用されたトナーのメッセージの数

- 目盛り測定：プリンタの開始～終了、測定値

この機能をサポートするプリンタについてのみ、情報が有効になります。
この機能をサポートしていないプリンタの場合、フィールドが空欄になり
ます。

すべてのプリンタがこの機能をサポートしている場合は、クラスタに対し
てジョブ実績情報を供給します。印刷を完了する前にジョブがキャンセル
された場合、印刷したジョブの一部に対してのジョブ実績情報が提供され
ます。

5.1.3 ジョブチケットの詳細を印刷する

1 ジョブチケットを印刷する場合は、［プレビュー］をクリックします。
［ジョブチケット情報］画面にジョブチケットの印刷プレビューが表
示されます。

2 必要に応じて、ツールアイコンをクリックし、以下の操作を行いま
す。

1 レポートのエク
スポート

エクスポート場所の指定画面を表示し、ジョブチケットをエクス
ポートします（.rpt、.pdf、.xls、.doc、.rtf）。開いているジョブ
チケットの情報のみが生成されます。すべてのジョブチケットのレ
ポート作成については、「ジョブチケットレポート」（p. 3-69）を
ご覧ください。

2 レポートの印刷 ［ジョブチケット情報］画面の内容を印刷します。

3 最新表示 ［ジョブチケット情報］画面の内容を更新します。

4 ページスクロー
ル

ページからページ、または文書の先頭から最後まで移動します。

5 指定のページへ
ジャンプ

ジャンプ先のページ番号を入力する画面を表示します。

6 文字列の検索 ジョブチケット情報の文字列検索を行う画面を表示します。

7 ズーム 表示領域を拡大します。
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5.2 ジョブチケットエディタ
ジョブチケットエディタでは、選択したジョブチケットのすべての設定を
表示し、また設定を編集することができます。ジョブチケットエディタを
使用してジョブチケットテンプレートを作成することができます。作成し
たしたテンプレートを保存し、他のジョブチケットに適用することもでき
ます。ジョブチケットエディタを使用し、新たなジョブチケットを作成す
ることもできます。

ジョブチケットエディタを開くには、受信ボックスパネルのジョブ、グ
ループ内のジョブ、プリンタジョブパネルのボックスジョブ、または完了
ジョブパネルのジョブをダブルクリックします。

ジョブチケットエディタは4つの部分に分かれています。各部の概要は以
下のとおりです。

1：設定項目

設定カテゴリを表すボタンが8つあり、クリックすると、 サブメニューが
表示されるボタンもあります。初期設定では、［ジョブ設定］が表示され、
［ジョブ設定］以外は折りたたまれています。

［ジョブ確認］インジケーターが、［設定項目］上部に表示されます。通常
はグレーのセルに緑色のチェックボックスが表示されますが、問題が発生
している場合はセルがハイライト表示となり、赤色のチェックマークが表
示されます。この場合、［ジョブ確認］インジケーターのセルにカーソルを
移動すると、問題の内容を示すポップアップ画面が表示されます。赤色の
チェックボックスが表示される問題は、ジョブが印刷可能になるように解
決する必要があります（問題と解決に必要な事項の一覧については、
「［ジョブ確認］をチェックする」（p. 6-5）をご覧ください）。

1 3

4

2
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2
ご注意

完了ジョブパネルのジョブ経由で、ジョブチケットエディタを開いてい
る場合は、注記フィールドのみ編集ができます。

2：ドキュメントプレビュー /非サポート設定

このセクションの2つのタブでは、ジョブのドキュメントプレビューと非
サポート設定の詳細リストを確認できます。ドキュメントプレビューが初
期設定で表示されます。

ドキュメントプレビュータブでは、いろいろなジョブチケット設定のアイ
コンをリアルタイムで描写します。パネルは2つのセクションに分かれ、
サブパネル（左側）ではドキュメントプレビューのイメージを確認できま
す。レイアウト /仕上げサブパネル（右側）では選択したレイアウト機能
と仕上げのイメージアイコンが表示されます。それぞれのパネルは以下の
設定によってグラフィカルな描写を表示できます。

ドキュメントプレビューサブパネル（左側）

- 印刷種類：片面、両面、小冊子、無線とじ

- とじ位置：左、上、右

- 2 in 1（サポート設定）

- ステープル：1～ 2とステープルの位置

- パンチ穴：2～ 4とパンチ穴の位置

レイアウト /仕上げサブパネル（右側）

- 出力方法：部数、通常印刷、ボックス保存、ボックス保存&印刷、一時
停止、確認プリント

- 章分け：オン /オフ

- 分割仕上げ

- ページ単位設定、オモテ表紙 /ウラ表紙、PI カバーシート（オモテ）、PI
カバーシート（ウラ）

- くるみ製本：オン /オフ

2
ご注意

ページ単位設定は対応していないため、ドキュメントプレビューパネル
で表示されません。
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ジョブチケット設定のいくつかは、Printgroove POD Queueでサポー
トされていません。このような場合、サポートされない設定項目が［非サ
ポート設定］パネルに表示されます。このパネルに設定値が表示された場
合は、設定を再確認し、ジョブを送信する最良の方法を決定する必要があ
ります。詳細は、「非サポート設定を解決するには」（p. 5-41）をご覧くだ
さい。

3：ジョブチケット /テンプレート設定

ジョブチケットが表示されると、［ジョブチケット］が選択され、ジョブチ
ケット名とジョブチケット番号が表示されます。

［テンプレート］を選択すると、保存されたテンプレートがドロップダウン
メニューに表示されます。

4：設定表示パネル

設定項目のボタンをクリックすると、対応した設定項目がこのパネルに表
示されます。

5.2.1 ジョブチケットエディタ：設定項目
ジョブチケットエディタには、8つの主要な設定項目があります。各設定
項目、サブメニュー、表示項目は以下のとおりです。

2
ご注意

各プリント機能の詳細は、MFPのユーザーズガイドをご覧ください。
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ジョブ設定
［ジョブ設定］には、以下5つのサブメニューがあります。

1. ジョブ情報

受信元

Printgroove POD Queue に送信されたプリントジョブの送信元
として、［Printgroove POD Ready］、［Queue］または
［Driver］、［JT Man］、［その他］のいずれかが表示されます。表
示された内容を変更することはできません。

優先度

ドロップダウンメニューから通常、またはラッシュプリントのいず
れかを選択します。初期設定では、すべてのジョブが［通常］で
Printgroove POD Queue に送信されます。ジョブが遅延してい
る場合（ジョブの納期、または納期を超過している場合）は、自動
的にその行が赤くなります。遅延ジョブの優先度を［ラッシュプリ
ント］に変更する場合は、手動で変更する必要があります。

送信時刻

プリントジョブのPrintgroove POD Queue に送信された時間が
表示されます。時間は以下のように表示されます。
年 / 月 / 日、時：分：秒
送信時間を変更することはできません。

納期
プリントジョブの納期が以下のように表示されます。
年 / 月 / 日、時：分：秒
納期は変更することができます。

完了時間

プリントジョブが、完了ジョブパネルに登録された時間が表示され
ます。時間は以下のように表示されます。
年 / 月 / 日、時：分：秒
完了時間を変更することはできません。
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ジョブタイプ

［プリント］、［コピー］、［ボックスジョブ］、［確認プリント］の 4
種類のジョブが表示されます。 
• ［プリント］： PDFファイルが添付された通常のプリン

トジョブです。出力方法として「一時停
止」を選択した場合も、［プリント］と表
示されます。

• ［コピー］： PDFファイルが添付されていない
Printgroove POD Queue ジョブは、
［コピー］と表示されます。

• ［ボックスジョブ］： 出力方法として［ボックス保存］、または
［ボックス保存&印刷］を選択した場合、
［ボックスジョブ］と表示されます。

• ［確認プリント］： 出力方法として［確認プリント］を選択
した場合、［確認プリント］と表示されま
す。

設定の詳細は、「6. 出力方法」（p. 5-24）をご覧ください。

ジョブ作成者 ジョブ作成者の名前を入力します。

バナーページ設定

バナーページ設定には、［POD Queue サーバー既定値］、［オフ］
および［オン］の 3つのラジオボタンが表示されます。
• ［POD Queue サーバー既定値］
通常に処理されるPrintgroove POD Queue ジョブの初期設定で
す（Queue で生成されたジョブ、他のPrintgroove PODモ
ジュールのジョブのいずれの場合も該当します）。この項目を選択
すると、Queueで指定したバナーページ設定をジョブに適用しま
す。設定の詳細は、「バナーページオプション」（p. 3-41）をご覧
ください。
• ［オフ］この項目を選択すると、ジョブのバナーページは出力さ
れません。この設定は、Queueで設定したバナーページ設定を
上書きします。設定の詳細は、「バナーページオプション」
（p. 3-41）をご覧ください。

• ［オン］この項目を選択すると、ジョブのバナーページが出力さ
れます。この設定は、Queue で設定したバナーページ設定を上
書きします。設定の詳細は、「バナーページオプション」
（p. 3-41）をご覧ください。

バナーページ設定が他のPrintgroove PODモジュールで指定さ
れている場合、Queueはその値を取得して適用します。Queue
のオペレーターは元の値と異なる選択をして、設定を変更すること
ができます。

指定のデバイス

編集可能なテキストフィールドで、初期設定は［値なし］です。こ
の設定は変更することができます。プリンタの IP アドレス、プリ
ンタ名、またはクラスタ名を入力できます。値を選択せずにジョブ
を処理すると、ジョブの処理後にプリンタの IP アドレス / 名前ま
たはクラスタ名がこのフィールドに表示されます、ジョブが
ホットフォルダを使用して処理され、［指定のデバイス］の値が
ホットフォルダで指定されている場合、その値がここに表示されま
す。
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2. ジョブチケット詳細

文書印刷
ジョブチケットに添付されたPDFファイルのファイル名が表示さ
れます。表示されたPDFファイルに、すべてのジョブチケット設
定が適用されます。

アップロード

このボタンを使用して、コピージョブへのPDFファイルの追加、
またはジョブチケットに添付されたPDFファイルの新しいPDF
ファイルへの置き換えができます。［アップロード］をクリックし、
PDFファイルに移動して、プリントジョブに添付します。最大で
2 GBまでの PDFファイルをサポートしています。ファイルを置
き換えると、置き換え前のファイルは利用できなくなります。置き
換え前に［ダウンロード］ボタンを使用して、現在のPDFファイ
ルをローカルに保存します。

添付PDFファイル

プリントジョブに複数のPDFファイルが添付されている場合は、
このドロップダウンメニューに表示されます。このメニューから、
ジョブチケットに添付するファイルを選択します。選択したファイ
ルの名前は［文書印刷］表示フィールドに表示されます。プリント
ジョブは、ジョブチケット設定をこのPDFファイルに適用しま
す。Queue を使用して添付できるPDFファイルは 1つです。

すべての添付ファイル

プリントジョブに 2つ以上のファイルが添付されている場合は、
ドロップダウンメニューにすべてのファイル名が表示されます。ド
ロップダウンメニューには、PDFファイルだけでなく、異なる
フォーマット形式のファイル、またはPDFファイルと他の形式の
ファイルの組み合わせが表示されます。 
Printgroove POD Queue 5-11



Printgroove POD Queue ツール 5
ダウンロード

このボタンはプリントジョブに複数のファイルが添付されている場
合にアクティブになります。Printgroove POD Queue はジョブ
チケットごとに、1つの PDFファイルのみを印刷します。そのた
め、複数の添付ファイルがある場合は、必要に応じてファイルを
ローカルにダウンロードし、Printgroove POD Driver を使用し
て各ファイルを新たなプリントジョブとして再印刷します。この場
合は、［すべての添付ファイル］のドロップダウンメニューから
ファイルを選択し、［ダウンロード］をクリックします。表示され
る［名前を付けて保存］画面で保存場所を指定して［保存］をク
リックすると選択したファイルが保存されます。保存されたファイ
ルを確認する場合は、保存場所からファイルを開きます。このボタ
ンはプリントジョブに複数の添付ファイルがある場合に使用可能で
す。ダウンロードしたファイルを読み込むには、対応するアプリ
ケーションが必要です。

カラーページの解析

カラーページの解析には、［POD Queue サーバー既定値］、［オ
フ］、［オン］の 3つのラジオボタンがあります。オンを選択した
場合、カラーページの解析はジョブチケットに添付されたPDF
ファイルに対し実行されます。Queue は、カラーページと白黒の
ページを識別します。オフを選択した場合、カラーページの解析は
実行されません。この場合、ジョブのすべてのページが白黒である
と見なされます。［POD Queue サーバーの既定値］を選択した場
合、［設定］→［操作設定］→［カラーページの解析］で指定した
値がジョブに適用されます。初期設定はオンです。ジョブチケット
レベルで設定されている場合、［設定］→［操作設定］→［カラー
ページの解析］で、この値は上書きされます。［ホットフォルダエ
ディタ］→［ジョブ設定］→［ジョブチケット詳細］で設定した値
は、ここに入力される値を上書きします。

カラーモード

［カラーモード］の設定を使用して、ドキュメント自体の色設定に
関わらず、選択した色設定でジョブを印刷できます。
例：［白黒］を選択した場合、すべてのカラーページを白黒で印刷
することができます。［白黒］、［カラー］または［混合］の 3つの
ラジオボタンが選択できます。
初期設定値は［白黒］です。この値は、［画像品質設定］→［スク
リーニング］でも変更できます。混合のジョブは、カラークラスタ
に送信されます。

高彩度カラー

一部のプリンタでは、より高度なカラーマネージメント設定が行え
ます。より高度なカラーマネージメント設定に対応したプリンタに
のみ送信可能な制約のあるカラー印刷ジョブを実行する場合、［高
彩度カラー］チェックボックスをオンにします。
［カラーモード］が［白黒］の場合、［高彩度カラー］チェックボッ
クスはグレーアウト表示となり、選択できません。［カラーモード］
が［混合］で、［高彩度カラー］チェックボックスがオンの場合は、
正しく印刷するために、高彩度カラー印刷対応のカラークラスタに
ジョブを送信します。［カラーモード］が［混合］で、［高彩度カ
ラー］チェックボックスがオフの場合は、正しく印刷するために、
ジョブはカラークラスタに送信します。詳細は、「クラスタを新規
に作成する」（p. 5-73）をご覧ください。
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3. 部門管理

この機能を使用して、プリントジョブの部門管理を有効にします。バー
チャルキューまたは部門管理が有効なプリンタにジョブをドラッグすると、
それらの設定は無視され、ジョブチケットレベルの設定が適用されます。 

［他の部門管理設定を無視］チェックボックスが選択されている場合

バーチャルキュー設定または部門管理設定は、ジョブに適用されません。
Printgroove POD Queueは正常に処理されます。

他の部門管理設定を無視

チェックボックス。初期設定では、このオプションは選択されてい
ません。このオプションを選択した場合はジョブが処理されると、
バーチャルキューエディタまたはプリンタモニタで設定された部門
管理の設定が無視されます。

有効

チェックボックス。初期設定では、このオプションは選択されてい
ません。選択すると、部門名およびパスワードフィールドが有効に
なります。これらのフィールドに部門管理の設定を入力します。パ
スワードが必要です。プリンタが部門管理をサポートする場合、
ジョブは追跡されます。

部門名
テキストボックス。有効を選択した場合、パスワードのみの部門管
理に対応したプリンタでサポートされます。フィールドに値を入力
する、または空欄のままにします。

パスワード テキストボックス。有効を選択した場合は、パスワードを入力しま
す。
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［有効］が選択されている場合、または［他の部門管理設定を無視］と［有
効］の両方が選択されている場合 ..

ジョブをプリンタまたはバーチャルキューにドラッグ＆ドロップします。
プリンタ、バーチャルキュー、またはバーチャルキューに割り当てられた
プリンタのいずれかで部門管理設定が有効な場合は、ジョブチケットエ
ディタで入力された値に上書きされます。

Queueは、プリンタが部門管理設定をサポートするかどうかを確認しま
す。［はい］の場合、Queueは次のオプションに進みます。［いいえ］の
場合、非対応の機能であることを検出を通知するメッセージが生成され、
プリンタが部門管理をサポートしないことをユーザーに知らせます。メッ
セージを無視しても、部門管理は適用されません。

部門管理がサポートされる場合、またジョブチケットエディタの［パス
ワード］フィールドが空欄の場合、パスワードフィールドへの値の入力を
促すポップアップ画面が表示されます。

ジョブチケットを開きパスワードを入力する、または［無効］オプション
を選択して続行します。

部門管理がサポートされる場合、また［パスワード］フィールドに値が入
力されている場合、Queueはジョブをプリンタに送信します。

認証されると、ジョブは指定された部門名に変更されます。部門名に該当
する部門がなく、エンジン設定により認証されていない名前が許可される
場合、または部門名フィールドが空欄の場合は、部門名を「Public」とし
てジョブをプリントすることができます。

エンジン設定により認証されていない部門名が許可されない場合は、コン
トローラーによりジョブがキャンセルされ印刷されません。この場合、
ジョブチケットを再送信する必要があります。両方のフィールドに有効な
値を入力する、または［無効］オプションを選択して新規ジョブとして処
理します。
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4. ジョブ詳細

5. 注記

ジョブ詳細

固定された表示。ジョブがサードパーティ製アプリケーションから
Queueに送信される場合は、Queueで編集できない追加のジョ
ブ詳細が含まれている可能性があります。通常、これらのフィール
ドはプリントショップのオペレーターが、ショップの関連情報（ア
カウント ID、第 2の連絡先など）をジョブチケットに追加するた
めに使用されます。この情報は読み取り専用で、Queueで編集す
ることはできません。
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2
ご注意

［注記］には、追加入力のみが可能で、表示された内容を削除すること
はできません。

注記

［注記］には、プリントジョブへのすべての指示（外部注記 / 内部
注記）が表示されます。外部注記は、カスタマーユーザーによる指
示です。内部注記は、プリントショップユーザーによる指示で、カ
スタマーユーザーには公開されません。

追加

［注記］を追加するには、［追加］をクリックします。［注記追加］
画面が表示されます。テキストフィールドにメモを入力し、［保存］
をクリックします。入力内容とともに、ユーザー名と追加日時が保
存されます。変更を保存せずに終了する場合は、［キャンセル］を
クリックします。
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基本設定
［基本設定］には6つのサブメニューがあります。

1. 部数

部数は、ドロップダウンメニューに表示されます。表示されている部数を
1から 9,999 までの間で変更することができます。初期設定は、「1」で
す。

2. 印刷範囲

初期設定では［すべての範囲］のラジオボタンが選択されています。選択
を変更することもできます。

［ページ］ラジオボタンが選択されている場合は、印刷するページ範囲を
［開始］フィールドと［終了］フィールドに入力します。

［開始］は1～ 9999 です。

［終了］は、［開始］以上にします。

印刷範囲が選択されたジョブがプリンタに送信されると、Queueは PDF
ファイルのページ数と照合し範囲の値を確認します。指定された範囲が
PDFファイルの制限を超える場合は、修正が必要な禁則として表示され、
値が修正されるまでジョブを処理できません。

ジョブを印刷し完了ジョブパネルに移動しても、印刷範囲は設定状態を維
持します。ジョブの再印刷では、ジョブチケットエディタで変更しない限
り、維持された［印刷範囲］が適用されます。
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［印刷範囲］を指定した後でジョブチケット表示を使用してジョブを開く
と、［白黒ページ数］と［カラーページ数］にジョブの元のPDFの値が適
用され、［印刷範囲］が変更されません。

無効な［印刷範囲］を入力すると、ジョブ状態は「PDF範囲エラー」にな
ります。値が修正されるまで、ジョブを処理できません。

3. ソート

初期設定ではチェックボックスが「オン」で、［ソート］が設定されていま
す。選択に応じて、ソート設定を表すアイコンが切り替わります。選択を
変更することもできます。

4. 仕分け

［仕分け］を行う場合は、チェックボックスを［オン］にします。設定に応
じて、仕分け設定を表すアイコンが切り替わります。選択を変更すること
もできます。

［仕分け］を選択した場合、［仕分け設定］ボタンがアクティブになります。
このボタンをクリックすると、［部数ごとに仕分け］と［枚数ごとに仕分
け］チェックボックスが表示されます。

［部数ごとに仕分け］：部数ごとに仕分ける場合の部数を設定します（1～
9999）。

［枚数ごとに仕分け］：枚数ごとに仕分ける場合の枚数を設定します（1～
65535）。
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また、両方とも設定すると、枚数ごとに仕分けして、さらに部の区切りで
も仕分けします。ただし、両方とも設定する場合は、次の範囲で設定して
ください。

両方の値を1に設定します。

また、どちらか一方の値を1に設定した場合は、もう 1つの値を 2または
それ以上（範囲の限界）に設定することもできます。

これら以外の値を設定すると、サポートされている範囲の値に変更するよ
う促すポップアップ画面が表示されます。

5. 紙設定
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用紙名と用紙名選択の使用

［用紙名］の［用紙名選択］ボタンは、用紙カタログ参照テーブルへのアク
セスに使用されます。詳細は、「用紙カタログ参照テーブル」（p. 3-46）を
ご覧ください。この表は不定形サイズの値を作成、保存するために使用さ
れます。作成された値は、GUI に表示された［用紙名］ドロップダウンリ
ストから選択できます。 

保存された値を表示し、ジョブに適用する値を選択するには、次の手順に
従います。

1 ［用紙名選択］をクリックします。用紙カタログ参照用とフィルタが
表示されます。

2 ［プリンタトレイ情報］セクションには［プリンタを選択］ドロップ
ダウンリストがあります。用紙カタログ機能をサポートするすべての
アクティブなプリンタは、このドロップダウンリストから選択できま
す。初期設定では、最初の使用可能なプリンタが選択されています。
用紙カタログ機能をサポートする有効なプリンタがない場合、ドロッ
プダウンリストは空欄になります。使用可能な値が選択されている場
合、用紙カタログの値を割り当てられた用紙が表に表示されます。

用紙名
ドロップダウンリストで選択します。ドロップダウンリストには
［値なし］（初期設定）またはユーザーが選択する値が表示されま
す。

用紙名選択 このボタンをクリックすると、用紙カタログ参照用フィルタが表示
されます
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3 値を選択するには、［フィルタ］セクションを使用します。表には、

フィルタの指定に一致するすべての項目が表示されます。

4 用紙カタログ参照テーブルで希望の項目を確認し選択します。 

5 ［OK］をクリックします。用紙カタログ参照用フィルタが閉じ、選択
した項目が［用紙名称］フィールドに表示されます。他のすべての対
応する値も、選択に一致させるために、基本設定画面で変更されま
す。つまり、［出力サイズ］、［用紙種類］、［用紙幅］、［紙色］の値は、
選択した［用紙名称］に割り当てられた値に変更されます。

出力サイズ

初期設定では、用紙サイズの値は、PDFファイルから読み込まれ
ます。表示される設定は、Printgroove POD Queue のインス
トール時に選択した言語に依存します。英語の場合、値はインチ単
位で表示され、他の言語の場合はミリメートル単位で表示されま
す。受信ボックスパネルは、これを文書サイズとして表示します。
この設定を変更しない場合、「値なし」がこのフィールドに表示さ
れます。これは、文書の元のサイズの値を変更しないことを意味し
ます。この値を変更する場合、または新規ジョブを作成する場合
は、すべての使用可能な項目をドロップダウンメニューから選択で
きます。
文書サイズと異なる出力サイズを選択した場合、ドキュメントは拡
大・縮小されません。印刷時に文書は、選択した出力サイズの中央
に印刷されますが、文書自体のサイズは変更されません。
Printgroove POD Queue が受信したプリントジョブに添付され
たPDFファイルに複数の出力サイズが選択されている場合、
Queueは出力サイズも「値なし」に変更します。これによって
Queueは正しい情報をプリンタに送信し、複数のサイズの印刷を
サポートすることができます。
このような場合に、「値なし」をドロップダウンメニューから特定
の値に変更すると、複数のサイズは無視され、選択した出力サイズ
で全ページが印刷されます。これらのページは中央に印刷されます
が、文書自体のサイズは新しい用紙サイズに応じて調整されること
はありません。

不定形サイズ

［出力サイズ］のドロップダウンメニューには、［不定形サイズ］と
［不定形サイズ ...］があります。［不定形サイズ ...］を選択すると、
ドロップダウンメニューには表示されていない用紙サイズを設定す
ることができます。1つの不定形サイズを入力できます。サイズが
設定されていない［不定形サイズ ...］を選択した場合、不定形サ
イズ画面が表示されます。この場合、不定形サイズの幅と長さを入
力して［保存］をクリックします。一度この設定をすると、指定し
たサイズとして不定形サイズが設定されます。
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以下の手順で不定形用紙サイズを入力することができます：

1 ［出力サイズ］のドロップダウンメニューから、［不定形サイズ ...］
を選択します。不定形サイズ設定画面が表示されます。 

‒ サイズが設定されていない［不定形サイズ］を選択した場合、不
定形サイズ画面が表示されます。この場合、以下の手順を行いま
す。

2 ［mm］または［inch］を選択し、［幅］と［長さ］を指定します。
［長さ］は「幅］より長く設定する必要があります。この規定に従わ
なかった場合は、ポップアップ画面が表示されます。

3 ［保存］をクリックします。設定内容が保存されます。 

4 ［出力サイズ］ドロップダウンメニューから［不定形サイズ］を選択
すると、ジョブチケットに保存した不定形サイズが適用されます。

用紙種類
プリントジョブに設定された［用紙種類］がドロップダウンメ
ニューに表示されます。すべての使用可能な項目をドロップダウン
メニューから選択できます。選択を変更することもできます。

給紙トレイ ドロップダウンメニューの一覧に、使用可能なトレイが表示されま
す。初期設定は［自動］です。選択を変更することもできます。

坪量

［坪量］を識別する方法はプリンタによって異なります。この
フィールドは、ほとんどのプリンタで識別できる値に柔軟に対応し
ます。初期設定は［値なし］です。数値が指定されている場合は、
このフィールドに表示されます。許容される範囲は、40～
350 g/m2 です。以下の手順で値を指定することができます。
1. ドロップダウンメニューから［値を入れてください］を選択し

ます。［値を入力してください］ポップアップ画面が表示され
ます。

2. ［坪量］ラジオボタンを選択します。
3. 数値を指定します。
4. ［保存］をクリックします。［値を入力してください］ポップ

アップが閉じ、［坪量］フィールドに数値が表示されます。
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［紙色］に［ユーザー定義色］の値を入力するには以下の手順を行います。

1 ［紙色］のドロップダウンメニューから、［ユーザー定義色］を選択し
ます。［ユーザー定義色設定］画面が表示されます。 

‒ 紙色の値は、半角英数字20文字に制限されます。2バイトの文
字はサポートされていません。

‒ Queueで紙色の値を入力する場合、次の文字列を使用できます。
「(」「“」「[」「]」「@」「_」「-」「“」「)」「.」

2 ［紙色］フィールドに［ユーザー定義色］の値を入力します。

3 ［OK］をクリックして値を保存、または［キャンセル］をクリックし
て値を保存せずに画面を閉じます。ポップアップ画面が閉じ、［ジョ
ブチケットエディタ］→［基本設定］→［紙設定］画面が表示された
ままになります。 

4 ［保存］をクリックして［ユーザー定義色］の値を保存し、値をジョ
ブチケットに適用します。検索を終了する場合は、［キャンセル］を
クリックします。 グローバル検索画面が閉じます。ユーザー定義の紙
色の変更は適用されません。

紙色
プリントジョブに設定された［紙色］がドロップダウンメニューに
表示されます。すべての使用可能な項目をドロップダウンメニュー
から選択できます。選択を変更することもできます。

ユーザー定義色

ユーザーが独自の紙色を作成する場合は、［紙色］→［ユーザ定義色］
を選択し値を設定します。値を設定すると、このフィールドは表示さ
れ、ユーザー定義色が表示されます。このフィールドは読み取り専用
です。

穴あき紙

ジョブに［穴あき紙］が選択されている場合は、ドロップダウンメ
ニューに［オン］が表示されます。穴あき用紙が必要ない場合は、
ドロップダウンメニューに［オフ］が表示されます。選択を変更す
ることもできます。
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5 ［保存］を選択すると、［紙色］の下に新しいフィールドが表示されま

す。この新しいフィールドが［ユーザー定義色］で、上記手順で入力
された値を含みます。 

‒ ［ユーザー定義色］は、ジョブチケットごとに設定されます。各
ジョブチケットは、指定した［ユーザー定義色］の値を 1つ持つ
ことができます。たとえば、20の異なるジョブがある場合、20
の異なる［ユーザー定義色］の値（ジョブにつき 1つ）を設定で
きます。ただし、この値は一括してグローバルに保存されず、1
つのジョブについてのみ1つの値として表示されます。

‒ ［ユーザー定義色］の値は、Direct Queueモードでは上書きさ
れず、Ready でも編集ができません。

‒ ［ユーザー定義色］をサポートしないプリンタもあります。その場
合は、禁則メッセージが表示されます。

6. 出力方法

5 つの［出力方法］をラジオボタンで選択することができます。出力方法
の内容は、以下のとおりです。

プリント ［出力方法］の初期設定です。通常の印刷の際に選択します。

ボックス保存

プリントジョブをプリンタのハードディスクに保存する場合に選択し
ます。保存されたジョブはプリンタジョブパネルに「ボックスジョブ」
として表示されます。ボックスジョブはプリンタジョブパネルから、
再印刷が可能です。
ただし、バナーページは出力されません。
［ボックス保存］を選択すると、以下の項目が設定可能となります。
• ボックス番号：9桁以内の数値を入力します。この値には、数字の
みを使用できます。

• 文書名：プリントジョブに添付されたPDFファイルが表示されま
す。この項目を変更することはできません。

メモ）
• Fiery コントローラーの場合は、プリントジョブは待機キューに送
信されます。

• ボックスジョブは、印刷後もプリンタジョブパネルに残ります。
ジョブを完了させるためには、ジョブを選択し、右クリックメ
ニューから［ジョブを完了します］を選択します。
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レイアウト設定
［レイアウト設定］にはサブメニューがありません。2つの設定項目があり
ます。

ボックス保存&印刷

プリントジョブをプリンタのハードディスクに保存する場合、［ボッ
クス保存］のほかに、［ボックス保存&印刷］を選択することがで
きます。［ボックス保存&印刷］は［ボックス保存］と異なり、印
刷後にジョブを保存します。［ボックス保存］と同様の項目を設定し
ます。
メモ）
サードパーティ製コントローラーでは、［ボックス保存 & 印刷］は
サポートされません。

一時停止

ジョブを印刷する前に、プリンタを一時停止させる場合は［一時停
止］を選択します。大量部数ジョブの印刷ミスを防ぐのに役立ちま
す。［一時停止］を選択すると、バナーページが印刷された後、ジョ
ブが一時停止します。プリンタの操作パネルでジョブの出力を許可
すると、プリントジョブは処理されます。

確認プリント

大量部数ジョブのミスプリントを防ぐ場合に選択します。［確認プリ
ント］を選択してジョブをプリンタへ送信すると、確認用に複製
ジョブ 1部が出力され、元ジョブは受信ボックスパネルに残ります。
ジョブチケット番号の先頭に「ProofPrint」が追加され、これが確
認プリントであることを示します。元のジョブチケットは受信ボッ
クスに残り、必要な部数を必要な数のプリンタで印刷できます。大
量部数を印刷する準備ができたら、出力方法を［プリント］に変更
する必要があります。これで、正常にジョブを処理できるようにな
ります。

1枚集約

［1枚集約］チェックボックスをオンにすると、ドロップダウンメ
ニューに使用可能な設定項目が表示されます。選択を変更すること
もできます。すべての使用可能な項目をドロップダウンメニューか
ら選択できます。

印刷種類

プリントジョブに設定された［印刷種類］が表示されます。ドロッ
プダウンメニューには、使用可能な印刷タイプ（［片面］、［両面］、
［無線とじ］、［小冊子］）が表示されます。初期設定は［片面］で
す。選択を変更することもできます。
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表紙設定
［表紙設定］には3つのサブメニューがあります。

1-2. オモテ表紙、ウラ表紙

［オモテ表紙］と［ウラ表紙］の印刷設定は同じ方法です。

オモテ表紙 /ウラ表紙 チェックボックスをオンにすると、この項目が設定できます。［白
紙］または［印刷］を選択します。

用紙名
初期設定は［値なし］です。ドロップダウンリストから値を選択で
きます。詳細は、「用紙名と用紙名選択の使用」（p. 5-20）をご覧
ください。

用紙名選択

このボタンをクリックすると、用紙カタログ参照用フィルタが表示
されます。
このオプションの使用の詳細は、「用紙名と用紙名選択の使用」
（p. 5-20）をご覧ください。

給紙トレイ
ドロップダウンメニューの一覧に、使用可能なトレイが表示されま
す。初期設定は、［トレイ 1］です。選択を変更することもできま
す。

出力サイズ
ドロップダウンメニューの一覧に、使用可能な出力サイズが表示さ
れます。初期設定は［値なし］です。選択を変更することもできま
す。

用紙種類

プリントジョブに設定された用紙種類がドロップダウンメニューに
表示されます。初期設定は［値なし］です。すべての使用可能な項
目をドロップダウンメニューから選択できます。選択を変更するこ
ともできます。

紙色

プリントジョブに設定された紙色がドロップダウンメニューに表示
されます。初期設定は［値なし］です。すべての使用可能な項目を
ドロップダウンメニューから選択できます。選択を変更することも
できます。［ユーザー定義色］オプションの詳細は、「5. 紙設定」
（p. 5-19）の［紙色］の詳細をご覧ください。
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3. PI カバー

坪量

［坪量］を識別する方法はプリンタによって異なります。この
フィールドは、ほとんどのプリンタで識別できる値に柔軟に対応し
ます。初期設定は［値なし］です。数値が指定されている場合は、
このフィールドに表示されます。許容される範囲は、40～
350 g/m2 です。以下の手順で値を指定することができます。
1. ドロップダウンメニューから［値を入れてください］を選択し

ます。［値を入力してください］ポップアップ画面が表示され
ます。

2. ［坪量］ラジオボタンを選択します。
3. 数値を指定します。
4. ［保存］をクリックします。［値を入力してください］ポップ

アップが閉じ、［坪量］フィールドに数値が表示されます。

表カバー

チェックボックスをオンにすると、この項目が設定できます。［表
カバー］ドロップダウンメニューにPI トレイが表示され、［枚数］
に表カバーとして挿入する用紙の枚数が表示されます。数値 1～
500を枚数のフィールドに入力できます。

裏カバー

チェックボックスをオンにすると、この項目が設定できます。［裏
カバー］ドロップダウンメニューにPI トレイが表示され、［枚数］
に裏カバーとして挿入する用紙の枚数が表示されます。数値 1～
500を枚数のフィールドに入力できます。
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仕上げ設定
［仕上げ設定］には4つのサブメニューがあります。

1. 用紙

とじ位置
ジョブのとじ位置がドロップダウンメニューに表示されます。初期
設定は［自動］です。選択を変更することもできます。すべての使
用可能な項目をドロップダウンメニューから選択できます。

中とじ チェックボックスをオンにすると、この項目が設定できます。設定
を行わない場合は、チェックを外します。

断裁 チェックボックスをオンにすると、この項目が設定できます。設定
を行わない場合は、チェックを外します。

ステープル

チェックボックスをオンにすると、この項目が設定できます。プリ
ントジョブに設定されたステープル設定がドロップダウンメニュー
に表示されます。選択を変更することもできます。すべての使用可
能な項目をドロップダウンメニューから選択できます。ステープル
の数はとじ位置の設定によって異なります。

パンチ穴

チェックボックスをオンにすると、この項目が設定できます。プリ
ントジョブに設定されたパンチ設定がドロップダウンメニューに表
示されます。選択を変更することもできます。すべての使用可能な
項目をドロップダウンメニューから選択できます。

折り

チェックボックスをオンにすると、この項目が設定できます。プリ
ントジョブに設定された折り設定がドロップダウンメニューに表示
されます。選択を変更することもできます。すべての使用可能な項
目をドロップダウンメニューから選択できます。値が選択されてい
ない場合、初期設定はオフです。
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2. くるみ製本

［くるみ製本］チェックボックスが選択されている場合は、各設定が行えま
す。チェックが外れている場合は、各設定ができません。設定を行わない
場合は、チェックを外します。

くるみ製本ユニットは特定のプリンタ以外は装着できません。この機能は
印刷種類と同じように、モード設定とウラ表紙の設定によって制限があり
ます。最小ページ数と最大ページ数も制限があります。Printgroove 
POD Queue はこれらのチェックを行い、制限を受ける場合はメッセージ
を表示します。くるみ製本のユニットに関する詳細は、プリンタのユー
ザーズガイドをご覧ください。
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3. リングバインド

モード設定

表紙印刷モード

プリントジョブに設定された表紙印刷モードが
ドロップダウンメニューに表示されます。選択
を変更することもできます。すべての使用可能
な項目をドロップダウンメニューから選択でき
ます。

表紙トレイ

プリントジョブに設定された表紙トレイがド
ロップダウンメニューに表示されます。選択を
変更することもできます。すべての使用可能な
項目をドロップダウンメニューから選択できま
す。

表紙両面
チェックボックスをオンにすると、この項目が
設定できます。設定を行わない場合は、チェッ
クを外します。

表紙サイズ

幅（139 - 307 mm）と長さ（279 - 472 mm）
の 2つのドロップダウンメニューがあります。
対応する範囲が各ドロップダウン横の括弧に表
示されます。

表紙用紙坪量

［坪量］を識別する方法はプリンタによって異な
ります。このフィールドは、ほとんどのプリン
タで識別できる値に柔軟に対応します。初期設
定は［値なし］です。数値が指定されている場
合は、このフィールドに表示されます。許容さ
れる範囲は、40～ 350 g/m2 です。以下の手順
で値を指定することができます。
1. ドロップダウンメニューから［値を入れて

ください］を選択します。［値を入力してく
ださい］ポップアップ画面が表示されます。

2. ［坪量］ラジオボタンを選択します。
3. 数値を指定します。
4. ［保存］をクリックします。［値を入力して

ください］ポップアップが閉じ、［表紙用紙
坪量］フィールドに数値が表示されます。

ウラ表紙設定 背表紙幅

［背表紙幅］は［表紙画像 2 in 1］または［表紙
画像 3 in 1］が選択されている場合に設定できま
す。背表紙幅は、10～ 300 mmの範囲で設定
できます。

リングバインド チェックボックスをオンにすると、この項目が設定できます。設定
を行わない場合は、チェックを外します。
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4. 排紙設定

オモテ表紙印刷面
リングバインドのチェックボックスが選択されている場合に設定さ
れます。［内印刷］、［外印刷］の 2つのラジオボタンがあります。
初期設定は［外印刷］です。

ウラ表紙印刷面
リングバインドのチェックボックスが選択されている場合に設定さ
れます。［内印刷］、［外印刷］の 2つのラジオボタンがあります。
初期設定は［内印刷］です。

排紙モード

プリントジョブに設定された排紙モードがドロップダウンメニュー
に表示されます。初期設定は［フェイスダウン（正順）］です。選
択を変更することもできます。すべての使用可能な項目をドロップ
ダウンメニューから選択できます。

排紙トレイ

プリントジョブに設定された排紙トレイがドロップダウンメニュー
に表示されます。初期設定は［自動］です。選択を変更することも
できます。すべての使用可能な項目をドロップダウンメニューから
選択できます。

上積み許可

インストールされている大容量スタッカを使用して排紙する場合
は、チェックボックスをオンにします。大容量スタッカに別のプリ
ントジョブが残っている状態でも、大容量スタッカに排紙すること
ができます。チェックボックスをオンにすると、この項目が設定で
きます。設定を行わない場合は、チェックを外します。

分割仕上げ

チェックボックスをオンにすると、指定枚数ごとにステープルを設
定できます。10ページあるジョブを 5ページごとにまとめてス
テープルする場合には、［分割仕上げ］のチェックボックスを選択
し、［セクション毎のページ数］に「5」と入力します。この場合、
1～ 5ページ、6～ 10ページがそれぞれまとめてステープルされ
ます。チェックボックスをオンにすると、この項目が設定できま
す。［セクション毎のページ数］には、「1」～「9,999」までの数
値を指定します。設定を行わない場合は、チェックを外します。
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ページ単位設定
［ページ単位設定］には3つのサブメニューがあります。 

1. 章分け

2. ページ単位設定

章分け

チェックボックスをオンにすると、この項目が設定できます。両面
印刷や小冊子印刷の際、オモテ面に印刷したいページがある場合、
そのページを指定します。複数のページ番号を指定する場合は、
ページ番号をカンマで区切ります（1,2,3,4）。連続した複数のペー
ジ番号を指定する場合はハイフンで範囲を指定します（1-5, 6-9）。
設定を行わない場合は、チェックを外します。

ページ単位設定

チェックボックスをオンにすると、この項目が設定できます。設定
された［ページ単位設定］はメインテーブルに保存されます。［上
へ］、［下へ］をクリックすると、リスト表示内の順位を移動できま
す。設定を追加、変更、削除するには、［追加］、［編集］、［削除］
をクリックします。
Printgroove POD Queue 5-32



Printgroove POD Queue ツール 5

ページ単位設定の詳細画面が表示されます。 

ページ番号

設定を適用するページを指定します。両面印刷や小冊子印刷の際、
オモテ面に印刷したいページがある場合、そのページを指定しま
す。複数のページ番号を指定する場合は、ページ番号をカンマで区
切ります（1,2,3,4）。連続した複数のページ番号を指定する場合は
ハイフンで範囲を指定します（1-5, 6-9）。このフィールドの最大
入力文字数は 20文字です。これには、カンマとハイフンが含まれ
ます。

印刷種類

ドロップダウンメニューには、［本文と同じ］、［白紙挿入］、［1
ページ目の前に白紙挿入］、［片面印刷］、［両面印刷］の 5つの項
目があります。初期設定は［本文と同じ］です。いずれかの挿入オ
プションが選択されていると、［ページ単位設定］フィールドが追
加されます。1～ 500 の空白のページを追加できます。設定は変
更することができます。

給紙トレイ ドロップダウンリストからトレイを選択します。初期設定は［本文
と同じ］です。設定は変更することができます。

用紙名
初期設定は［値なし］です。ドロップダウンリストから値を選択で
きます。詳細は、「用紙名と用紙名選択の使用」（p. 5-20）をご覧
ください。

用紙名選択

このボタンをクリックすると、用紙カタログ参照用フィルタが表示
されます。
このオプションの使用の詳細は、「用紙名と用紙名選択の使用」
（p. 5-20）をご覧ください。

ステープル ドロップダウンリストから設定を選択します。初期設定は［本文と
同じ］です。設定は変更することができます。

ステープル終了
指定した範囲のページをステープルする場合、その範囲を［ページ
番号］フィールドと選択したチェックボックスで指定する必要があ
ります。
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パンチ穴

ドロップダウンリストから設定を選択します。初期設定は［本文と
同じ］です。設定は変更することができます。［オン］を選択した
場合、［ページ単位パンチ穴設定］ドロップダウンメニューから、
パンチ穴の数を指定します。このメニューは、［ページ単位設定］
チェックボックスの右側にあります。［オフ］を選択している場合、
設定は保存されません。必要に応じて設定を変更します。

メモ）［本文と同じ］は、ジョブチケットの設定と同じ設定を意味
します。ジョブチケットでステープルを設定していた場合、［ペー
ジ毎設定］で［本文と同じ］を選択すると、ジョブチケットのス
テープル設定に従って、指定した範囲がステープルされます。

文書サイズ、とじ位置 現在、これらの項目は設定されていません。

用紙種類 ドロップダウンリストから設定を選択します。初期設定は［値な
し］です。設定は変更することができます。

坪量
ドロップダウンメニューから［値を入れてください］を選択して、
坪量を入力します。40～ 350 g/m2 の範囲で坪量を入力します。
初期設定は［値なし］です。

紙色

ドロップダウンリストから設定を選択します。初期設定は［値な
し］です。設定は変更することができます。［ユーザー定義色］オ
プションの詳細は、「5. 紙設定」（p. 5-19）の［紙色］の詳細をご
覧ください。

穴あき紙の使用 ドロップダウンリストから設定を選択します。初期設定は、［オフ］
です。設定は変更することができます。

タブ種類

ジョブに適用するタブの種類を選択します。初期設定は、［なし］
です。以下のオプションが使用できます。［タブ 1］、［タブ 2］、
［タブ 3］、［タブ 4］、［タブ 5］、［タブ 6］、［タブ 7］、［タブ 8］、
［タブ 9］、［タブ 10］、［タブ 11］、［タブ 12］、［タブ 13］、［タブ
14］、［タブ 15］。タブ印刷の詳細は、付録Aをご覧ください。
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3. カラーページ

PDFファイルがQueueに送信されると、Queueは PDFファイルから
カラーデータを読み込みます。この機能は、PDFデータを上書きし、PDF
ドキュメント内の任意のページにカラー値を割り当てることができます。 

保存をクリックすると、Queueは PDFファイルの元のカラーメタデータ
を無視して、入力された値を適用します。入力された値は、ジョブがカ
ラークラスタに送信されるときに使用されます。

ジョブチケットエディタとカラーページメニューを再度開くと、入力した
値はテキストボックスに表示され、必要に応じて変更できます。［保存］を
クリックすると、変更した値は更新され、保存されます。

カラーページ

初期設定では、このテキストフィールドは空欄です。カラークラス
タ上のジョブを印刷する場合は、テキストフィールドを使用して、
カラープリンタで印刷するページを指定します。複数のページ番号
を指定する場合は、ページ番号をカンマで区切ります（1,2,3,4）。
連続した複数のページ番号を指定する場合はハイフンで範囲を指定
します（1-5, 6-9）。保存した値を削除するには、［既定値に戻す］
をクリックし、PDFファイル内のカラーページデータをジョブに
反映します。
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画像品質設定
［画像品質設定］には2つのサブメニューがあります。

1. 画像品質設定

画像品質設定は、ジョブのカラータイプに基づいて行われます。3つのラ
ジオボタンが表示され、［白黒］、［カラー］および［混合］のカラータイプ
から選択できます。これらを［印刷オプション］と呼びます。詳細な画像
品質は、［全般］、［スクリーニング］、および［アウトライン］の3つのタ
ブで設定します。タブをクリックすると、詳細が表示されます。表示され
る詳細は、選択した［印刷オプション］によって異なります。選択可能な
［全般タブ］の設定は、以下のとおりです。各設定が表示される［印刷オプ
ション］を示します。

全般タブ

印刷濃度 スライダを左右に動かして、「-5」（最も薄く）から「1」（最も濃
く）の 7段階から印刷濃度を設定します。（白黒、カラー、混合）

解像度 初期設定は 1200dpi です。ドロップダウンメニューで設定を変更
できます。（白黒、カラー、混合）

1ドットライン強調 この設定を適用する場合は、チェックボックスをオンにします。
（カラー、混合）

画像品質 この設定を適用する場合は、チェックボックスをオンにします。初
期設定は［通常］です。（カラー、混合）

トーンカーブ使用

この設定を適用する場合は、チェックボックスをオンにします。こ
のチェックボックスがオンの場合に［トーンカーブ］をサポートす
るプリンタにジョブを移動すると、適用する［トーンカーブ］をド
ロップダウンから選択するよう促すポップアップが開きます。この
オプションを選択すると、ジョブに［自動モード］を使用すること
ができません。（白黒、混合）
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スクリーニングタブ

トナー節約

［トナー節約］チェックボックスをオンにすると、トナー節約が設
定されます。プリントジョブの［トナー節約］設定がドロップダウ
ンメニューに表示されます。初期設定は［タイプ 1］です。ドロッ
プダウンオプションの変更やチェックボックスのチェックを外すこ
とができます。初期設定はオフに設定されています。（白黒、カ
ラー、混合）

スムージング

［スムージング］チェックボックスをオンにすると、スムージング
が設定されます。プリントジョブのスムージング設定がドロップダ
ウンメニューに表示されます。初期設定は［タイプ 1］です。ド
ロップダウンオプションの変更やチェックボックスのチェックを外
すことができます。初期設定はオフに設定されています。（白黒、
カラー、混合）

グロス

初期設定では、このオプションは表示されません。設定の切り替え
により、有効にできます。詳細は、付録Bをご覧ください。
チェックボックスをオンにすると、この項目が設定できます。初期
設定はオフに設定されています。（カラー、混合）

スクリーン設定

［値なし］、［スクリーン］、［カスタムスクリーン］の 3つの設定項
目があります。ラジオボタンを選択し、次に選択した項目の各設定
項目から選択します。初期設定は［値なし］です。［カスタムスク
リーン］を選択した場合、カラークラスタでジョブを処理できませ
ん。（白黒、カラー、混合）

コントローラースクリー
ン

この項目は、［スクリーン］が選択されている場合のみ、有効です。
このオプションが選択されている場合は、ドロップダウンから値を
選択します。初期設定は［文字］です。（白黒、混合）

エンジンスクリーン
この項目は、［スクリーン］が選択されている場合のみ、有効です。
この項目が選択されている場合は、［画像］および［文字／グラ
フィックス］ドロップダウンから値を選択します。（カラー、混合）

画像
このオプションは、［エンジンスクリーン］が選択されている場合
のみ、有効です。ドロップダウンリストから値を選択します。（カ
ラー、混合）
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アウトラインタブ

文字／グラフィックス
このオプションは、［エンジンスクリーン］が選択されている場合
のみ、有効です。ドロップダウンリストから値を選択します。（カ
ラー、混合）

ドット形状（C、M、Y、
K）

この項目は、［カスタムスクリーン］が選択されている場合のみ、
有効です。このオプションが選択されている場合は、ドロップダウ
ンリストから値を選択します。4つの値すべての初期設定は［円］
です。［K］のみが白黒のドキュメントに有効です。

スクリーン線数（C、
M、Y、K）

このオプションは、［カスタムスクリーン］が選択されている場合
のみ、有効です。このオプションが選択されている場合は、ドロッ
プダウンリストから値を選択します。4つの値すべての初期設定は
［120 lpi］です。

スクリーン角度（C、
M、Y、K）

この項目は、［カスタムスクリーン］が選択されている場合のみ、
有効です。この項目が選択されている場合は、ドロップダウンから
値を選択します。初期設定は、［C］ = ［15°］、［M］ = ［75°］、
［Y］ = ［0°］、［K］ = ［45°］です。

CIE 色空間を使用 項目を設定するには、チェックボックスをオンします。（白黒、混
合）

輪郭処理 この設定を適用する場合は、チェックボックスをオンにします。
（カラー、混合）

強調 この設定を適用する場合は、チェックボックスをオンにします。
（カラー、混合）

細線強調

チェックボックスをオンにすると、この項目が設定できます。プリ
ントジョブの［細線強調］設定がドロップダウンメニューに表示さ
れます。初期設定は［オフ］です。ドロップダウンオプションの変
更やチェックボックスのチェックを外すことができます。（カラー、
混合）

補正 / 強調対象

初期設定では、このオプションは表示されません。チェックボック
スをオンにすると、［強調］、［細線強調］または［補正 / 強調対象］
の両方のドロップダウンリストが有効になります。ドロップダウン
リストから値を選択します。初期設定は［文字］です。（白黒、カ
ラー、混合）
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2. 画像シフト：設定

画像シフト：設定

3つのラジオボタンがあります。初期設定は、［オフ］です。［オ
フ］を選択した場合は、［オモテ］および［ウラ］設定オプション
は使用できません。［オモテ］を選択した場合、［オモテ］オプショ
ンを使用できます。［オモテ / ウラ］を選択した場合、オモテ、ウ
ラ両方の設定項目を使用できます。

オモテ（右シフト） 設定範囲は、-250 - 250 mmです。初期設定は、0.0 です。

オモテ（下シフト） 設定範囲は、-250 - 250 mmです。初期設定は、0.0 です。

ウラ（右シフト） 設定範囲は、-250 - 250 mmです。初期設定は、0.0 です。

ウラ（下シフト） 設定範囲は、-250 - 250 mmです。初期設定は、0.0 です。
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顧客情報
［顧客情報］にはサブメニューがありません。すべての欄に文字列を入力す
ることができます。文字列の入力方法については、「テキスト入力方法」
（p. 4-5）をご覧ください。
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5.2.2 非サポート設定を解決するには
Printgroove POD Queueに送信されたジョブに非サポート設定がある
場合、受信ボックスパネルのジョブ確認の列に［はい］と表示され、セル
が赤くなります。

サポートしない設定値が表示された場合、設定を再確認して、ジョブを送
信する最良の方法を決定する必要があります。

非サポート設定は、［設定項目］、［サブ項目］、［値］の3つのカテゴリーに
分類されます。上図の例では、挿入する用紙の1ページ目が設定項目で、
挿入位置、用紙サイズ、用紙種類、坪量がサブ項目に分類されています。
イコール（=）の後に表示される詳細は、サブ項目の値です。これらの設定
で、挿入する用紙の1ページ目を印刷するには特殊な用紙が必要になるこ
とがわかります。したがってこのセクションに設定が表示された場合、
Printgroove POD Queueが認識できない設定ということを意味します。
ジョブを正確に処理するためには、用紙種類に注意し、プリンタのPI トレ
イに用紙を追加し、ジョブを送信する必要があります。

以下の表は、すべての非サポート設定と処理方法について記載しています。

設定項目 サブ項目
値

非サポート設定の処理方法

設定項目 サブ項目 説明

インテントのプルーフ

校正（PDF） ジョブのソフトプルーフを必要とします。
ジョブのバナーページに設定が表示されます。

校正（出力物） ジョブのハードプルーフを必要とします。
ジョブのバナーページに設定が表示されます。

部数 （数値）

コピー部数が表示された場合、デバイスの部数
制限を超えていることを示しています。以下の
いずれかの方法で解決します。

• クラスタを使用してジョブを処理します。
• 違うプリンタを選択します。
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ウラ表紙

サイズ ウラ表紙の用紙設定はPrintgroove POD 
Queue で認識できないため、手動で用紙設定を
適用します。以下の方法で解決します。

• 正しい用紙をトレイに設定し、ジョブチケッ
トエディタの［表紙設定］→［ウラ表紙］→
［給紙トレイ］で、トレイを選択します。選択
したトレイのデバイスにジョブをドラッグ&
ドロップしてジョブを通常処理し、ウラ表紙
を正しい用紙でプリントします。

ジョブのバナーページに設定が表示されます。

坪量

紙色

グレード

コーティング

パンチ穴

パンチ穴エッジ
: 左 / 右 / 上 /
下
パンチ穴 : 2/3/
4

ジョブは 2つの異なるとじ位置が設定されてい
る可能性があります。「リングバインド：左」と
「パンチ穴：下」は、1つのジョブチケットとし
て有効な選択ですが、コニカミノルタ機では、
マルチインラインフィニッシングオプションを
サポートしていません。POD Queue がこのよ
うな設定でジョブを処理するときは、とじ設定
が優先されます。とじじ設定とパンチ穴が表示
された場合、パンチ位置がジョブのとじ設定と
異なることを意味します。この場合、パンチ設
定はオフラインで完了させる必要があります。
ジョブのバナーページに設定が表示されます。

パンチ穴エッジ
: 下
パンチ穴 : 2/3/
4

エッジ：コニカミノルタ機では［下］はサポー
トしていません。設定が表示された場合は、パ
ンチ機能はオフラインで完了させる必要があり
ます。
ジョブのバナーページに設定が表示されます。

レイアウト

用紙方向

Printgroove POD Queue は、PDF のイメー
ジを印刷します。用紙方向は、ソースファイル
のオリジナルレイアウトから変更することはで
きません。PDFファイルが縦長の用紙設定の場
合、横長に変更することはできません。（その逆
も同様です）PDFファイルと異なる設定が表示
された場合、適用させることができません。以
下のいずれかの方法で解決します。

• 用紙方向の変更が必要な場合、Makeready
アプリケーションを使用してレイアウトを変
更します。

• 設定を適用せずにジョブを処理します。
ジョブのバナーページに設定が表示されます。

サイズポリシー 
1: ページサイ
ズに合わせて縮
小 / ページサイ
ズに合わせて拡
大 / 描画領域最
大化 / ポスター
印刷

Printgroove POD Queue は、PDF のイメー
ジを印刷します。［ページサイズに縮小］、［ペー
ジサイズに縮小 / 拡大］、［最大でクリップ］、［タ
イル印刷］がジョブチケットで選択された場合、
POD Queue はこれらの設定を適用できません。
以下のいずれかの方法で解決します。

• ［注記］の説明を追加し、Make Ready アプ
リケーションでレイアウトを変更します。

• 設定を適用せずにジョブを処理します。
ジョブのバナーページに設定が表示されます。

非サポート設定の処理方法

設定項目 サブ項目 説明
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メディア（CD/DVD）

メディア

設定がCD/DVDの場合、ジョブはCD/DVDに
コピーされます。
設定が封筒 /窓付き封筒 / ラベル / レターヘッド
の場合、これらの用紙種類はPOD Queue で設
定できません。以下の方法で解決します。

• ジョブチケットの［注記］を確認します。一
つのジョブで複数のメディアタイプが必要な
場合があります。

• メディアタイプがデバイスでサポートしてい
る場合、メディアをトレイにセットし、ジョ
ブチケットエディタ（［基本設定］→［紙設
定］→［給紙トレイ］）でトレイを選択しま
す。選択したトレイのデバイスにジョブをド
ラッグ&ドロップしてジョブを通常処理しま
す。

ジョブのバナーページに設定が表示されます。

グレード これらのフィールドの両方に設定が表示された
場合、設定に対応するためにジョブチケットを
変更する必要があります。以下の方法で解決し
ます。

• ジョブチケットエディタを開き、［基本設定］
→［紙設定］→［用紙種類］を選択してド
ロップダウンメニューから対応する用紙種類
を選択します。ドロップダウンメニューの値
を確認し、設定要件を満たす値がある場合は
選択します。

• 対応する用紙種類がドロップダウンメニュー
にない場合、用紙をトレイにセットし、ジョ
ブチケットエディタでトレイを選択します
（［基本設定］→［紙設定］→［給紙トレイ］）。
選択したトレイのデバイスにジョブをドラッ
グ&ドロップしてジョブを通常処理します。

ジョブのバナーページに設定が表示されます。

コーティング

紙 （特定の色）

カラーが表示された場合、Printgroove POD 
Queue では認識できないことを示しています。
以下の方法で解決します。

• 用紙をトレイにセットし、ジョブチケットエ
ディタでトレイを選択します（［基本設定］→
［紙設定］→［給紙トレイ］）。選択したトレイ
のデバイスにジョブをドラッグ&ドロップし
てジョブを通常処理します。

ジョブのバナーページに設定が表示されます。

非サポート設定の処理方法

設定項目 サブ項目 説明
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とじ位置

メタルバインド

とじ種類が表示された場合、その設定はコニカ
ミノルタ機ではサポートしていません。表示さ
れた設定はオフラインで完了させる必要があり
ます。 
ジョブのバナーページに設定が表示されます。

よこ綴じ

リボン綴じ

テープ製本

スレッドシーリ
ング

ワイヤくし綴じ

コイル製本

ハードカバー

プラスチックコ
ム製本

リング製本

綴じ

下

下は、コニカミノルタ機でサポートしていない
とじ位置です。表示された設定はオフラインで
完了させる必要があります。
ジョブのバナーページに設定が表示されます。

（特定の色）

カラーがここに表示される場合、選択したとじ
種類にカラーが割り当てられています。
Printgroove POD Queue は、これらのカラー
を認識しません。表示された設定はオフライン
で完了させる必要があります。
ジョブのバナーページに設定が表示されます。

オモテ表紙

サイズ これらのオモテ表紙用の用紙設定は、
Printgroove POD Queue では認識できないた
め、手動で適用します。以下の方法で解決しま
す。

• 正しい用紙をトレイに設定し、ジョブチケッ
トエディタの［表紙設定］→［オモテ表紙］
→［給紙トレイ］で、トレイを選択します。
選択したトレイのデバイスにジョブをドラッ
グ&ドロップしてジョブを通常処理し、正し
い用紙でオモテ表紙をプリントします。

ジョブのバナーページに設定が表示されます。

坪量

紙色

グレード

コーティング

ページ単位設定

用紙サイズ Printgroove POD Queue によって認識されな
いこれらの設定および、設定を適用するページ
が表示されます。以下の方法で解決します。
正しい用紙をトレイに設定し、ジョブチケット
エディタの［ページ単位設定］でトレイを選択
します。- この出力サイズを適用する設定を選択
し、［編集］をクリックします。次に［給紙トレ
イ］ドロップダウンから正しいトレイを選択し
ます。選択したトレイのデバイスにジョブをド
ラッグ&ドロップしてジョブを通常処理し、正
しい用紙でオモテ表紙をプリントします。
これらの設定はジョブのバナーページに表示さ
れません。

とじ位置

紙色

非サポート設定の処理方法

設定項目 サブ項目 説明
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サードパーティ製アプリケーションで作成されているジョブで、印刷種類
として［両面印刷］が選択されている場合、［ステープル］機能と［パン
チ］機能のとじ位置が競合する場合があります。この場合、［両面印刷］の
設定は、インラインで完了され、設定は変更されません。Printgroove 
POD Queue は、競合する［ステープル］と［パンチ］位置の設定を非サ
ポート設定パネルへ自動的に移動します。これらの設定を確認して、オフ
ラインでとじ設定を完了させる必要があります。

すべての非サポート設定は、それぞれのジョブのバナーページに記載され
ます。非サポート設定をオフラインで完了させる場合に、バナーページで
非サポート設定の機能を参照することができます。バナーページ設定が
［オフ］の場合、バナーページは印刷されません。バナーページの詳細は、
「バナーページオプション」（p. 3-41）をご覧ください。

非サポート設定のジョブをプリンタにドラッグ&ドロップした場合、ポッ
プアップメッセージが表示されます。

くるみ製本

表紙種類
くるみ製本表紙用の設定は表示されません。
これらの設定はジョブのバナーページに表示さ
れません。

表紙用紙坪量

表紙色

対象デバイス・プロファ
イル

Printgroove 
POD Ready
オペレーター定
義設定

オペレーターが、POD Ready オペレーターに
よって選択されたターゲットデバイスプロファ
イルを選択しました。設定内容を記録し、必要
に応じて解決します。
これらの設定はジョブのバナーページに表示さ
れません。

面付け

ページ割付 Printgroove POD Ready のオペレーターに
よって適用された面付け設定があります。ここ
には参考用に表示されます。
これらの設定はジョブのバナーページに表示さ
れません。

丁付け

印刷位置 左、中央、右
印刷位置の設定が表示されます。
これらの設定はジョブのバナーページに表示さ
れません。

非サポート設定の処理方法

設定項目 サブ項目 説明
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5.2.3 ジョブチケットエディタ：操作方法

プリントジョブを新規に作成する

Printgroove POD Queueを使用して、プリントジョブの新規作成を行
うことができます。

1 ［ファイル］メニューから［新規］→［ジョブチケット］を選択しま
す。または、受信ボックスパネルでジョブを右クリックすると表示さ
れるドロップダウンメニューから［新規］を選択します。ジョブチ
ケットエディタが開きます。

2 パネル右上の［ジョブチケット］を選択します。ラジオボタンの選択
により、新規作成を行うのがテンプレートではなく、ジョブチケット
であることを指定します。

3 ［ジョブチケット名］にジョブ名を入力します。［ジョブチケット名］
は必須入力項目です。他のジョブチケット名と同じ名前を指定するこ
とはできません。

2
ご注意

文字列の入力方法については、「テキスト入力方法」（p. 4-5）をご覧く
ださい。

4 ［設定］項目から［ジョブ設定］→［ジョブチケット詳細］を選択し
ます。

5 ［ジョブチケット詳細］画面で、［アップロード］をクリックします。
表示された画面で、新規プリントジョブに添付するPDFファイルを
選択し、［開く］をクリックします。画面が閉じ、［文書印刷］に
PDFファイル名が表示されます。

6 必要に応じて、ジョブチケットの設定を修正します。初期設定では、
すべてのフィールドは空欄、または、新規ジョブチケット作成時の初
期設定値を含んでいます。

7 ［保存］をクリックします。ジョブチケットエディタが閉じます受信
ボックスパネルにジョブチケット番号がついた新規プリントジョブが
表示されます。自動モードがオンの場合、Printgroove POD 
Queueは、新規作成されたジョブチケット設定とグループ、クラス
タ、プリンタの設定をチェックします。適合したジョブが確認される
と、自動一括処理のために、適合したグループ、クラスタまたはプリ
ンタに送信されます。
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8 Printgroove POD Queueのジョブ処理中には、［ジョブ状態］に

処理状況が表示されます。［ジョブ状態］に［初期化］と表示される
まで、プリントジョブはプリンタ、クラスタ、またはバーチャル
キューに移動することはできません。

プリントジョブを編集する

プリントジョブの設定は修正することができます。ジョブチケットを編集
する手順は、以下のとおりです。

1 受信ボックスパネル上のジョブ（グループ内のジョブを含む）、また
はプリンタジョブパネル上のジョブを右クリックすると表示されるド
ロップダウンメニューから［編集］を選択します。ジョブチケットエ
ディタが開きます。

2
ご注意

選択したジョブを他のユーザーが使用していた場合には、メッセージが
表示され、ジョブチケットがロックされていることを示します。

2 必要に応じて、設定を修正します。

3 ［保存］をクリックします。プリントジョブに修正内容が適用され、
ジョブチケットエディタが閉じます。

ジョブチケットテンプレートについて

Printgroove POD Queueで定期的に使用するジョブ設定がある場合、
スムーズに処理するために、テンプレートを作成することができます。テ
ンプレートを作成すると、入稿時にジョブチケットが設定されない状態で
Printgroove POD Queueにジョブが送信された場合も、ジョブが
Printgroove POD Queueに送信された段階でジョブチケットエディタ
を開き、ドロップダウンメニューから適切なテンプレートを選び、設定を
適用するだけで、ジョブを処理することができます。
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ジョブチケットテンプレートを作成する（新規作成）

ジョブチケットテンプレートを新規に作成します。

1 ［ファイル］メニューから［新規］→［ジョブチケット］を選択しま
す。ジョブチケットエディタが開きます。

2 パネル上部の［テンプレート］ラジオボタンを選択し、テンプレート
の新規作成を指定します。

3 テンプレート名のテキストボックスは空欄です。［入力ボックス］に
テンプレート名を入力します。［ジョブチケット名］は必須入力項目
です。他のジョブチケット名と同じ名前を指定することはできませ
ん。

2
ご注意

文字列の入力方法については、「テキスト入力方法」（p. 4-5）をご覧く
ださい。

4 必要に応じて、テンプレート設定を修正します。初期設定では、すべ
ての設定フィールドは値を指定するまで空欄で、値を含んでいませ
ん。

5 ［保存］をクリックします。テンプレートが保存されます。

ジョブチケットテンプレートを作成する :（既存のジョブチケットの使用）

既存のジョブチケットをベースにテンプレートを作成します。

1 受信ボックスパネルで、ジョブチケットを選択します。

2 右クリックして［編集］を選択する、またはジョブチケットをダブル
クリックします。ジョブチケットエディタが開きます。

3 パネル上部の［テンプレート］ラジオボタンを選択し、テンプレート
の新規作成を指定します。

4 ［テンプレート］名のテキストボックスは空欄です。［入力ボックス］
にテンプレート名を入力します。［ジョブチケット名］は必須入力項
目です。他のジョブチケット名と同じ名前を指定することはできませ
ん。
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2
ご注意

文字列の入力方法については、「テキスト入力方法」（p. 4-5）をご覧く
ださい。

5 ［保存］をクリックします。テンプレートが保存されます。

ジョブチケットテンプレートを編集する

ジョブチケットテンプレートを編集する方法は以下のとおりです。

1 受信ボックスパネルで、編集したいジョブチケットを選択します。

2 右クリックして［編集］を選択する、またはジョブチケットをダブル
クリックします。ジョブチケットエディタが開きます。

3 パネル上部の［テンプレート］ラジオボタンを選択します。

4 編集したい［テンプレート］をドロップダウンメニューから選択しま
す。

2
ご注意

選択したテンプレートを他のユーザーが使用している場合は、テンプ
レートがロックされていることを通知するメッセージが表示されます。

5 必要に応じて、ジョブチケットテンプレートの設定を編集します。

6 ［保存］をクリックします。編集内容が適用され、ジョブチケットエ
ディタは開いたままになります。

7 ［キャンセル］をクリックすると、ジョブチケットテンプレートの変
更はキャンセルされます。
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ジョブチケットテンプレートを適用する

1 受信ボックスパネルで、ジョブチケットを選択します。受信ボックス
パネル上のジョブを右クリックすると表示されるドロップダウンメ
ニューから［編集］を選択します。または、ジョブをダブルクリック
します。

2 ［ジョブチケット］ラジオボタンが選択されます。［ジョブチケット］
が選択され、［名称］と［ジョブチケット番号］に選択したプリント
ジョブの情報が表示されます。［テンプレート］ラジオボタンを選択
します。

3 ［テンプレート］のドロップダウンメニューから、プリントジョブに
適用するテンプレートを選択します。

4 ［適用］をクリックします。テンプレートに設定されたすべての設定
が、選択したプリントジョブに適用されます。テンプレートで指定さ
れていない設定がジョブチケットにある場合は、適用なしでそのまま
残ります。

5 ［キャンセル］をクリックすると、修正された内容は保存されません。
［保存］をクリックします。適用された内容でジョブチケットが保存
され、ジョブチケットエディタが閉じます。

ジョブチケットテンプレートを削除する

1 ［ファイル］メニューから［新規］→［ジョブチケット］を選択しま
す。ジョブチケットエディタが開きます。

2 パネル上部の［テンプレート］ラジオボタンを選択し、削除するテン
プレートを確認します。

3 ［テンプレート］のドロップダウンメニューから、削除するテンプ
レートを選択します。

4 ［削除］をクリックします。削除についての確認メッセージが表示さ
れます。［OK］をクリックすると、ジョブテンプレートが削除されま
す。ポップアップ画面が閉じます。テンプレートは、ドロップダウン
メニューから削除されます。ジョブエディタは開いたままの状態で
す。ジョブチケットエディタを終了する場合は、［キャンセル］をク
リックします。
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5.3 推奨パネル
推奨パネルは、プリントジョブを処理するために最適なプリンタ、または
クラスタの選択を容易にするツールです。このツールは、受信ボックスパ
ネル内のプリントジョブに対してのみ使用できます。

受信ボックスパネルのジョブに対する推奨プリンタ、またはクラスタを参
照する場合は、そのジョブの［ジョブ状態］が［初期化］であることを確
認します。［初期化］は、ジョブチケットにエラーが検知されず、推奨プリ
ンタまたはクラスタに対して問題ないジョブであることを意味します。こ
の場合［ジョブ確認］は［いいえ］と表示されます。

［ジョブ状態］が［初期化］で、［ジョブ確認］が［いいえ］と表示されて
いるジョブを選択し、アイコンバーの［推奨表示］をクリックします。［推
奨パネル］が開きます。

2
ご注意

選択したプリントジョブを別のユーザーがジョブチケットエディタ、ま
たは推奨パネルで参照している場合、ジョブチケットがロックされてい
ることを通知するメッセージが表示されます。

推奨パネルには5つの構成要素があります。各部の概要は以下のとおりで
す。
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1：プリントジョブ ID

選択したプリントジョブの［ジョブチケット番号］および［ジョブチケッ
ト名］が表示されます。

2：プリントジョブ設定フィールド

3 つの表がジョブチケットの設定を表示します。Printgroove POD 
Queueはこれらの設定内容を参照して推奨プリンタまたはクラスタを判
定します。

表1：カラー /部数設定

最上部の表は、プリントジョブのカラーモード 、カラーページ数、白黒
ページ数、部数を表示します。カラーページ数、白黒ページ数の合計に部
数を乗じて総ページ数が算出されます。

表2：レイアウト＆仕上げ設定

2 番目の表は、印刷種類、とじ位置、パンチ穴、断裁、折り設定の詳細を
表示します。選択したプリントジョブにいずれも設定されていない場合は、
空欄または「オフ」と表示されます。

表3：用紙設定

3 番目の表は、プリントジョブの［文書サイズ］（PDFファイルの幅と高
さ）、［出力サイズ］（文書サイズを変更した場合、変更した値が表示されま
す）、［用紙種類］の詳細を表示します。複数の［出力サイズ］がある場合、
［出力サイズ］には複数の設定内容が表示されますが、複数の［用紙種類］
がある場合でも、複数の設定内容は表示されません。

3：推奨キュー

Printgroove POD Queueは 3つの表に表示された情報をもとに、使用
可能なプリンタとユーザー定義のクラスタから最適な推奨プリンタと推奨
クラスタを判定し、［推奨キュー］のドロップダウンメニューに表示しま
す。 

［注記］には、ジョブチケットエディタの［注記］と同じ内容の情報が表示
されます（詳細は、「5. 注記」（p. 5-15）をご覧ください）。［注記］には、
プリンタやクラスタの選択のための重要なジョブ処理情報が含まれている
場合があります。

4：プリント

［推奨キュー］のドロップダウンメニューからプリンタまたはクラスタを選
択した後、［プリント］をクリックすると、選択した出力先にジョブが送信
されます。
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5：プリンタ & クラスタ詳細

表1～表 3（上部のパネル）は、選択したジョブの詳細設定を表示します。
推奨パネルの下部は、検出された各プリンタの、各ジョブの詳細設定への
対応状況を表示します。次のように、推奨プリンタは色で表示されます。
ヘッダ行が緑のプリンタは、プリントに完全対応していることを示し、黄
色は、使用できない設定を含むが印刷可能であることを示し、グレーの場
合は、印刷不可能であることを示しています。 

最初の緑のヘッダ行は展開した状態で表示されるため、すべての設定の詳
細を確認することができます。折りたたみ表示にする場合は、「-」をク
リックします。黄色、またはグレーのヘッダ行は、折りたたんだ状態で表
示されます。展開表示にするには、「+」をクリックします。

クラスタとは、ユーザーが定義する1台以上のプリンタのグループで、単
独のジョブを処理することができます。クラスタのヘッダ行も同様に、緑、
黄色、グレーで表示されます。

5.3.1 プリンタ & クラスタ詳細について
Printgroove POD Queueは既存の情報から推奨デバイスを示すことが
できますが、精度の高い推奨を行うには、ユーザーによる選択や入力が必
要になります。プリンタ＆クラスタ詳細により、微調整が可能になります。
詳細な設定情報を入力することで、複数の推奨デバイスから最適なデバイ
スを選択することができ、またプリンタの状況や設定が変更された場合で
も、選択したジョブに対して、より適切な印刷オプション情報を提供しま
す。以下の機能を使用すると、選択したジョブに対して最適なプリンタを
決定できます。

プリンタヘッダ

プリンタヘッダ行には、プリンタのステータス情報、カラー対応を示すア
イコン、処理中のジョブ数、予想待ち時間、PMカウント（定期メンテナ
ンスが必要になるまでの残ページ数）が表示されます。

クラスタヘッダ

クラスタヘッダには、クラスタ内のすべてのプリンタ名が表示されます。
クラスタ内の各プリンタの詳細は、個別のプリンタヘッダ行をご覧くださ
い。
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適合設定

選択したプリントジョブとプリンタの設定が、適合しているかどうかをプ
リンタヘッダ行を展開表示することによって参照できます。プリンタがプ
リントジョブに対応している場合は、印刷種類、とじ位置、パンチ穴、断
裁、折りのセルがヘッダ行と同じ色（緑、または黄色）でハイライト表示
されます。用紙サイズと用紙種類のセルには、プリンタトレイの現在の内
容が一覧表示されます。目的の用紙サイズ /種類が使用可能な場合は、用
紙サイズ /種類がハイライト表示されます。また、用紙残量も表示されま
す。

5.3.2 推奨のアルゴリズム
プリンタまたはクラスタの推奨は、以下のアルゴリズムを使用して決定さ
れます。

1 カラーモード

初めにPrintgroove POD Queue は、プリントジョブの
色設定にどのプリンタ、クラスタが適合するかを判定しま
す。［カラーモード］（［白黒］、［カラー］、［混合］）と［高
彩度カラー］チェックボックス（選択されている場合：オ
ン、選択されていない場合：オフ）のいずれも、推奨プリ
ンタと推奨クラスタに関する判定項目です。
適合しないプリンタ、クラスタは推奨候補から外されま
す。外されたプリンタ、クラスタのヘッダ行はグレーに変
わります。

メモ）カラーモードが白黒のジョブを手動でカラーまたは
高彩度カラークラスタにドラッグ＆ドロップすることがで
きますが、Queueはこれを自動的に行いません。
メモ）カラーとモノクロのページが［混在］したプリント
ジョブの場合、Printgroove POD Queue はすべてのカ
ラークラスタをチェックします。カラークラスタが作成さ
れていない場合は、推奨判定は行われません。

2 用紙サイズ、坪量、用紙
種類

Printgroove POD Queue はプリントジョブの［用紙サ
イズ］、［坪量］、［用紙種類］設定に対応しないプリンタ、
クラスタを残りの推奨候補から外します。外されたプリン
タ、クラスタのヘッダ行はグレーに変わります。

3 レイアウト

Printgroove POD Queue は残りの推奨候補のレイアウ
ト対応をチェックします。レイアウト設定は 4種類（［片
面］、［両面］、［無線とじ］、［小冊子］）あります。プリン
トジョブの［レイアウト］設定を実行できないプリンタ、
クラスタは残りの推奨候補から外されます。外されたプリ
ンタ、クラスタのヘッダ行はグレーに変わります。

メモ）小冊子や無線とじが設定されたジョブは、カラーク
ラスタへ送信できません。この場合、すべてのカラークラ
スタは推奨デバイスから除かれます。
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4 ジョブチケット禁則
チェック

Printgroove POD Queue はジョブチケットに内部コン
フリクトがないか禁則チェックを行います。ジョブチケッ
トに禁則設定が見つかった場合、すべてのプリンタ、クラ
スタのヘッダ行が赤に変わり、内部コンフリクトが解決さ
れるまで推奨判定は行われません。

メモ）1ページのジョブの場合、ページクラスタには送信
できません。この場合、すべてのページクラスタは推奨デ
バイスから除かれます。
メモ）ジョブの出力部数が 1部の場合、部数クラスタに
は送信できません。この場合、すべての部数クラスタは推
奨デバイスから除かれます。

5 プリンタ制限チェック

Printgroove POD Queue はプリンタがすべてのジョブ
チケット設定に対応しているかどうかチェックを行いま
す。プリンタがすべてのジョブチケット設定を完了できな
い場合は、プリンタのヘッダ行が赤に変わります。クラス
タも指定している場合は、クラスタのヘッダ行も赤に変わ
ります。

メモ）プリントジョブにおいて、章分け、小冊子、無線と
じ、ステープル、表紙設定、ページ単位設定が設定されて
いる場合、ページクラスタに送信できません。この場合、
すべてのページクラスタは推奨デバイスから除かれます。

6 PMカウント

Printgroove POD Queue は残りの推奨候補のプリン
タ、クラスタに指定されているプリンタのPMカウント
をチェックし、その数をプリントジョブのコピー部数と比
較します。プリントジョブの出力枚数がプリンタの残りの
PMカウントを超えている場合、プリンタ、クラスタの
ヘッダ行が赤に変わります。

7 用紙サイズ / 用紙種類

Printgroove POD Queue は残りの推奨候補のプリン
タ、クラスタに指定されているプリンタが実装している
［用紙サイズ］と［用紙種類］をチェックします。また、
消耗品レベルもチェックします（トナー、ステープルな
ど）。必要な用紙を積載していない場合、およびプリンタ
が警告を出すほどまで消耗品レベルが低い場合は、プリン
タ、クラスタのヘッダ行が黄色に変わります。

8a 予想待ち時間
（初期設定オプション）

プリンタまたはクラスタが上記の 1～ 7に記述されたす
べての基準を満たす場合、ヘッダ行は適合を示す緑に変わ
ります。（プリンタのみでなくクラスタも含め）2つ以上
のプリンタが 1～ 7に記述されたすべての機能を満たす
場合、Printgroove POD Queue は各プリンタの予想待
ち時間を比較します。最も予想待ち時間の短いプリンタが
推奨され、そのヘッダ行が緑に変わります。そのほかのプ
リンタのヘッダ行は黄色に変わります。複数のプリンタが
すべての基準を満たす場合、それらのヘッダ行が緑に変わ
ります。

8b
プリンター優先順位
（ユーザー選択オプショ
ン）

プリンタまたはクラスタが上記の 1～ 7に記述されたす
べての基準を満たす場合、ヘッダ行は適合を示す緑に変わ
ります。（プリンタのみでなくクラスタも含め）プリンタ
の優先順位を指定している場合、ジョブはこの設定に従っ
て処理されます。プリンタの優先設定が同じ場合は、
予想待ち時間の短いプリンタが選択されます。詳細は、
「3. プリンター優先順」（p. 5-103）をご覧ください。
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5.3.3 推奨問題の解決
プリンタ、クラスタのヘッダ行は、選択したプリントジョブへの対応レベ
ルを示す色で表示されます。対応レベルは4段階あります。

- 緑： 完全適合：プリンタ、クラスタ内のプリンタは、ジョブチケッ
ト設定のすべてに対応しています。

- 黄色： ジョブは印刷できますが、プリンタ（または1つ以上のクラス
タ内のプリンタ）は注意が必要です。

- 赤： 禁則設定が解決されるまで、ジョブを印刷することはできませ
ん。

- グレー：ジョブを印刷することはできません。

以下のオプションは、グレー、赤、黄色の状態を解決するために使用する
ことができます。

1 グレー

プリンタ（または 1つ以上のクラスタ内のプリンタ）は、
現時点で基本的な設定（［カラーモード］、［用紙サイズ］、
［坪量］、［用紙種類］、［レイアウト］）に対応していませ
ん。ジョブを印刷することはできません。パネル下部でグ
レーのプリンタまたはクラスタのヘッダ行をダブルクリッ
クします。ツールチップメッセージが非対応設定に関する
情報を表示します。設定を変更してもジョブに影響がない
範囲であれば、ジョブチケットエディタで設定を修正し、
問題を解決します。

2 赤（ジョブチケット制
限）

ジョブチケットは内部コンフリクトを含んでいます。パネ
ル下部の赤いプリンタまたはクラスタのヘッダ行をダブル
クリックします。ツールチップメッセージが非対応設定に
関する情報を表示します。ジョブチケットエディタで設定
を修正し、問題を解決します。

3 赤（プリンタ制限）

プリンタ（または 1つ以上のクラスタ内のプリンタ）は、
現時点で 1つ以上のジョブチケット設定をサポートして
いません。パネル下部の赤いプリンタまたはクラスタの
ヘッダ行をダブルクリックします。ツールチップメッセー
ジが非対応設定に関する情報を表示します。（ツールチッ
プは、5秒間開いた状態になるように初期設定されていま
す）非サポート設定を無視して、ジョブを印刷することも
可能ですが、設定を変更してもジョブに影響がない範囲で
あれば、ジョブチケットエディタで設定を修正し、問題を
解決します。非対応設定がフィニッシングオプションにあ
る場合、フィニッシングオプションをオフラインにして
ジョブを処理、完了することができます。ジョブを印刷し
た場合、プリントジョブのバナーページに非対応設定の内
容が表示されます。

4 赤（PMカウント）

プリンタ（または 1つ以上のクラスタ内のプリンタ）は、
プリンタのPMカウントを超えるため、ジョブを処理す
ることができません。パネル下部の赤いプリンタまたはク
ラスタのヘッダ行をダブルクリックします。ツールチップ
メッセージがPMカウントに関する情報を表示します。
この問題を解決するには、システム管理者にお問い合わせ
ください。
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5.3.4 推奨パネルをメイン画面に組み込む
推奨パネルは通常メイン画面とは独立していますが、メイン画面に組み込
むこともできます。推奨パネルを開き、ヘッダ行をクリックしてパネルを
ドラッグすると組み込み位置を示すアイコンが表示されます。組み込む位
置までドラッグすると、組み込み後の画面範囲がハイライト表示され、ド
ロップすると、メイン画面に推奨パネルが組み込まれます。組み込みが許
可されている場合は、画面は組み込まれますが、組み込みが許可されてい
ない位置の場合は、画面は組み込まれません。

推奨パネルをメイン画面に組み込むと、推奨パネルのヘッダにピンアイコ
ンと［X］アイコンの2つが表示されます。推奨パネルを隠すには、ピン
アイコンをクリックします。クリックすると、メイン画面左端にバーが表
示され推奨パネルタブが表示されます。タブにマウスをロールオーバーす
ると、推奨パネルが現れます。

もう一度ピンアイコンをクリックすると、元に戻ります。

一時的に推奨パネルを閉じるには、［X］をクリックします。組み込まれた
画面が閉じます。次に［推奨表示］をクリックしたときには、メイン画面
に組み込まれた状態で推奨パネルが表示されます。

メイン画面から独立させるには、推奨パネルのヘッダバーを、メイン画面
上にドラッグ＆ドロップします。マウスから指を離すと、パネルは切り離
されます。または、［表示］メニューから［既定値に戻す］を選択します。

5 黄色（用紙サイズまたは
用紙種類）

プリンタ（または 1つ以上のクラスタ内のプリンタ）は、
現時点で必要な［用紙サイズ］と［用紙種類］、またはそ
のいずれかを実装していません。必要に応じて、パネル下
部のプリンタヘッダ行を展開表示し、現在の［用紙サイ
ズ］と［用紙種類］を確認してください。設定を変更して
もジョブに影響がない範囲であれば、ジョブチケットエ
ディタで設定を修正、またはプリンタの用紙を変更し、問
題を解決します。

6 黄色（消耗品警告）

プリンタ（または 1つ以上のクラスタ内のプリンタ）は、
消耗品に関する警告を発しています（例：トナー少量）。
パネル下部の黄色いプリンタまたはクラスタのヘッダ行を
ダブルクリックします。ツールチップメッセージが消耗品
に関する情報を表示します。現状況はできるだけ速やかに
解決されるべきですが、プリントジョブの処理に影響しま
せん。
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5.4 グループエディタ
Printgroove POD Queueでは、グループを作成することができます。
グループとは、類似したジョブを集めて一度に処理する場所のことです。
初期設定では、Printgroove POD Queueに入るすべてのジョブは、「受
信ジョブ」グループに保存されます。このグループは削除できず、また最
小化することもできません。必要に応じてグループは追加することができ
ます。作成したグループは、受信ボックスパネルのヘッダ行に表示されま
す。プリントジョブをグループヘッダまでドラッグすると、プリントジョ
ブをグループに追加できます。

また、Printgroove POD Queueでは、自動モードを使用することがで
きます。自動モードが有効な場合、ジョブチケット設定とプリンタ機能が
完全に適合する場合には、プリントジョブが適合プリンタまたはクラスタ
に自動的に送信されます。グループが作成されている場合、Printgroove 
POD Queue は、最初にプリントジョブに適合するグループを検索しま
す。適合したグループが見つかると、自動一括処理のために、プリント
ジョブはグループに送信されます。集められたジョブは、手動で処理を行
います。自動モードが［無効］の場合は、手動でジョブをグループに移動
します。

グループエディタは、グループを作成、編集するためのツールです。

グループエディタを開くには、受信ボックスパネルのヘッダ行を右クリッ
クして、ドロップダウンメニューから［編集］を選択する、またはヘッダ
行をダブルクリックします。

1

3

2
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グループエディタは3つのセクションに分かれています。各部の概要は以
下のとおりです。

1：設定項目

設定カテゴリを表すボタンが7つあり、クリックするとサブメニューが表
示されるボタンもあります。初期設定では、［ジョブ設定］が表示され、
［ジョブ設定］以外は閉じられています。

2：設定表示パネル

設定項目のボタンをクリックすると、対応した設定項目がこのパネルに表
示されます。また、サブメニューをクリックした場合も、対応した設定項
目がこのパネルに表示されます。

3：グループ名

上部にグループ名が表示されます。

5.4.1 グループエディタ：設定項目
グループエディタには、7つの主要な設定項目があります。各項目をク
リックして、グループに必要なパラメータを設定します。［自動モード］が
オンの場合は、グループで指定された設定とジョブチケットの設定がすべ
て適合すると、自動的にグループにジョブが移動します。ただし、グルー
プに指定された設定以外の追加設定がある可能性について、注意する必要
があります。 

1 つのパラメータのみを設定した場合、［自動モード］が起動していると、
多くのジョブと適合する可能性があります。複数のパラメータを指定した
場合は、［自動モード］が起動していても、より少ないジョブと適合しま
す。

2
ご注意

初期設定では、すべての項目に何も設定されていません。すべてのド
ロップダウンメニューで、［値なし］が選択されています。
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ジョブ設定
［ジョブ設定］には、2つのサブメニューがあります。

1. ジョブ情報

2. ジョブチケット詳細

基本設定
［基本設定］には2つのサブメニューがあります。

1. 部数

範囲検索機能があります。［自動モード］の場合、指定した範囲の部数に一
致するすべてのプリントジョブがこのグループであると見なされます。

2. 紙設定

受信元

ドロップダウンメニューから、［Printgroove POD Ready］、
［Queue］または［Driver］、［JT Man］、［その他］を選択するこ
とができます。［自動モード］の場合、選択した受信元から送信さ
れたすべてのプリントジョブがこのグループであると見なされま
す。

ジョブ作成者
この項目を使用する場合は、テキスト入力欄にユーザー名を入力し
ます。［自動モード］の場合、入力されたユーザー名で作成したす
べてのプリントジョブがこのグループであると見なされます。

カラーモード

カラーモードとして、［値なし］、［カラー］、［白黒］、［混合］のい
ずれかを選択します。［自動モード］の場合、選択したカラーモー
ドに該当するすべてのプリントジョブがこのグループであると見な
されます。［カラー］または［混合］を選択された場合、［高彩度カ
ラー］も選択できます。混合のジョブは、カラークラスタに送信さ
れます。

出力サイズ

ドロップダウンメニューから出力用紙サイズを選択します。［自動
モード］の場合、選択した［用紙サイズ］に一致するすべてのプリ
ントジョブがこのグループであると見なされます。［不定形サイズ］
を選択すると、不定形用紙に設定されたジョブはどれも、このグ
ループであると見なされます。

用紙種類
ドロップダウンメニューから［用紙種類］を選択します。［自動
モード］の場合、選択した［用紙種類］に一致するすべてのプリン
トジョブがこのグループであると見なされます。

坪量

ドロップダウンメニューから ［値なし］、［指定値より大きい］、
［指定値より小さい］、［同じ］のいずれかを選択し、坪量を指定し
ます。［自動モード］の場合、選択した［坪量］に一致するすべて
のプリントジョブがこのグループであると見なされます。
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レイアウト設定
［レイアウト設定］にはサブメニューがありません。2つの設定項目があり
ます。

1.1 枚集約

ドロップダウンメニューから［値なし］、［オン］、［オフ］のいずれかを選
択します。［オン］を選択した場合、［1枚集約］設定を行ったすべてのプ
リントジョブがこのグループであると見なされます。［オフ］を選択した場
合、［1枚集約］設定を行っていないすべてのプリントジョブがこのグルー
プであると見なされます。

2. 印刷種類

ドロップダウンメニューから［値なし］、［片面］、［両面］、［小冊子］、［無
線とじ］のいずれかを選択します。［自動モード］の場合、選択した［印刷
種類］に一致するすべてのプリントジョブがこのグループであると見なさ
れます。

表紙設定
［表紙設定］にはサブメニューがありません。2つの設定項目があります。

1. オモテ表紙

ドロップダウンメニューから［値なし］、［オン］、［オフ］のいずれかを選
択します。［オン］を選択した場合、［オモテ表紙］設定を行ったすべての
プリントジョブがこのグループであると見なされます。［オフ］を選択した
場合、［オモテ表紙］設定を行っていないすべてのプリントジョブがこのグ
ループであると見なされます。

2. ウラ表紙

ドロップダウンメニューから［値なし］、［オン］、［オフ］のいずれかを選
択します。［オン］を選択した場合、［ウラ表紙］設定を行ったすべてのプ
リントジョブがこのグループであると見なされます。［オフ］を選択した場
合、［ウラ表紙］設定を行っていないすべてのプリントジョブがこのグルー
プであると見なされます。

紙色

ドロップダウンメニューから［紙色］を選択します。［自動モード］
の場合、選択した［紙色］に一致するすべてのプリントジョブがこ
のグループであると見なされます。［ユーザー定義色］オプション
の詳細は、「5. 紙設定」（p. 5-19）の［紙色］の詳細をご覧くださ
い。

用紙名
［用紙名］を入力します。これは、ユーザー定義名です。［自動モー
ド］の場合、入力した［用紙名］に一致するすべてのプリントジョ
ブがこのグループであると見なされます。
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仕上げ設定
［仕上げ設定］には2つのサブメニューがあります。

1. 紙設定

2. くるみ製本

ドロップダウンメニューから［値なし］、［オン］、［オフ］のいずれかを選
択します。［オン］を選択した場合、［くるみ製本］設定を行ったすべての
プリントジョブがこのグループであると見なされます。［オフ］を選択した
場合、［くるみ製本］設定を行っていないすべてのプリントジョブがこのグ
ループであると見なされます。

中とじ

ドロップダウンメニューから［値なし］、［オン］、［オフ］のいずれ
かを選択します。［オン］を選択した場合、［中とじ］設定を行った
すべてのプリントジョブがこのグループであると見なされます。
［オフ］を選択した場合、［中とじ］設定を行っていないすべてのプ
リントジョブがこのグループであると見なされます。

断裁

ドロップダウンメニューから［値なし］、［オン］、［オフ］のいずれ
かを選択します。［オン］を選択した場合、［断裁］設定を行ったす
べてのプリントジョブがこのグループであると見なされます。［オ
フ］を選択した場合、［断裁］設定を行っていないすべてのプリン
トジョブがこのグループであると見なされます。

ステープル

ドロップダウンメニューから［値なし］、［オン］、［オフ］のいずれ
かを選択します。［オン］を選択した場合、［ステープル］設定を
行ったすべてのプリントジョブがこのグループであると見なされま
す。［オフ］を選択した場合、［ステープル］設定を行っていないす
べてのプリントジョブがこのグループであると見なされます。

パンチ穴

ドロップダウンメニューから［値なし］、［オン］、［オフ］のいずれ
かを選択します。［オン］を選択した場合、［パンチ］設定を行った
すべてのプリントジョブがこのグループであると見なされます。
［オフ］を選択した場合、［パンチ］設定を行っていないすべてのプ
リントジョブがこのグループであると見なされます。

折り

ドロップダウンメニューから［値なし］、［オン］、［オフ］のいずれ
かを選択します。［オン］を選択した場合、［折り］設定を行ったす
べてのプリントジョブがこのグループであると見なされます。［オ
フ］を選択した場合、［折り］設定を行っていないすべてのプリン
トジョブがこのグループであると見なされます。
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ページ単位設定
［ページ単位設定］にはサブメニューがありません。2つの設定項目があり
ます。 

1. 章分け

ドロップダウンメニューから［値なし］、［オン］、［オフ］のいずれかを選
択します。［オン］を選択した場合、［章分け］設定を行ったすべてのプリ
ントジョブがこのグループであると見なされます。［オフ］を選択した場
合、［章分け］設定を行っていないすべてのプリントジョブがこのグループ
であると見なされます。

2. ページ単位設定

ドロップダウンメニューから［値なし］、［オン］、［オフ］のいずれかを選
択します。［オン］を選択した場合、［ページ単位設定］を行ったすべての
プリントジョブがこのグループであると見なされます。［オフ］を選択した
場合、［ページ単位設定］を行っていないすべてのプリントジョブがこのグ
ループであると見なされます。

顧客情報
［顧客情報］にはサブメニューがありません。すべての欄に文字列を入力す
ることができます。文字列の入力方法については、「テキスト入力方法」
（p. 4-5）をご覧ください。［自動モード］の場合、同じ欄の内容が一致す
るすべてのジョブがこのグループであると見なされます。
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5.4.2 グループエディタ：操作方法

新しいグループを作成する

1 ［ファイル］メニューから、［新規］→［グループ］を選択します。ま
たは、受信ボックスパネルでグループヘッダを右クリックし、表示さ
れたドロップダウンメニューから［新規］を選択します。グループエ
ディタが開きます。

2 ［グループ名］に、グループ名を入力します。［グループ名］は必須入
力項目です。他のグループ名と同じ名前を指定することはできませ
ん。

2
ご注意

文字列の入力方法については、「テキスト入力方法」（p. 4-5）をご覧く
ださい。

3 ［設定項目］メニューを使用してグループの設定を行います。［自動
モード］で自動的にグループにジョブが送信されるためには、ジョブ
の設定がグループの設定に適合する必要があります。

4 ［保存］をクリックします。グループエディタが閉じ、受信ボックス
パネルに新規のグループが表示されます。

グループを編集する

1 受信ボックスパネルのグループ名のヘッダをダブルクリックする、ま
たはグループ名のヘッダを右クリックし、表示されたドロップダウン
メニューから［編集］を選択します。

2
ご注意

選択したグループを他のユーザーが使用している場合には、グループが
ロックされていることを通知するメッセージが表示されます。

2 グループ名は変更できません。変更する場合は、グループを作成し直
します。

3 必要に応じて、［グループ］の設定を修正します。

4 ［キャンセル］をクリックすると、修正された内容は保存されません。
［保存］をクリックします。修正された内容でグループが保存され、
グループエディタが閉じます。
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グループを削除する

1 受信ボックスパネルで、グループ名のヘッダを右クリックし、表示さ
れたドロップダウンメニューから［削除］を選択します。削除するグ
ループに割り当てられたジョブがある場合は、グループとジョブの削
除確認メッセージが表示されます。

2
ご注意

「受信ジョブ」グループを削除することはできません。

2 削除するグループに出力予定のプリントジョブが含まれている場合
は、［キャンセル］をクリックし、ジョブを別の保存先に移動します。

3 削除するグループ内のジョブも削除する場合（またはグループ内に
ジョブがない場合）は、［OK］をクリックします。グループは削除さ
れ、グループ内のジョブはすべてキャンセルされて、完了ジョブパネ
ルに移動します。
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5.5 クラスタエディタ
Printgroove POD Queueのクラスタは、2台以上のプリンタをグループ
化して単一のシステムと見なし、拡張機能を提供します。クラスタを作成
すると、クラスタプリンタ間（クラスタプリンタ）で1つのプリントジョ
ブを共有することができます。

［自動モード］が［オン］の場合、Printgroove POD Queueは最初に
ジョブチケット設定に適合したグループを探します。適合グループがない
場合は、次にプリンタまたはクラスタを探します。適合するクラスタがあ
る場合は、適合クラスタにジョブが自動的に送信されます。

2
ご注意

ここではクラスタエディタについて説明しています。エラー後のクラス
タジョブのキャンセまたは復帰などクラスタジョブの詳細は、「クラス
タジョブ」（p. 6-23）をご覧ください。

クラスタエディタを使用すると、クラスタを作成、編集することができま
す。

クラスタエディタを開くには、送信先パネル内のクラスタアイコンを右ク
リックすると表示されるドロップダウンメニューから［編集］を選択しま
す。

4

3

1

2

Printgroove POD Queue 5-66



Printgroove POD Queue ツール 5

［クラスタエディタ］は4つのセクションに分かれています。各部の概要は
以下のとおりです。

1：設定項目

異なるタイプのクラスタを表す3つのラジオボタンがあります。クリック
してクラスタ設定を行うクラスタを選択します。

2：クラスタ詳細パネル

選択したクラスタの詳細がこのパネルに表示されます。クラスタのタイプ
とクラスタプリンタの名前も表示されます。

3：設定表示パネル

設定項目をクリックすると、対応したクラスタ設定がこのパネルに表示さ
れます。

4：クラスタ名

上部にクラスタ名が表示されます。
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5.5.1 クラスタエディタ：設定項目
クラスタエディタには3つの設定項目があります。

［カラークラスタ］

ジョブの［カラーモード］が［混合］の場合は、ジョブをカラークラスタ
に送信する必要があります。このタイプのクラスタに割り当てられたプリ
ントジョブは、カラープリンタと白黒プリンタに分割されます。カラー
ページはカラープリンタに、白黒ページは白黒プリンタに出力されます。 

ジョブの［カラーモード］が［混合］で、［高彩度カラー］チェックボック
スがオンの場合、ジョブを高彩度カラー印刷対応のカラープリンタおよび
白黒プリンタから構成されるクラスタへ送信する必要があります。カラー
クラスタを作成する場合は、対応が必要となるカラー印刷のタイプ（通常
または高彩度カラー）を考慮にいれる必要があります。（「高彩度カラー印
刷（製品特徴）」（p. 3-63）をご覧ください）。

クラスタに割り当てるカラープリンタと白黒プリンタを、ドロップダウン
メニューから選択します。ドロップダウンメニューには、有効なプリンタ
のみが表示されます。また、白黒プリンタについては、カラーページ用の
PI トレイもドロップダウンメニューから選択します。PI トレイのない白黒
プリンタ、複数のページ挿入機能をサポートしていない白黒プリンタは、
カラークラスタに使用できません。

［メディア設定］では、カラープリンタと白黒プリンタの両方に値を設定で
きます。（設定の詳細は、「カラークラスタのメディア設定」（p. 5-74）を
ご覧ください。
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プリントジョブをカラークラスタに送信すると、2つの制限チェックが実
行されます。最初のチェックで、以下の禁則設定がないことをチェックし
ます。

- カラーページのみ、または白黒ページのみ

- カラーモードが白黒

- 章分け

- 小冊子

- タブシート

- 無線とじ

- ページ単位設定

- くるみ製本（1050、1051 または 1200の白黒プリンタを使用し、［仕
上げ設定］→［くるみ製本］→［表紙印刷モード］の値が［表紙白紙
モード］で、［仕上げ設定］→［くるみ製本］→［表紙トレイ］の値が
［PB表紙トレイ］の場合に許可されます）

- 用紙カタログ名がジョブに適用されている場合、両方のプリンタに同じ
用紙カタログ名が含まれている必要があります。 

カラークラスタは単独のプリントジョブをカラープリンタと白黒プリンタ
の間で分割するため、上記の設定を適切にサポートすることができません。
上記の設定が検出されると、Printgroove POD Queueは不適切な設定
を通知するメッセージを表示し、これらの設定が修正されるまでクラスタ
がジョブを印刷できないことを示します。

- ページごとの挿入

印刷ジョブの白黒のページにカラーページを追加するために、白黒プリン
タのPI トレイが必要になります。このためPI トレイ設定が他の機能とコ
ンフリクトする場合があります。これらを防止するため、ページごとの挿
入は、カラークラスタに対してはサポートされていません。

問題がみつからない場合は、Printgroove POD Queueは次のチェック
を実行し、ジョブチケットと各クラスタプリンタの能力を比較します。［高
彩度カラー］が選択されているジョブで、クラスタが［高彩度カラー］印
刷をサポートしていない場合、制約チェックで不適切な設定とみなされま
す。設定が適合しない場合は、メッセージが表示されます。

2
ご注意

カラークラスタへ送信したジョブの仕上げ設定は、白黒プリンタで行わ
れます。 仕上げ設定に関する禁則チェックは、白黒プリンタに対しての
み実行されます。
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［部数クラスタ］

部数クラスタは、複数部数を出力するプリントジョブに使用します。この
タイプのクラスタに割り当てられたプリントジョブは、2台以上のプリン
タ間で等しく分配されます。ラジオボタンの1つを選択して、クラスタ化
するプリンタの種類（白黒プリンタ、カラープリンタまたは高彩度プリン
タ）を指定します。 

選択するラジオボタンに応じて、ドロップダウンメニューが制約されます。
白黒プリンタを選択した場合、有効な白黒プリンタのみがドロップダウン
メニューに表示されます。 

クラスタを構成できるのは、互換性のあるコントローラーを搭載したプリ
ンタのみです。同種のコントローラーのみが互換性を持ちます。たとえば、
クラスタの最初のプリンタにEFI コントローラーが搭載されている場合、
ドロップダウンメニューには、EFI コントローラーが搭載された有効なプ
リンタのみが表示されます。他のEFI コントローラーを搭載したプリンタ
が有効でない場合は、クラスタを作成できません。同様に、クラスタの最
初のプリンタにコニカミノルタコントローラーが搭載されている場合、ド
ロップダウンメニューには、コニカミノルタコントローラーが搭載された
他のプリンタのみが表示されます。該当するプリンタがない場合、ドロッ
プダウンメニューは空欄で、クラスタを作成できません。

ジョブのカラーモードが白黒の場合は、ジョブをカラーまたは高彩度クラ
スタに送信できます。

プリントジョブにタブページがある場合は、クラスタ内のすべてのプリン
タが、プリントジョブに必要なタブ印刷設定をサポートする限り、部数ク
ラスタで処理できます。
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クラスタにプリンタを追加する場合は、ドロップダウンメニューから選択
します。プリンタを選択すると、［選択済み白黒プリンタ］の下にチェック
の付いたチェックボックスとプリンタ名が表示されます。プリンタをクラ
スタから削除する場合は、チェックボックスのチェックを外します。
チェックを外したプリンタ名は表示されなくなり、表示されているチェッ
クボックスとプリンタ名が上に移動します。

プリントジョブを部数クラスタに送信すると、2つの禁則チェックが実行
されます。最初のチェックで、以下の禁則設定がないことをチェックしま
す。

- 部数：1

- トーンカーブ使用

部数クラスタは、複数部数の単独のプリントジョブを複数のプリンタ間で
分割するため、上記の設定を適切にサポートすることができません。上記
の設定が検出されると、Printgroove POD Queueは不適切な設定を通
知するメッセージを表示し、この設定が修正されるまでクラスタがジョブ
を印刷できないことを示します。

問題がみつからない場合は、Printgroove POD Queueは次のチェック
を実行し、ジョブチケットと各クラスタプリンタの能力を比較します。設
定が適合しない場合は、メッセージが表示されます。

［ページクラスタ］

ページクラスタは、ページ数の多い1部のみ出力を行うプリントジョブに
使用します。このタイプのクラスタに割り当てられたプリントジョブは、2
台以上のプリンタ間で等しく分配されます。ラジオボタンの1つを選択し
て、クラスタ化するプリンタの種類（白黒プリンタ、カラープリンタまた
は高彩度プリンタ）を指定します。 
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選択するラジオボタンに応じて、ドロップダウンメニューが制約されます。
白黒プリンタを選択した場合、有効な白黒プリンタのみがドロップダウン
メニューに表示されます。クラスタにプリンタを追加する場合は、ドロッ
プダウンメニューから選択します。プリンタを選択すると、［選択された白
黒プリンタ］の下にチェックの付いたチェックボックスとプリンタ名が表
示されます。プリンタをクラスタから削除する場合は、チェックボックス
のチェックを外します。プリンタ名は表示されなくなり、表示されている
チェックボックスとプリンタ名が上に移動します。

プリントジョブをページクラスタに送信すると、2つの制限チェックが実
行されます。最初のチェックで、Printgroove POD Queueは以下の不
適合な設定についてジョブチケットをチェックします。

- ページ数：1

- 章分け

- タブページ

- 小冊子

- 無線とじ

- ステープル

- 挿入紙

- 表紙設定

- ページ単位設定

- くるみ製本

- トーンカーブ使用

ページクラスタは単独のプリントジョブを複数のプリンタ間で分割するた
め、上記の設定を適切にサポートすることができません。上記の設定が検
出されると、Printgroove POD Queueは不適切な設定を通知するメッ
セージを表示し、これらの設定が修正されるまでクラスタがジョブを印刷
できないことを示します。

問題がみつからない場合は、Printgroove POD Queueは次のチェック
を実行し、ジョブチケットと各クラスタプリンタの能力を比較します。設
定が適合しない場合は、メッセージが表示されます。 

ジョブのカラーモードが白黒の場合は、ジョブをカラーまたは高彩度ペー
ジクラスタに送信できます。

また、すべての仕上げ設定（［パンチ穴］といくつかの［折り］設定以外）
はオフラインで完了する必要があります。
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5.5.2 クラスタエディタ：操作方法

クラスタを新規に作成する

1 ［ファイル］メニューから［新規］→［クラスタ］を選択します。ま
たは、送信先パネル上のクラスタアイコンを右クリックし、表示され
たドロップダウンメニューから［新規］を選択します。クラスタエ
ディタが開きます。

2 クラスタタイプを選択します。（［カラークラスタ］、［部数クラスタ］、
［ページクラスタ］） 

3 ［クラスタ名］に、クラスタ名を入力します。［クラスタ名］は必須入
力項目です。 他のクラスタ名と同じ名前を指定することはできませ
ん。

メモ）文字列の入力方法については、「テキスト入力方法」（p. 4-5）
をご覧ください。

4 ［カラークラスタ］の場合は、ドロップダウンメニューからクラスタ
に割り当てるプリンタを選択します。高彩度カラー印刷をサポートし
てるクラスタを使用する場合、対応するカラープリンターを選択する
必要があります。カラープリンタと白黒プリンタの両方を設定する必
要があります。

5 ［カラークラスタ］の場合は、カラーページ用のPI トレイを選択し
ます。

6 ［部数クラスタ］または［ページクラスタ］の場合は、ドロップダウ
ンメニューから白黒プリンタを選択します。チェックボックスとプリ
ンタ名が表示されます。必要に応じて、この手順を繰り返します。少
なくとも2台のプリンタを選択します。

7 ［保存］をクリックします。クラスタエディタが閉じます。送信先パ
ネルに新規の［クラスタ］アイコンが表示されます。

2
ご注意

設定を無効にしたプリンタがクラスタで使用されている場合、クラスタ
全体も使用することができなくなります。無効に設定すると、クラスタ
を使用できません。設定の詳細は、「プリンタを有効にする」
（p. 3-64）をご覧ください。
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カラークラスタのメディア設定

1 上記クラスタの作成手順に従います。

メモ）選択したクラスタを他のユーザーが使用している場合は、クラ
スタがロックされていることを通知するメッセージが表示されます。

2 メディア設定には、次の2つのラジオボタンがあります。

- ［ジョブチケットの設定を使用する］（初期設定）：この値を選択す
ると、クラスタに送信されるプリントジョブのメディア設定が
ジョブチケットから取得されます。

- ［カスタム設定を使用する］：この値を選択すると、クラスタに送
信されるプリントジョブのジョブチケットのメディア設定が無視
され、クラスタ内で設定された値に上書きされます。［用紙名］を
選択する場合は、このラジオボタンを使用します。

3 クラスタの［メディア設定］を設定するには、［設定］をクリックし
ます。［クラスタメディア設定］画面が表示されます。

4 カラープリンタの場合：保存した値を使用する場合はドロップダウン
リストから［用紙名］を選択します。または［用紙名選択］をクリッ
クして用紙カタログ参照テーブルを開き、値を選択します。（この機
能の詳細は、「用紙名と用紙名選択の使用」（p. 5-20）をご覧くださ
い。）

5 用紙名の値が選択されている場合、［用紙種類］、［給紙トレイ］、［坪
量］および［紙色］は変更され、選択に一致します。［用紙名］の値
が選択されていない場合は、ドロップダウンリストから必要な値を選
択します。

6 白黒プリンタの場合は、手順4と 5を繰り返します。
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7 ［OK］をクリックして変更内容を保存、または［キャンセル］をク

リックして画面を閉じます。［カスタム設定を使用する］が選択され
ている場合にキャンセルをクリックすると、クラスタでジョブをプロ
セスする際に、［クラスタメディア設定］画面に表示された任意の値
が適用されます。

8 カスタム設定を使用するカラークラスタにジョブが送信されると、設
定されたカスタムの値でジョブチケットの値が上書きされることを知
らせるポップアップが表示されます。

クラスタを編集する

1 送信先パネル上のクラスタアイコンを右クリックし、表示されたド
ロップダウンメニューから［編集］を選択します。または、クラスタ
アイコンをダブルクリックします。クラスタエディタが開きます。

メモ）選択したクラスタを他のユーザーが使用している場合は、クラ
スタがロックされていることを通知するメッセージが表示されます。

2 クラスタ名は変更できません。変更する場合は、クラスタを作成し直
します。

3 必要に応じて、クラスタの設定を修正します。

4 ［キャンセル］をクリックすると、修正された内容は保存されません。
［保存］をクリックします。修正された内容で［クラスタ］が保存さ
れ、クラスタエディタが閉じます。

クラスタを削除する

1 送信先パネル上のクラスタアイコンを右クリックし、表示されたド
ロップダウンメニューから［削除］を選択します。

2 確認画面が表示されます。［OK］を選択すると削除が実行され、送信
先パネルからクラスタが削除されます。処理中のジョブは、キャンセ
ルされて完了ジョブパネルに移動します。削除しない場合は、［キャ
ンセル］をクリックします。
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5.6 バーチャルキューエディタ
バーチャルキューは、ジョブチケット設定が定義された仮想プリント
キューです。 

受信ボックスパネルのジョブをバーチャルキューアイコンにドラッグ＆ド
ロップすると、バーチャルキューに設定されたジョブチケット設定が適用
され、割り当てられたプリンタに送信されます。自動的にプリンタに送信
される以外はジョブチケットテンプレート機能と同様です、

プリントジョブがバーチャルキューアイコンにドラッグされると、バー
チャルキュージョブチケット設定がジョブに適用され、元のジョブチケッ
ト設定は上書きされます。ただし、以下の2つの設定は、上書きされませ
ん。

1. ジョブ設定

ジョブ情報、ジョブチケット詳細、注記設定は上書きされません。これら
は、ジョブチケットエディタでプリントジョブを開いて参照することがで
きます。

2. ページ単位設定

ジョブチケットにページ単位設定がある場合、このジョブはバーチャル
キューを適用できないことを示す確認メッセージが表示され、設定は上書
きされません。

用紙サイズ、部数、両面印刷など、決まった出力設定で定期的に処理する
ジョブがある場合、出力設定をバーチャルキューに保存しておくことがで
きます。バーチャルキューを使用することで、毎回出力設定を行うことな
く、ジョブ処理を簡便化できます。入稿時にジョブチケットが設定されな
い状態でPrintgroove POD Queue にジョブが送信された場合も、 バー
チャルキューエディタを使用すると、バーチャルキューを作成、編集する
ことができます。
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バーチャルキューエディタを開くには、送信先パネルのバーチャルキュー
アイコンをダブルクリックする、またはアイコンを右クリックして、ド
ロップダウンメニューから［編集］を選択します。

バーチャルキューエディタは3つのセクションに分かれています。

1：設定項目

設定カテゴリを表すボタンが8つあり、クリックするとサブメニューが表
示されるボタンもあります。初期設定では、［プリンタ］が表示され、［プ
リンタ］以外のメニューは閉じられています。

2：設定表示パネル

設定項目をクリックすると、対応した設定項目がこのパネルに表示されま
す。また、サブメニューをクリックした場合も、対応した設定項目がこの
パネルに表示されます。

3：バーチャルキュー名

上部にバーチャルキュー名が表示されます。

1

3

2
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5.6.1 バーチャルキューエディタ：設定項目
バーチャルキューエディタには、8つの主要な設定項目があります。各項
目をクリックして、バーチャルキューに必要なパラメータを設定します。1
つのバーチャルキューに設定できるパラメータ数に制限はありません。1
つのパラメータのみを設定した場合、バーチャルキューは1つの設定だけ
をジョブチケットに適用します。設定が詳細になるほど、元のジョブチ
ケットは大きく修正されます。 

2
ご注意

初期設定では、すべての項目に何も設定されていません。すべてのド
ロップダウンメニューで、［値なし］が選択されています。 

各プリント機能の詳細は、MFPのユーザーズガイドをご覧ください。

プリンタ

［プリンタ］にはサブメニューがありません。ドロップダウンリストにすべ
ての有効なプリンタが表示されます。バーチャルキューに割り当てるジョ
ブを実行するプリンタを選択します。

高彩度カラー印刷をサポートするプリンタは選択できません。

2
ご注意

バーチャルキューに定義したジョブチケット設定に対応していないプリ
ンタを選択しないでください。対応機能については、プリンタのユー
ザーズガイドをご確認ください。
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ジョブ設定
［ジョブ設定］には、以下4つのサブメニューがあります。

1. ジョブ情報

ジョブ情報には、1つの設定項目（［バナーページ設定］）があります。ラ
ジオボタンを選択すると、元の文書の［バナーページ］設定に関わらず、
バーチャルキューに追加されたすべてのジョブがこの選択に従って出力さ
れます。

2. ジョブチケット詳細

3. 部門管理

この機能を使用して、バーチャルキューの部門管理を有効にします。部門
管理が有効なバーチャルキューにジョブをドラッグすると、それらの設定
はジョブチケットに適用されます。ジョブチケットエディタを使用して、
ジョブチケットの部門管理が有効にされている場合（「3. 部門管理」
（p. 5-13）をご覧ください）、それらの設定はバーチャルキュー設定を上書
きします。この機能が正しく動くためには、バーチャルキューに割り当て
られたプリンタが部門管理をサポートする必要があります。 

部門管理をサポートするバーチャルキューを作成する場合は、詳細を入力
してプリンタを選択します。次に［保存］をクリックします。プリンタが
部門管理をサポートしない場合は、メッセージ画面が表示されます。この
場合、部門管理設定は保存されません。 

カラーモード

［カラーモード］の設定を使用して、ドキュメントの色設定に関わ
らず、選択した色設定でジョブを印刷できます。［白黒］、［カラー］
または［混合］の 3つのボタンが選択できます。初期設定値は
［白黒］です。元のドキュメントの［カラーモード］設定に関わら
ず、バーチャルキューに追加されたすべてのジョブがこの設定に
従って出力されます。混合のジョブは、カラークラスタに送信され
ます。

高彩度カラー

一部のプリンタでは、より高度なカラーマネージメント設定が行え
ます。より高度なカラーマネージメント設定に対応したプリンタに
のみ送信可能な制約のあるカラー印刷ジョブを実行する場合、［高
彩度カラー］チェックボックスをオンにします。
［カラーモード］が［白黒］の場合、［高彩度カラー］チェックボッ
クスはグレーアウト表示となり、選択できません。［カラーモード］
が［混合］で、［高彩度カラー］チェックボックスがオンの場合は、
正しく印刷するために、高彩度カラー印刷対応のカラークラスタに
ジョブを送信します。［カラーモード］が［混合］で、［高彩度カ
ラー］チェックボックスがオフの場合は、正しく印刷するために、
ジョブはカラークラスタに送信します。
詳細は、「クラスタを新規に作成する」（p. 5-73）をご覧くださ
い。元のドキュメントの［高彩度］設定に関わらず、バーチャル
キューに追加されたすべてのジョブがこの設定に従って制限されま
す。
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無効を選択した場合 .. 

選択したプリンタでジョブを処理すると、Queueレベルの部門管理設定
はジョブに適用されず、ジョブは普通に処理されます。

有効を選択した場合 ..

ジョブをプリンタまたはバーチャルキューにドラッグ＆ドロップします。
ジョブチケットの部門管理設定が有効な場合は、プリンタモニタにより入
力された値を上書きします。ジョブチケットに有効な部門管理設定がなく、
バーチャルキューに有効な部門管理設定がある場合は、プリンタモニタに
より入力された値が上書きされます。

部門管理が、バーチャルキューに割り当てられたプリンタによってサポー
トされる場合、またバーチャルキーエディタの［パスワード］フィールド
が空欄の場合、パスワードフィールドに値を入力するように促すポップ
アップ画面が表示されます。バーチャルキューエディタを開きパスワード
を入力する、または［無効］オプションを選択して続行します。

認証されると、ジョブは指定された部門名に変更されます。部門名に該当
する部門がなく、エンジン設定により認証されていない名前が許可される
場合、または部門名フィールドが空欄の場合は、部門名を「Public」とし
てジョブをプリントすることができます。

エンジン設定により認証されていない部門名が許可されない場合は、コン
トローラーによりジョブがキャンセルされ印刷されません。この場合、
ジョブチケットを再送信する必要があります。両方のフィールドに有効な
値を入力する、または［無効］オプションを選択して新規ジョブとして処
理します。

無効 

ラジオボタン。初期設定はこの値が選択されています。プリンタの
モニタレベルの部門管理設定は、このプリンタに送信されるジョブ
に適用されません。部門名およびパスワードフィールドはグレーア
ウトされます。

有効
ラジオボタン。このボタンを選択すると、プリンタに送信された
ジョブに、以下の 2つのフィールドに入力された値が適用されま
す。

部門名
テキストボックス。対象のプリンタでパスワードのみの部門管理が
サポートされ有効な場合は、このフィールドは値を入力しても空欄
のままでもどちらでもかまいません。

パスワード テキストボックス。有効を選択した場合は、パスワードを入力しま
す。
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4. ジョブ詳細

ジョブがサードパーティ製アプリケーションからQueue に送信される場
合は、Queueで編集できない追加のジョブ詳細が含まれている可能性が
あります。通常、これらのフィールドはプリントショップのオペレーター
が、ショップの関連情報（アカウント ID、第 2の連絡先など）をジョブチ
ケットに追加するために使用されます。この情報は読み取り専用で、
Queueで編集することはできません。初期設定は空白（文字なし）です。

基本設定
［基本設定］には、4つのサブメニューがあります。

1. 部数

ドロップダウンメニューから部数を選択して設定します。バーチャル
キューに追加されたすべてのジョブが、設定した部数で出力されます。0
～ 9,999 の値を選択できます。初期設定は0です。［部数］の値を指定し
て、ジョブをバーチャルキューにドラッグすると、その値は初期設定の0
に置き換わるため、手動で再度入力する必要はありません。

2. ソート

初期設定ではチェックボックスがチェックされ、［ソート］が設定されてい
ます。元のドキュメントの［ソート］設定に関わらず、バーチャルキュー
に追加されたすべてのジョブがこの設定に従って出力されます。ソートを
行わない場合は、チェックを外します。

3. 仕分け

［仕分け］を設定する場合は、チェックボックスをオンにします。元のド
キュメントの［仕分け］設定に関わらず、バーチャルキューに追加された
すべてのジョブがこの設定に従って出力されます。

4. 紙設定

用紙名

初期設定は［値なし］です。ドロップダウンリストから値を選択で
きます。詳細は、「用紙名と用紙名選択の使用」（p. 5-20）をご覧
ください。ここで選択する値は、バーチャルキューに送信されるす
べてのジョブに適用されます。

用紙名選択

このボタンをクリックすると、用紙カタログ参照用フィルタが表示
されます。
このオプションの使用の詳細は、「用紙名と用紙名選択の使用」
（p. 5-20）をご覧ください。

出力サイズ

ドロップダウンメニューから出力用紙サイズを選択します。［値な
し］を選択することもできます。元のドキュメントの［出力サイ
ズ］設定に関わらず、バーチャルキューに追加されたすべてのジョ
ブがこの設定に従って出力されます。
Printgroove POD Queue 5-81



Printgroove POD Queue ツール 5
レイアウト設定
［レイアウト設定］にはサブメニューがありません。2つの設定項目があり
ます。

1.1 枚集約

［1枚集約］を設定する場合は、チェックボックスをオンにします。元のド
キュメントの［1枚集約］設定に関わらず、バーチャルキューに追加され
たすべてのジョブがこの設定に従って出力されます。

2. 印刷種類

ドロップダウンメニューから紙色を選択します。（初期設定は［片面］で
す）。元のドキュメントの［印刷種類］設定に関わらず、バーチャルキュー
に追加されたすべてのジョブがこの設定に従って出力されます。

用紙種類

ドロップダウンメニューから［用紙種類］を選択します。［値なし］
を選択することもできます。元のドキュメントの［用紙種類］の設
定に関わらず、バーチャルキューに追加されたすべてのジョブがこ
の設定に従って出力されます。

給紙トレイ

ドロップダウンメニューから［給紙トレイ］を選択します。元のド
キュメントの［給紙トレイ］設定に関わらず、バーチャルキューに
追加されたすべてのジョブがこの設定に従って出力されます。初期
設定では［自動］が選択されています、つまり、プリンタは、ジョ
ブをプリントするときに、［自動］トレイを使用します。

坪量

ドロップダウンメニューから［坪量］を選択します。［値なし］を
選択することもできます。元のドキュメントの［坪量］設定に関わ
らず、バーチャルキューに追加されたすべてのジョブがこの設定に
従って出力されます。

紙色

ドロップダウンメニューから［紙色］を選択します。［値なし］を
選択することもできます。元のドキュメントの［紙色］の設定に関
わらず、バーチャルキューに追加されたすべてのジョブがこの設定
に従って出力されます。［ユーザー定義色］オプションの詳細は、
「5. 紙設定」（p. 5-19）の［紙色］の詳細をご覧ください。

穴あき紙
［穴あき紙］を［オン］に設定すると、元のドキュメントの穴あき
紙の設定に関わらず、バーチャルキューに追加されたすべてのジョ
ブが穴あき紙を使用して出力されます。
Printgroove POD Queue 5-82



Printgroove POD Queue ツール 5
表紙設定
［表紙設定］には3つのサブメニューがあります。 

1. オモテ表紙

チェックボックスをオンにして、［オモテ表紙］を設定します。［白紙］ま
たは［印刷］を選択します。元のドキュメントのオモテ表紙設定に関わら
ず、バーチャルキューに追加されたすべてのジョブがこの設定に従って出
力されます。

2. ウラ表紙

チェックボックスをオンにして、［ウラ表紙］を設定します。［白紙］また
は［印刷］を選択します。元のドキュメントのオモテ表紙設定に関わらず、
バーチャルキューに追加されたすべてのジョブがこの設定に従って出力さ
れます。

以下の値は、［オモテ表紙］と［ウラ表紙］の両方に設定できます。

用紙名

初期設定は［値なし］です。ドロップダウンリストから値を選択で
きます。詳細は、「用紙名と用紙名選択の使用」（p. 5-20）をご覧
ください。ここで選択する値は、バーチャルキューに送信されるす
べてのジョブに適用されます。

用紙名選択

このボタンをクリックすると、用紙カタログ参照用フィルタが表示
されます。
このオプションの使用の詳細は、「用紙名と用紙名選択の使用」
（p. 5-20）をご覧ください。

給紙トレイ

ドロップダウンメニューから［給紙トレイ］を選択します。元のド
キュメントの［給紙トレイ］設定に関わらず、バーチャルキューに
追加されたすべてのジョブがこの設定に従って出力されます。初期
設定では［自動］が選択されています。つまり、プリンタは、ジョ
ブをプリントするときに、［自動］トレイを使用します。

出力サイズ

ドロップダウンメニューから出力用紙サイズを選択します。［値な
し］を選択することもできます。元のドキュメントの出力サイズ設
定に関わらず、バーチャルキューに追加されたすべてのジョブがこ
の設定に従って出力されます。

用紙種類

ドロップダウンメニューから［用紙種類］を選択します。［値なし］
を選択することもできます。元のドキュメントの［用紙種類］の設
定に関わらず、バーチャルキューに追加されたすべてのジョブがこ
の設定に従って出力されます。

紙色

ドロップダウンメニューから［紙色］を選択します。［値なし］を
選択することもできます。元のドキュメントの［紙色］の設定に関
わらず、バーチャルキューに追加されたすべてのジョブがこの設定
に従って出力されます。［ユーザー定義色］オプションの詳細は、
「5. 紙設定」（p. 5-19）の［紙色］の詳細をご覧ください。

坪量

ドロップダウンメニューから［坪量］を選択します。［値なし］を
選択することもできます。元のドキュメントの［坪量］設定に関わ
らず、バーチャルキューに追加されたすべてのジョブがこの設定に
従って出力されます。
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3. PI カバー

チェックボックスをオンにして、［表カバー］を設定します。ドロップダウ
ンメニューからPI トレイを選択します。枚数がテキストフィールドに表示
されます。このフィールドに、各ドキュメントの表カバーとしてPI トレイ
から給紙される用紙の枚数を入力します。元のドキュメントの表カバー設
定に関わらず、バーチャルキューに追加されたすべてのジョブがこの設定
に従って出力されます。

チェックボックスをオンにして、［裏カバー］を設定します。ドロップダウ
ンメニューからPI トレイを選択します。枚数がテキストフィールドに表示
されます。このフィールドに、各ドキュメントの裏カバーとしてPI トレイ
から給紙される用紙の枚数を入力します。元のドキュメントの裏カバー設
定に関わらず、バーチャルキューに追加されたすべてのジョブがこの設定
に従って出力されます。

仕上げ設定
［仕上げ設定］には4つのサブメニューがあります。

1. 紙設定

とじ位置

チェックボックスをオンにして、［とじ位置］を設定します。ド
ロップダウンメニューから位置を選択します。（初期設定は［自動］
です）。元のドキュメントのとじ位置設定に関わらず、バーチャル
キューに追加されたすべてのジョブがこの設定に従って出力されま
す。

中とじ
［中とじ］を設定する場合は、チェックボックスをオンにします。
元のドキュメントの［中とじ］設定に関わらず、バーチャルキュー
に追加されたすべてのジョブがこの設定に従って出力されます。

断裁
［断裁］を設定する場合は、チェックボックスをオンにします。元
のドキュメントの［断裁］設定に関わらず、バーチャルキューに追
加されたすべてのジョブがこの設定に従って出力されます。

ステープル

［ステープル］を設定する場合は、チェックボックスをオンにしま
す。ドロップダウンメニューからステープルの数を選択します。ス
テープルの数はとじ位置の設定によって異なります。元のドキュメ
ントの［ステープル］設定に関わらず、バーチャルキューに追加さ
れたすべてのジョブがこの設定に従って出力されます。

パンチ穴

［パンチ穴］を設定する場合は、チェックボックスをオンにします。
ドロップダウンメニューからパンチ穴の数を選択します。元のド
キュメントの［パンチ］設定に関わらず、バーチャルキューに追加
されたすべてのジョブがこの設定に従って出力されます。

折り

［折り］を設定する場合は、チェックボックスをオンにします。ド
ロップダウンメニューから折りのタイプを選択します。元のドキュ
メントの［折り］設定に関わらず、バーチャルキューに追加された
すべてのジョブがこの設定に従って出力されます。

リングバインド チェックボックスをオンにすると、この項目が設定できます。設定
を行わない場合は、チェックを外します。

オモテ表紙印刷面
リングバインドのチェックボックスが選択されている場合に設定さ
れます。［内印刷］、［外印刷］の 2つのラジオボタンがあります。
初期設定は［外印刷］です。
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2. くるみ製本

［くるみ製本］を設定する場合は、チェックボックスをオンにします。
チェックボックスをオンにすると、さらに設定項目が表示されます。これ
らの設定については、「2. くるみ製本」（p. 5-29）をご覧ください。元の
ドキュメントのくるみ製本設定に関わらず、バーチャルキューに追加され
たすべてのジョブがこの設定に従って出力されます。

3. リングバインド

［リングバインド］にはサブメニューがありません。設定は1つです。

4. 排紙設定

［排紙設定］にはサブメニューがありません。4つの設定項目があります。

ウラ表紙印刷面
リングバインドのチェックボックスが選択されている場合に設定さ
れます。［内印刷］、［外印刷］の 2つのラジオボタンがあります。
初期設定は［内印刷］です。

リングバインド チェックボックスをオンにすると、この項目が設定できます。設
定を行わない場合は、チェックを外します。

オモテ表紙印刷面
リングバインドのチェックボックスが選択されている場合に設定
されます。［内印刷］、［外印刷］の 2つのラジオボタンがありま
す。初期設定は［外印刷］です。

ウラ表紙印刷面
リングバインドのチェックボックスが選択されている場合に設定
されます。［内印刷］、［外印刷］の 2つのラジオボタンがありま
す。初期設定は［内印刷］です。

排紙モード

ドロップダウンメニューから項目を選択します。（初期設定は
［フェイスダウン（正順）］です。）元のドキュメントの排紙設定に
関わらず、バーチャルキューに追加されたすべてのジョブがこの設
定に従って出力されます。

排紙トレイ
ドロップダウンメニューから項目を選択します。（初期設定は［自
動］です）。バーチャルキューに追加されたすべてのジョブが、選
択したトレイで出力されます。

上積み許可

インストールされている大容量スタッカを使用して排紙する場合
は、チェックボックスをオンにします。大容量スタッカに別のプリ
ントジョブが残っている状態でも、大容量スタッカに排紙すること
ができます。［上積み許可］を設定する場合は、チェックボックス
をオンにします。元のドキュメントの［上積み許可］設定に関わら
ず、バーチャルキューに追加されたすべてのジョブがこの設定に
従って出力されます。

分割仕上げ

出力を分割する場合は、チェックボックスをオンにします。チェッ
クボックスをオンにすると、指定枚数ごとにステープルを設定でき
ます。10ページあるジョブを 5ページごとにまとめてステープル
する場合には、［分割仕上げ］にチェックし、［セクション毎のペー
ジ数］に「5」と入力します。この場合、1～ 5ページ、6～ 10
ページがそれぞれまとめてステープルされます。元のドキュメント
の出力を分割設定に関わらず、バーチャルキューに追加されたすべ
てのジョブがこの設定に従って出力されます。
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ページ単位設定
［ページ単位設定］には1つの項目があります。

1. ページ単位設定

ページ単位設定の詳細画面が表示されます。 

ページ単位設定

チェックボックスをオンにすると、この項目が設定できます。設定
された［ページ単位設定］はメインテーブルに保存されます。［上
へ］、［下へ］をクリックすると、リスト表示内の順位を移動できま
す。設定を追加、変更、削除するには、［追加］、［編集］、［削除］
をクリックします。

ページ番号

設定を適用するページを指定します。両面印刷や小冊子印刷の際、
オモテ面に印刷したいページがある場合、そのページを指定しま
す。複数のページ番号を指定する場合は、ページ番号をカンマで区
切ります（1,2,3,4）。連続した複数のページ番号を指定する場合は
ハイフンで範囲を指定します（1-5, 6-9）。このフィールドの最大
入力文字数は 20文字です。これには、カンマとハイフンが含まれ
ます。

印刷種類

ドロップダウンメニューには、［本文と同じ］、［白紙挿入］、［1
ページ目の前に白紙挿入］、［片面印刷］、［両面印刷］の 5つの項
目があります。初期設定は［本文と同じ］です。いずれかの挿入オ
プションが選択されていると、［ページ単位設定］フィールドが追
加されます。1～ 500 の空白のページを追加できます。設定は変
更することができます。

給紙トレイ ドロップダウンリストからトレイを選択します。初期設定は［本文
と同じ］です。設定は変更することができます。

用紙名
初期設定は［値なし］です。ドロップダウンリストから値を選択で
きます。詳細は、「用紙名と用紙名選択の使用」（p. 5-20）をご覧
ください。

用紙名選択

このボタンをクリックすると、用紙カタログ参照用フィルタが表示
されます。
このオプションの使用の詳細は、「用紙名と用紙名選択の使用」
（p. 5-20）をご覧ください。

ステープル ドロップダウンリストから設定を選択します。初期設定は［本文と
同じ］です。設定は変更することができます。

ステープル終了
指定した範囲のページをステープルする場合、その範囲を［ページ
番号］フィールドと選択したチェックボックスで指定する必要があ
ります。

パンチ穴

ドロップダウンリストから設定を選択します。初期設定は［本文と
同じ］です。設定は変更することができます。［オン］を選択した
場合、［ページ単位パンチ穴設定］ドロップダウンメニューから、
パンチ穴の数を指定します。このメニューは、［ページ単位設定］
チェックボックスの右側にあります。［オフ］を選択している場合、
設定は保存されません。必要に応じて設定を変更します。

メモ）［本文と同じ］は、ジョブチケットの設定と同じ設定を意味
します。ジョブチケットでステープルを設定していた場合、［ペー
ジ毎設定］で［本文と同じ］を選択すると、ジョブチケットのス
テープル設定に従って、指定した範囲がステープルされます。

文書サイズ、とじ位置 現在、これらのオプションは設定されていません。
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画像品質設定
［画像品質設定］には2つのサブメニューがあります。

1. 画像品質設定

画像品質設定は、ジョブのカラータイプに基づいて行われます。3つのラ
ジオボタンが表示され、［白黒］、［カラー］および［混合］のカラータイプ
から選択できます。これらを［印刷オプション］と呼びます。詳細な画像
品質は、［全般］、［スクリーニング］、および［アウトライン］の3つのタ
ブで設定します。タブをクリックすると、詳細が表示されます。表示され
る詳細は、選択した［印刷オプション］によって異なります。選択可能な
［全般タブ］の設定は、以下のとおりです。各設定が表示される［印刷オプ
ション］を示します。

全般タブ

用紙種類 ドロップダウンリストから用紙種類の設定を選択します。初期設定
は［値なし］です。設定は変更することができます。

坪量
ドロップダウンメニューから［値を入れてください］を選択して、
坪量を入力します。40～ 350 g/m2 の範囲で坪量を入力します。
初期設定は［値なし］です。

紙色

ドロップダウンリストから紙色の設定を選択します。初期設定は
［値なし］です。設定は変更することができます。［ユーザー定義］
オプションの詳細は、「5. 紙設定」（p. 5-19）の［紙色］の詳細を
ご覧ください。

穴あき紙の使用 ドロップダウンリストから設定を選択します。初期設定は、［オフ］
です。設定は変更することができます。

タブ種類

ジョブに適用するタブの種類を選択します。初期設定は、［なし］
です。以下のオプションが使用できます。［タブ 1］、［タブ 2］、
［タブ 3］、［タブ 4］、［タブ 5］、［タブ 6］、［タブ 7］、［タブ 8］、
［タブ 9］、［タブ 10］、［タブ 11］、［タブ 12］、［タブ 13］、［タブ
14］、［タブ 15］。タブ印刷の詳細は、付録Aをご覧ください。

印刷濃度 スライダを左右に動かして、「-5」（最も薄く）から「1」（最も濃
く）の 7段階から印刷濃度を設定します。（白黒、カラー、混合）

解像度 初期設定は 1200dpi です。ドロップダウンメニューで設定を変更
できます。（白黒、カラー、混合）

1ドットライン強調 この設定を適用する場合は、チェックボックスをオンにします。
（カラー、混合）

画像品質 この設定を適用する場合は、チェックボックスをオンにします。初
期設定は［通常］です。（カラー、混合）

トーンカーブ使用

この設定を適用する場合は、チェックボックスをオンにします。こ
のチェックボックスがオンの場合に［トーンカーブ］をサポートす
るプリンタにジョブを移動すると、適用する［トーンカーブ］をド
ロップダウンから選択するよう促すポップアップが開きます。この
オプションを選択すると、ジョブに［自動モード］を使用すること
ができません。（白黒、混合）
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スクリーニングタブ

トナー節約

［トナー節約］チェックボックスをオンにすると、トナー節約が設
定されます。プリントジョブの［トナー節約］設定がドロップダウ
ンメニューに表示されます。初期設定は［タイプ 1］です。ドロッ
プダウンオプションの変更やチェックボックスのチェックを外すこ
とができます。初期設定はオフに設定されています。（白黒、カ
ラー、混合）

スムージング

［スムージング］チェックボックスをオンにすると、スムージング
が設定されます。プリントジョブのスムージング設定がドロップダ
ウンメニューに表示されます。初期設定は［タイプ 1］です。ド
ロップダウンオプションの変更やチェックボックスのチェックを外
すことができます。初期設定はオフに設定されています。（白黒、
カラー、混合）

グロス

初期設定では、このオプションは表示されません。設定の切り替え
により、有効にできます。詳細は、付録Bをご覧ください。
チェックボックスをオンにすると、この項目が設定できます。初期
設定はオフに設定されています。（カラー、混合）

スクリーン設定

［値なし］、［スクリーン］、［カスタムスクリーン］の 3つの設定項
目があります。ラジオボタンを選択し、次に選択したオプションの
下にある設定項目から選択します。初期設定は［値なし］です。
［カスタムスクリーン］を選択した場合、カラークラスタでジョブ
を処理できません。（白黒、カラー、混合）

コントローラースクリー
ン

この項目は、［スクリーン］が選択されている場合のみ、有効です。
このオプションが選択されている場合は、ドロップダウンから値を
選択します。初期設定は［文字］です。（白黒、混合）

エンジンスクリーン
この項目は、［スクリーン］が選択されている場合のみ、有効です。
この項目が選択されている場合は、［画像］および［文字／グラ
フィックス］ドロップダウンから値を選択します。（カラー、混合）

画像
このオプションは、［エンジンスクリーン］が選択されている場合
のみ、有効です。ドロップダウンリストから値を選択します。（カ
ラー、混合）

文字／グラフィックス
このオプションは、［エンジンスクリーン］が選択されている場合
のみ、有効です。ドロップダウンリストから値を選択します。（カ
ラー、混合）

ドット形状（C、M、Y、
K）

この項目は、［カスタムスクリーン］が選択されている場合のみ、
有効です。このオプションが選択されている場合は、ドロップダウ
ンリストから値を選択します。4つの値すべての初期設定は［円］
です。［K］のみが白黒の文書に有効です。

スクリーン線数（C、
M、Y、K）

この項目は、［カスタムスクリーン］が選択されている場合のみ、
有効です。このオプションが選択されている場合は、ドロップダウ
ンリストから値を選択します。4つの値すべての初期設定は［120 
lpi］です。

スクリーン角度（C、
M、Y、K）

このオプションは、［カスタムスクリーン］が選択されている場合
のみ、有効です。このオプションが選択されている場合は、ドロッ
プダウンリストから値を選択します。初期設定は、［C］ = 
［15°］、［M］ = ［75°］、［Y］ = ［0°］、［K］ = ［45°］です。

CIE 色空間を使用 項目を設定するには、チェックボックスをオンします。（白黒、混
合）
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アウトラインタブ

2. 画像シフト：設定

輪郭処理 この設定を適用する場合は、チェックボックスをオンにします。
（カラー、混合）

強調 この設定を適用する場合は、チェックボックスをオンにします。
（カラー、混合）

細線強調

チェックボックスをオンにすると、この項目が設定できます。プリ
ントジョブの［細線強調］設定がドロップダウンメニューに表示さ
れます。初期設定は［オフ］です。ドロップダウンオプションの変
更やチェックボックスのチェックを外すことができます。（カラー、
混合）

補正 / 強調対象

初期設定では、この項目は表示されません。チェックボックスをオ
ンにすると、［強調］、［細線強調］または［補正 / 強調対象］の両
方のドロップダウンリストが有効になります。ドロップダウンリス
トから値を選択します。初期設定は［文字］です。（白黒、カラー、
混合）

画像シフト：設定

3つのラジオボタンがあります。初期設定は、［オフ］です。［オ
フ］を選択した場合は、［オモテ］および［ウラ］設定オプション
は使用できません。［オモテ］を選択した場合、［オモテ］オプショ
ンを使用できます。［オモテ / ウラ］を選択した場合、オモテ、ウ
ラ両方の設定項目を使用できます。

オモテ（右シフト） 設定範囲は、-250 - 250 mmです。初期設定は、0.0 です。

表面（上 - 下） 設定範囲は、-250 - 250 mmです。初期設定は、0.0 です。

ウラ（右シフト） 設定範囲は、-250 - 250 mmです。初期設定は、0.0 です。

ウラ（下シフト） 設定範囲は、-250 - 250 mmです。初期設定は、0.0 です。
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5.6.2 バーチャルキューエディタ：操作方法

バーチャルキューを新規に作成する

1 ［ファイル］メニューから［新規］→［バーチャルキュー］を選択し
ます。または、送信先パネル上のバーチャルキューアイコンを右ク
リックし、表示されたドロップダウンメニューから［新規］を選択し
ます。

2 ［バーチャルキュー名］に、バーチャルキュー名を入力します。バー
チャルキュー名は必須入力項目です。他のバーチャルキューと同じ名
前を指定することはできません。

2
ご注意

文字列の入力方法については、「テキスト入力方法」（p. 4-5）をご覧く
ださい。

3 設定項目メニューから［プリンタ］を選択します。ディスプレイパネ
ルで、新規のバーチャルキューを割り当てるプリンタを選択します。

4 必要に応じて、［設定項目］メニューでバーチャルキューの設定を行
います。

5 ［保存］をクリックします。機能制限を示すメッセージが表示された
場合は、［OK］をクリックし、機能制限が生じないようにバーチャル
キューの設定を修正し、再度［保存］をクリックします。

6 機能制限の問題がない場合は、バーチャルキューエディタが閉じま
す。 送信先パネルに新規の［バーチャルキュー］アイコンが表示され
ます。

2
ご注意

設定を無効にしたプリンタがクラスタで使用されている場合、バーチャ
ルキューも使用できなくなります。詳細は、「プリンタを有効にする」
（p. 3-64）をご覧ください。
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バーチャルキューを編集する

1 送信先パネル上のバーチャルキューアイコンを右クリックし、表示さ
れたドロップダウンメニューから［編集］を選択します。

2
ご注意

選択したクラスタを他のユーザーが使用している場合は、バーチャル
キューがロックされていることを通知するメッセージが表示されます。

2 バーチャルキュー名は変更できません。変更する場合は、バーチャル
キューを作成し直します。

3 必要に応じて、［バーチャルキュー］の設定を修正します。

4 ［キャンセル］をクリックすると、修正された内容は保存されません。
［保存］をクリックします。［バーチャルキュー］の設定が変更され保
存されます。機能制限を示すメッセージが表示された場合は、［OK］
をクリックし、機能制限が生じないようにバーチャルキューの設定を
修正し、再度［保存］をクリックします。

5 問題がない場合は、バーチャルキューエディタが閉じます。

バーチャルキューを削除する

1 送信先パネル上のバーチャルキューアイコンを右クリックし、表示さ
れたドロップダウンメニューから［削除］を選択します。

2 確認画面が表示されます。［OK］をクリックすると、バーチャル
キューは削除されます。処理中のジョブは、キャンセルされ完了ジョ
ブパネルに移動します。確認画面で［キャンセル］をクリックする
と、バーチャルキューは削除されません。
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5.7 プリンタモニタ
Printgroove POD Queueでは、検知した各プリンタのさまざまな詳細
をモニターすることができます。

プリンタモニタツールは、環境設定、カウンタ、エンジンメモリ、給紙 /
排紙トレイ、フィニッシングオプションの確認に使用します。また、プリ
ンタモニタツールからプリンタのホストユーティリティを起動することも
できます。ホストユーティリティでは、プリンタ名、場所、連絡先を確認
することができます。

［プリンタモニタ］画面を開くには、送信先パネルのプリンタアイコンをダ
ブルクリックします。

プリンタモニタは4つのセクションに分かれています。各部の概要は以下
のとおりです。

1：設定項目

設定カテゴリを表すボタンが8つあり、 クリックすると設定表示パネルに
設定が表示されます。

1

2

4

3
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2：クイックビュー

このパネルは、すべてのプリンタモニタ画面に表示されます。以下のプリ
ンタデータが表示されます。

- 状態： プリンタのステータスが表示されます。

- プリンタエラー： エラーがある場合は、ここに表示されます。

- IP アドレス： プリンタの IPアドレスが表示されます。

- プリンタ名： ホストユーティリティでユーザーが指定します。

- 設置場所： ホストユーティリティでユーザーが指定します。

- プリンタモデル情報

- キュー中のジョブ数：出力待ちのジョブの数が表示されます。

- 予想待ち時間： キューの中のすべてのジョブを実行するのにかか
る時間が表示されます。

- 連絡先： ホストユーティリティでユーザーが指定します。

- カラー印刷： 白黒またはカラー印刷であるかが表示されます。

- デバイス状態： Printgroove POD Queue上で［有効］または
［無効］が表示されます。

3：設定表示パネル

設定項目をクリックすると、対応した設定項目がこのパネルに表示されま
す。

4：プリンタイメージ

プリンタのビットマップイメージがここに表示されます。すべてのインス
トールされたオプションも表示されます。このビットマップイメージはす
べてのプリンタモニタ画面に表示されます。
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5.7.1 プリンタモニタ：設定項目
プリンタモニタに表示される多くのプリンタに関する情報は、固定的です。
各設定項目は、以下のとおりです。

オプション
Printgroove POD Queueが適正に［自動モード］を実行し、推奨パネ
ルで推奨デバイスを判定するためには、どのフィニッシングオプションが
各プリンタにインストールされているのかを認識する必要があります。検
出されたプリンタまたは手動で追加したすべてのプリンタのフィニッシン
グオプションを［オプション］パネルからインストールします。

1 送信先パネル上のプリンタアイコンをダブルクリックし、プリンタモ
ニタ画面を開きます。初期設定では、［オプション］画面が表示され
ます。

2 ［使用可能オプション］からフィニッシングオプションを選択し、［追
加］をクリックします。追加されたオプションが［インストールされ
ているオプション］に移動します。すべての必要なオプションが移動
するまで、この手順を繰り返します。

3 オプションを取り外す場合は、取り外すフィニッシングオプションを
［インストールされているオプション］から選択して、［削除］をク
リックします。取り外されたオプションは［使用可能オプション］に
移動します。
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2
ご注意

SNMPまたは JDFを使用して検知されたプリンタは、自動的にオプ
ション構成が反映されます。プリンタによっては、すべてのオプション
を検知できない場合があります。その場合は、手動でオプション構成を
設定する必要があります。

bizhub PRO C6500 と IC-408 プリンタコントローラの場合、FS-
607 と FS-520 フィニッシャーは自動的に検出されません。これらの
フィニッシャーは手動で追加してください。

仕上げ機能
プリンタモニタは、プリンタの仕上げ機能に関する情報を表示することが
できます。この情報を表示する手順は、以下のとおりです。

1 送信先パネル上のプリンタアイコンをダブルクリックし、プリンタモ
ニタ画面を開きます。

2 ［仕上げ機能］を選択します。
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3 ［仕上げ機能］一覧に、すべてのフィニッシングオプションと、プリ

ンタ対応が表示されます。一覧に表示される項目は以下のとおりで
す。

‒ ステープル

‒ バインディング

‒ パンチ

‒ ソート

‒ オフセット

‒ 折り

‒ トリム

‒ 給紙

2
ご注意

これらのフィールドの設定値は、プリンタから読み込まれます。設定値
が有効ではない場合、フィールドは空欄になります。フィールドが空欄
の場合、Printgroove POD Queueは、プリンタを推奨せず、印刷
ジョブを自動的に送信しません。

給紙トレイ
プリンタモニタはプリンタの給紙トレイに関する情報を表示することがで
きます。この情報を表示する手順は、以下のとおりです。

1 送信先パネル上のプリンタアイコンをダブルクリックし、プリンタモ
ニタ画面を開きます。
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2 ［給紙トレイ］を選択します。

3 ［給紙トレイ］一覧に、以下の項目が表示されます。

‒ トレイ

‒ トレイタイプ

‒ トレイ状態

‒ 用紙残量

‒ 出力サイズ

‒ 用紙送り方向

‒ 用紙種類

2
ご注意

手動で追加したプリンタ、または非対応プリンタの情報が表示されない
場合があります。このような場合、これらのフィールドは空欄になりま
す。フィールドが空欄の場合、Printgroove POD Queue は、プリン
タを推奨せず、印刷ジョブを自動的に送信しません。
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排紙トレイ
プリンタモニタはプリンタの排紙トレイに関する情報を表示することがで
きます。この情報を表示する手順は、以下のとおりです。

1 送信先パネル上のプリンタアイコンをダブルクリックし、プリンタモ
ニタ画面を開きます。

2 ［排紙トレイ］を選択します。

3 ［排紙トレイ］一覧に、以下の項目が表示されます。

‒ トレイ名称

‒ トレイタイプ

2
ご注意

手動で追加したプリンタ、または非対応プリンタの情報が表示されない
場合があります。このような場合、これらのフィールドは空欄になりま
す。フィールドが空欄の場合、Printgroove POD Queue は、プリン
タを推奨せず、印刷ジョブを自動的に送信しません。
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エンジンカウンタ
プリンタモニタはプリンタのエンジンカウンタに関する情報を表示するこ
とができます。この情報を表示する手順は、以下のとおりです。

1 送信先パネル上のプリンタアイコンをダブルクリックし、プリンタモ
ニタ画面を開きます。

2 ［エンジンカウンタ］を選択します。

3 ［エンジンカウンタ］一覧に、以下の項目が表示されます。

‒ 印刷カウント

‒ PMカウンタ

‒ ドラムカウント・シアン

‒ ドラムカウント・イエロー

‒ ドラムカウント・マゼンタ

‒ ドラムカウント・ブラック
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記憶装置
プリンタモニタはプリンタの保管に関する情報を表示することができます。
この情報を表示する手順は、以下のとおりです。

1 送信先パネル上のプリンタアイコンをダブルクリックし、プリンタモ
ニタ画面を開きます。

2 ［記憶装置］を選択します。

3 ［記憶装置］一覧に、以下の項目が表示されます。

‒ タイプ

‒ 説明

‒ サイズ

‒ 使用量
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設定
プリンタモニタの設定項目には、［プリンタ情報］、［バナーページ印刷オプ
ション］、［部門管理］、［ページ単位の用紙属性］の4つのサブメニューが
あります。初期設定では、［プリンタ情報］が表示されます。 

プリンタ情報

登録、カスタマイズ、プリンタの優先順、デバイスキュー名、縮小冊子
（追加機能）、高彩度カラー印刷（製品特徴）の6種類の設定を設定できま
す。

1. 登録

プリンタによっては、ジョブを送信するためにユーザ IDとパスワードが必
要になります。Printgroove POD Queueでプリンタを［有効］にする
際に、［ユーザ ID］と［パスワード］を設定するようメッセージが表示さ
れた場合は、この画面で設定します。［ユーザ ID］と［プリンタパスワー
ド］を1度設定すると、プリンタ側でユーザ IDとプリンタパスワードが
変更されない限り変更の必要はありません。

2
ご注意

コニカミノルタ製プリンタでは、パスワード機能を設定しておくと、
［ユーザ ID］と［プリンタパスワード］の設定値は、デバイスに依存し
ます。詳細はプリンタのユーザーズガイドをご覧ください。
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プリンタを有効にすると、この設定が必要かどうかを知らせるポップアッ
プ画面が表示されます。プリンタを有効にするには、この情報を入力する
必要があります。

設定を行う手順は、以下のとおりです。

1 送信先パネル上のプリンタアイコンをダブルクリックし、プリンタモ
ニタ画面を開きます。

2 ［設定］をクリックして画面を開きます。

3 ［ユーザ ID］と［プリンタパスワード］を入力します。

4 ［保存］をクリックします。情報が保存されます。プリンタは有効に
設定されます。

5 送信先パネルでプリンタアイコンを右クリックして、ドロップダウン
メニューから［有効］を選択します。［ユーザ ID］と［プリンタパス
ワード］が正しく入力された場合、プリンタは使用可能になります。
［ユーザ ID］と［プリンタパスワード］が正しく入力されなかった場
合は、プリンタを使用できません。この場合はシステム管理者にお問
い合わせください。
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2. カスタマイズ

3 つのクイックビューフィールドは、Printgroove POD Queue のプリン
タモニタを使ってカスタマイズされた設定値を表示します。 

［プリンタ名］、［設置場所］、［連絡先］の設定がプリンタモニタを通して設
定された場合、プリンタのホストユーティリティで入力した内容は上書き
されます。これらの新しい設定がローカルに保存された場合、ホストユー
ティリティの設定は上書きされません。

この設定を使用すると、リプログラフィック部門に関連するクイック
ビューを供給することができます。（詳細は、「情報パネル」（p. 4-12）を
ご覧ください）設定画面から入力されたプリンタ名が、送信先パネルでプ
リンタアイコンの下に表示され、さらにプリンタジョブパネルと選択パネ
ルのプリンタのフォルダ名として表示されます。

プリンタの設定を変更する方法は以下のとおりです。

1 送信先パネル上のプリンタアイコンをダブルクリックし、プリンタモ
ニタ画面を開きます。

2 ［設定］をクリックして画面を開きます。

3 必要に応じてフィールドに入力します。

4 ［保存］をクリックします。情報が保存されます。

3. プリンター優先順

［自動モード］が［オン］の場合、複数のプリンタで選択されたジョブを処
理できる場合があります。このような場合、プリンタの優先順として［通
常］（初期設定）と［高い］のいずれかを設定できます。［高い］が設定さ
れている場合で、ジョブの設定に適合した複数のプリンタがある場合、［自
動モード］で第一優先のプリンタが選択されます。

複数のプリンタが同じように［高い］に設定されている場合、［予想待ち時
間］の短いプリンタを選択します。

4. デバイスキュー名

サードパーティ製品には、Printgroove POD Queueとプリンタ間で伝
送されるデバイスキューに名前を設定する場合があります。このデバイス
キューはサードパーティ製のデバイスで作成されます。デバイスキューが
作成されると、適正なデータのやり取りのためにPrintgroove POD 
Queueにデバイスキュー名を登録する必要があります。デバイスキュー
名の登録が必要な場合は、プリンタ設定画面にフィールドが表示され、必
要に応じてデバイスキュー名を入力します。手動でサードパーティ製のプ
リンタをPrintgroove POD Queue に追加した場合でもデバイスキュー
名を指定できます。
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5. 縮小冊子（追加機能）

この設定の使用方法については、「縮小冊子（追加機能）」（p. 3-62）をご
覧ください。

縮小冊子機能を使用するには、対応するプリンターへのパッチのインス
トールまたはファームウェアアップデートが必要です。また、
Printgroove POD Queueユーザーはプリンターを有効にする必要があ
ります。プリンタがインストールされ、Printgroove POD Queueの送
信先パネルに表示されると、［縮小冊子］が設定可能になります。

1 送信先パネルでプリンタアイコンを選択します。

2 プリンタを有効にします（「プリンタを有効にする」（p. 3-64）をご
覧ください）。

3 プリンタアイコンを選択して右クリックメニューを表示し、［編集］
を選択する、またはプリンタアイコンをダブルクリックしてプリンタ
モニタを開きます。

4 ［設定］を選択し、設定画面を表示します。

5 画面下部に表示されている［追加機能： 縮小冊子］チェックボックス
をオンにします。

6 ［保存］をクリックします。プリンタモニタが終了し、縮小冊子機能
が有効になります。

6. 高彩度カラー印刷（製品特徴）

この設定の使用方法については、「高彩度カラー印刷（製品特徴）」
（p. 3-63）をご覧ください。

この機能を使用するには、Printgroove POD Queueユーザーは、イン
ストールされているC65hcのプリンタモニタを使用して、高彩度カラー
印刷を有効にする必要があります。これは、次のどちらの方法でも行うこ
とができます。

自動検出でC65hcを POD Queue に追加する場合 ..

1 送信先パネル上でC65hcのアイコンを選択します。

2
ご注意

プリンタを手動で追加する際、プリンタモデルとしてC65hc/IC-305
を選択します。
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2 プリンタを有効にします（「プリンタを有効にする」（p. 3-64）をご

覧ください）。

3 プリンタアイコンを選択して右クリックメニューを表示し、［編集］
を選択する、またはプリンタアイコンをダブルクリックしてプリンタ
モニタを開きます。

4 ［設定］を選択し、設定画面を表示します。

5 画面下部に表示されている［製品特徴： 高彩度カラー印刷］チェック
ボックスをオンにします。

6 ［保存］をクリックします。プリンタモニタが終了し、縮小冊子機能
が有効になります。

C65hcを手動でPOD Queueに追加する場合

1 「手動でプリンタを追加する」（p. 3-16）で説明されている手順を実
行します。

2 送信先パネル上でC65hcのアイコンを選択します。

3 プリンタを有効にします（「プリンタを有効にする」（p. 3-64）をご
覧ください）。

4 プリンタアイコンを選択して右クリックメニューを表示し、［編集］
を選択する、またはプリンタアイコンをダブルクリックしてプリンタ
モニタを開きます。

5 ［設定］を選択し、設定画面を表示します。

6 ［製品特徴： 高彩度カラー印刷］チェックボックスが画面下部に表示
されます。プリンタを手動で追加した場合は、このチェックボックス
は既にオンになっています。チェックボックスがオンになっているこ
とを確認します。オンの場合は、設定が有効となります。［閉じる］
をクリックします。

7 オフになっている場合は、チェックボックスをオンにして［保存］を
クリックします。プリンタモニタが終了し、高彩度カラー印刷が有効
になります。
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バナーページ印刷オプション

選択された用紙属性（バナーページの［印刷種類］を含む）を変更する機
能は、プリンタモニタによりプリンタレベルでサポートされます。そのた
め、バナーページ設定は、現在のバナーページの機能に関して、プリンタ
によって処理されたジョブに適用されます。

ジョブがプリンタにドラッグ＆ドロップされると、3箇所にバナーページ
設定が適用されます。

‒ バナーページが、［設定］→［操作設定］→［バナーページオプ
ション］により、システムレベルのみで設定されている場合、設
定はすべてのジョブに適用されます。

‒ バナーページが、［ジョブチケットエディタ］→［ジョブ設定］→
［ジョブ情報］→［バナーページ設定］により、ジョブチケットレ
ベルで設定されている場合、設定はシステムレベルの設定を上書
きし、各ジョブに適用されます。

‒ バナーページが、［バーチャルキューエディタ］→［ジョブ設定］
→［ジョブ情報］→［バナーページ設定］により、バーチャル
キューレベルで設定されている場合、設定はシステムレベルの設
定とジョブチケットレベルの設定を上書きし、Queueに処理さ
れる各ジョブに適用されます。

バナーページ設定がジョブ処理のレベルで有効になっている場合は、バ
ナーページ印刷オプションが選択されると、設定はジョブに適用されます。
選択したプリンタにより選択した給紙トレイがサポートされない場合、機
能制限を示すメッセージが表示されます。選択した給紙トレイのオプショ
ンをサポートするプリンタにジョブを送信する必要があります。または、
給紙トレイのオプションを変更して、選択したプリンタに一致させます。
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バナーページ設定がジョブ処理のレベルで無効になっている場合は、バ
ナーページが必要ないとされバナーページ印刷オプションは適用されませ
ん。

［保存］をクリックして、変更した値を適用します。

自動設定

ラジオボタン。初期設定。この項目が選択されている場合、バナー
ページの用紙属性は使用できません。以下の値が適用されます。バ
ナーページ設定［出力サイズ］：ジョブチケットで指定されたメイ
ンジョブの出力サイズがUSインチサイズの場合は、8 1/2 e 11
両面が使用されます。ジョブチケットで指定されたメインジョブの
出力サイズがメートル法のサイズである場合はA4両面が使用され
ます。他のすべての値は通常、［値なし］に設定されます。

カスタム設定を使用する ラジオボタン。この項目が選択されている場合、バナーページの用
紙属性選択オプションが表示され、選択できます。

出力サイズ ドロップダウンリストから値を選択します。初期設定は［8 1/2 e 
11］です。

用紙種類 ドロップダウンリストから値を選択します。初期設定は［値なし］
です。

給紙トレイ ドロップダウンリストから値を選択します。初期設定は［自動］で
す。

坪量 ドロップダウンリストから値を選択します。初期設定は［値なし］
です。

紙色 ドロップダウンリストから値を選択します。初期設定は［値なし］
です。

印刷種類 ドロップダウンリストから値を選択します。初期設定は［片面］で
す。
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部門管理

この機能を使用して、プリンタの部門管理を有効にします。部門管理が有
効なプリンタにジョブをドラッグすると、それらの設定はジョブチケット
に適用されます。ジョブチケットエディタを使用して、ジョブチケットの
部門管理が有効にされている場合（「3. 部門管理」（p. 5-13）をご覧くだ
さい）、それらの設定はプリンタ設定を上書きします。この機能が正しく動
くためには、プリンタが部門管理をサポートする必要があります。

値を選択した後、［保存］をクリックします。プリンタが部門管理をサポー
トしない場合は、メッセージ画面が表示されます。この場合、部門管理設
定は保存されません。

無効を選択した場合 .. 

選択したプリンタでジョブを処理すると、プリンタモニタレベルの部門管
理設定はジョブに適用されず、ジョブは普通に処理されます。

無効 

ラジオボタン。初期設定。選択されている場合、プリンタモニタレ
ベルの部門管理設定は、このプリンタに送信されるジョブに適用さ
れません。部門名フィールドとパスワードフィールドはグレーアウ
トされます。

有効
ラジオボタン。このボタンを選択すると、プリンタに送信された
ジョブに、以下の 2つのフィールドに入力された値が適用されま
す。

部門名
テキストボックス。対象のプリンタでパスワードのみの部門管理が
サポートされ有効な場合は、このフィールドは値を入力しても空欄
のままでもどちらでもかまいません。

パスワード テキストボックス。有効を選択した場合は、パスワードを入力しま
す。
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有効を選択した場合 ..

ジョブをプリンタにドラッグ＆ドロップします。ジョブチケットの部門管
理設定が有効な場合は、プリンタモニタにより入力された値を上書きしま
す。ジョブチケットに有効な部門管理設定がなく、バーチャルキューに有
効な部門管理設定がある場合は、プリンタモニタにより入力された値が上
書きされます。

ジョブをプリンタまたはバーチャルキューにドラッグ＆ドロップします。
ジョブチケットの部門管理設定が有効な場合は、プリンタモニタにより入
力された値を上書きします。ジョブチケットに有効な部門管理設定がなく、
バーチャルキューに有効な部門管理設定がある場合は、プリンタモニタに
より入力された値が上書きされます。

部門管理設定がジョブチケット、バーチャルキューのどちらも有効になっ
ていない場合、部門管理設定はプリンタモニタを使用して設定されます。
Queueはジョブをプリンタに送信します。

部門管理がプリンタによってサポートされる場合、またプリンタモニタの
［パスワード］フィールドが空欄の場合、パスワードフィールドに値を入力
するように促すポップアップ画面が表示されます。ユーザーはプリンタモ
ニタを開きパスワードを入力する、または［無効］オプションを選択して
続行します。

認証されると、ジョブは指定された部門名に変更されます。部門名に該当
する部門がなく、エンジン設定により認証されていない名前が許可される
場合、または部門名フィールドが空欄の場合は、部門名を「Public」とし
てジョブをプリントすることができます。

エンジン設定により認証されていない部門名が許可されない場合は、コン
トローラーによりジョブがキャンセルされ印刷されません。この場合、
ジョブチケットを再送信する必要があります。両方のフィールドに有効な
値を入力する、または［無効］オプションを選択して新規ジョブとして処
理します。
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ページ単位の用紙属性

初期設定では、Printgroove POD Queueは給紙トレイの設定をジョブ
チケットエディタで処理します。特定の給紙トレイが必要な場合は、ジョ
ブチケットエディタを開き、［ページ単位設定］→［ページ単位設定］→
［追加］を選択します。必要に応じて、給紙トレイと他のページ単位の属性
を選択します。

プリンタモニタのページ単位の用紙属性の追加では、プリンタレベルで給
紙トレイおよび用紙属性の値を指定できます。 

Queueはページ単位の用紙属性画面に保存された情報を読み込みます。
用紙属性が適合するトレイが見つかった場合、指定されたページが自動的
に選択された指定トレイから印刷されます。Queueのオペレータがペー
ジ単位の用紙属性画面で正しい値を入力したとみなされるため、Queue
はこの操作に対し、対象のプリンタの選択されたトレイに積載された実際
の用紙と用紙属性を照合しません。

適合するトレイが見つからなかった場合、ページ単位の範囲、必要な用紙
サイズ、種類、坪量または紙色に対する機能制限のメッセージが表示され
ます。この場合は、Queueのページ単位の用紙属性設定を変更し、ジョ
ブを再処理します。

オフ ラジオボタン。初期設定です。ページ単位の設定がジョブに必要な
場合は、ジョブチケットエディタで設定する必要があります。

POD Queue 設定

ラジオボタン。選択すると、ページ単位の設定をプリンタに入力で
きます。プリンタに送信される、ページ単位の設定を含むすべての
ジョブに対し、これらの値が適応され、適切な給紙トレイが割り当
てられます。
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新しいページ単位属性を追加する手順 ..

1 ［追加］をクリックします。ページ単位属性の追加画面が表示されま
す。 

［用紙名］と［用紙名選択］ボタンは、用紙カタログ参照テーブルのアクセ
スに使用されます。詳細は、「用紙カタログ参照テーブル」（p. 3-46）をご
覧ください。参照表は不定形用紙の設定を作成、保存するために使用され
ます。作成された値は、［用紙名］ドロップダウンがGUI に表示されたと
きに選択できます。 

2 ［用紙名］の値を使用する場合は、ドロップダウンリストから選択し
ます。用紙カタログ参照テーブルで、用紙名が不明のプリンタの要件
を満たす値を確認するには、［用紙名選択］をクリックします。用紙
カタログ参照テーブルとフィルタが表示されます。
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3 値を選択するには、［フィルタ］セクションを使用します。表には、

フィルタの指定に一致するすべての項目が表示されます。

4 用紙カタログ参照テーブルの使用する項目の行をクリックして選択し
ます。 

5 ［OK］をクリックします。用紙カタログ参照テーブルとフィルタが閉
じ、選択した項目が値として、［用紙名］フィールドに表示されます。
他のすべての対応する値も、選択に一致させるために、ページ単位の
属性設定追加画面で変更されます。つまり、［文書の用紙サイズ］、
［用紙種類］、［用紙幅］、［紙色］の値は、選択した［用紙名］に割り
当てられた値に変更されます。

6 ［用紙名］オプションを使用し、［タブ種類］が必要な場合、ドロップ
ダウンリストから値を選択します。ジョブチケットにタブ用紙がある
場合、Queueはこの値を読取り、タブ印刷用の正しいトレイを選択
します。

7 ［用紙名］オプションを使用しない場合は、ドロップダウンリストか
ら属性フィールドに設定する値を指定します（初期設定の［値なし］
をそのまま使用することもできます）。

8 ［不定形用紙サイズ］の値を選択すると、［不定形用紙サイズ］フィー
ルドに表示されます。

2
ご注意

ドロップダウンリストから選択できる値は、現在［ジョブチケットエ
ディタ］→［ページ単位設定］→［ページ単位設定］でサポートされて
いる値と同じです。

9 ドロップダウンメニューから［給紙トレイ］を選択します。 

10［OK］をクリックして変更内容を保存して画面を閉じます。 

2
ご注意

既存の設定と同じ4つのパラメータを持つ新しいエントリを作成する
ことはできません。すでに一致するエントリがあることを知らせるメッ
セージが表示されます。

11 新しい値がページ単位属性設定テーブルに追加されます。テーブルの
値は、［編集］または［削除］ボタンを使用して、編集または削除で
きます。
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12 ページ単位属性画面を閉じ、ジョブチケットエディタを閉じます。

ホストユーティリティ

プリンタのホストユーティリティは、プリンタの設定とオプション構成の
情報を提供します。Printgroove POD Queueでは、ホストユーティリ
ティを起動することで、これらの情報を確認することができます。 

ホストユーティリティでは［プリンタ名］、［設置場所］、［連絡先］などを
設定できます。これらの設定はPrintgroove POD Queue からも設定で
きます（詳細は、「設定」（p. 5-101）をご覧ください。）

ホストユーティリティへ接続する手順は、以下のとおりです。

1 送信先パネル上のプリンタアイコンをダブルクリックし、プリンタモ
ニタ画面を開きます。

2 ［ホスト・ユーティリティ］を選択します。

3 ［ホスト・ユーティリティ］をクリックして、ホストユーティリティ
を開きます。
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5.8 グローバル検索
Printgroove POD Queueを使用し、プリントジョブやプリンタを検索
することができます。 

指定した検索条件で検索するには、グローバル検索ツールを使用します。
また、検索条件を保存し、再検索することもできます。

グローバル検索画面を開くには、アイコンバー上の［グローバル検索］ア
イコンをクリックします。

［グローバル検索］は4つのセクションに分かれています。

1：設定項目

［プリンタ］を選択した場合、設定カテゴリを表すボタンが2つ表示されま
す。この場合、［プリンタ設定］が表示され、［プリンタ設定］以外は折り
たたまれています。［ジョブチケット］を選択した場合、7つの設定ボタン
が表示されます。この場合、［ジョブ設定］が表示され、［ジョブ設定］以
外は折りたたまれています。クリックするとサブメニューが表示されるボ
タンもあります。

2：検索の詳細

検索要件が要約されて表示されます。

1

2

3

4
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3：設定表示パネル

設定項目のボタンをクリックすると、対応した設定項目がこのパネルに表
示されます。また、サブメニューをクリックした場合も、対応した設定項
目がこのパネルに表示されます。

4：グローバル検索詳細

［検索タイプ］ラジオボタンを選択して、検索タイプを指定します。ラジオ
ボタンの下に、［検索名］が表示されます。また、ドロップダウンメニュー
に、保存されたすべての検索条件が表示されます。

［適用］は、保存した検索条件の呼び出しに使用します。ドロップダウンメ
ニューから保存した検索条件を選択し、［適用］をクリックすると、指定し
た検索条件が設定されます。

［適用］をクリックし、保存した検索条件を読み込むと検索条件を編集でき
ます。変更内容を保存するには［保存］をクリックします。

［削除］を押すと、Printgroove POD Queueから保存した検索条件を削
除します。

［And］/［Or］は検索の精度を上げる検索フィルタです。［And］を選択
すると、すべての検索条件に合致する検索結果を表示します。［Or］を選
択すると、複数の検索条件のうちいずれかに合致する検索結果をすべて表
示します。

5.8.1 グローバル検索：ジョブチケット設定項目
［ジョブチケット］を選択した場合、表示される7つの主要なジョブチケッ
ト検索設定項目から項目を選択し、検索条件を指定します。検索条件が1
つだけの場合、検索結果が膨大になる可能性があります。複数の検索条件
を指定すると、検索結果を絞り込める可能性があります。また、［And］/
［Or］も検索結果の絞り込みができます。

2
ご注意

初期設定では、すべての項目に何も設定されていません。すべてのド
ロップダウンメニューで、［値なし］が選択されています。
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ジョブ情報設定
［ジョブ情報設定］には、2つのサブメニューがあります。

1. ジョブ情報

ジョブ情報

2. ジョブチケット詳細

受信元

ドロップダウンメニューから、［Printgroove POD Ready］、
［Queue］または［Driver］、［JT Man］、［その他］のいずれかを
選択します。設定内容に該当するすべてのジョブが検索対象となり
ます。

優先度
ドロップダウンメニューから、［値なし］、［普通］、［至急］のいず
れかを選択します。設定内容に該当するすべてのジョブが検索対象
となります。

ジョブタイプ
ドロップダウンメニューから、［値なし］、［プリント］、［コピー］、
［確認プリント］、［ボックスジョブ］のいずれかを選択します。設
定内容に該当するすべてのジョブが検索対象となります。

ジョブ作成者
この項目を使用する場合は、テキスト入力欄にユーザー名を入力し
ます。この項目で特定した名前と適合するすべてのジョブが検索対
象となります。

検索対象

以下のラジオボタンのいずれかを選択して、検索タイプを指定しま
す。［値なし］、［送信時刻］、［納期］、［完了時刻］開始ページと終
了ページを選択して、検索範囲を指定します。この範囲に該当する
すべてのジョブが検索対象となります。

カラーモード

以下のいずれかを選択します。［カラー］、［白黒］、［混合］［カ
ラー］または［混合］を選択する場合、［高彩度カラー］も選択で
きます。設定内容に該当するすべてのジョブが検索対象となりま
す。 
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基本設定
［基本設定］には3つのサブメニューがあります。

1.［部数］

［以下を検索］ドロップダウンメニューから、［値なし］、［指定値より大き
い］、［指定値より小さい］、［その間］のいずれかを選択し、数値を指定し
ます。設定内容に該当するすべてのジョブが検索対象となります。［その
間］を選択した場合は、検索範囲で指定した数値を含めて検索します。

2.［紙設定］

3.［出力方法］

［値なし］、［プリント］、［ボックス保存］、［ボックス保存&印刷］、［一時
停止］、［確認プリント］のいずれかを選択します。設定内容に該当するす
べてのジョブが検索対象となります。

レイアウト設定
［レイアウト設定］には2つの設定項目があります。

1.［1枚集約］

ドロップダウンメニューから、1枚集約設定を選択します。設定内容に該
当するすべてのジョブが検索対象となります。

2.［印刷種類］

ドロップダウンメニューから、印刷種類を選択します。設定内容に該当す
るすべてのジョブが検索対象となります。

出力サイズ ドロップダウンメニューから出力用紙サイズを選択します。設定内
容に該当するすべてのジョブが検索対象となります。

用紙種類 ドロップダウンメニューから［用紙種類］を選択します。設定内容
に該当するすべてのジョブが検索対象となります。

坪量 ドロップダウンメニューから［坪量］を選択します。設定内容に該
当するすべてのジョブが検索対象となります。

紙色

ドロップダウンメニューから［紙色］を選択します。設定内容に該
当するすべてのジョブが検索対象となります。［ユーザー定義色］
オプションの詳細は、「5. 紙設定」（p. 5-19）の［紙色］の詳細を
ご覧ください。

用紙名 ［用紙名］を入力します。これは、ユーザー定義名です。この項目
で用紙名と適合するすべてのジョブが検索対象となります。

穴あき紙 ドロップダウンメニューから［穴あき紙を使用］を選択します。設
定内容に該当するすべてのジョブが検索対象となります。
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表紙設定
表紙設定にはサブメニューがありません。2つの設定項目があります。

1.［オモテ表紙］

ドロップダウンメニューから、［値なし］、［オン］、［オフ］のいずれかを選
択します。［オン］を選択した場合、［オモテ表紙］設定を持つすべての
ジョブが検索対象となります。［オフ］を選択した場合、［オモテ表紙］設
定を持たないすべてのジョブが検索対象となります。

2.［ウラ表紙］

ドロップダウンメニューから、［値なし］、［オン］、［オフ］のいずれかを選
択します。［オン］を選択した場合、［ウラ表紙］設定を持つすべてのジョ
ブが検索対象となります。［オフ］を選択した場合、［ウラ表紙］設定を持
たないすべてのジョブが検索対象となります。

仕上げ設定
［仕上げ設定］には2つのサブメニューがあります。

1.［紙設定］

2.［くるみ製本］

ドロップダウンメニューから、［値なし］、［オン］、［オフ］のいずれかを選
択します。［オン］を選択した場合、くるみ製本設定を持つすべてのジョブ
が検索対象となります。［オフ］を選択した場合、くるみ製本設定を持たな
いすべてのジョブが検索対象となります。

中とじ

ドロップダウンメニューから、［値なし］、［オン］、［オフ］のいず
れかを選択します。［オン］を選択した場合、［中とじ］設定を持つ
すべてのジョブが検索対象となります。［オフ］を選択した場合、
［中とじ］設定を持たないすべてのジョブが検索対象となります。

断裁

ドロップダウンメニューから、［値なし］、［オン］、［オフ］のいず
れかを選択します。［オン］を選択した場合、［断裁］設定を持つす
べてのジョブが検索対象となります。［オフ］を選択した場合、［断
裁］設定を持たないすべてのジョブが検索対象となります。

ステープル ドロップダウンメニューから、ステープル設定を選択します。設定
内容に該当するすべてのジョブが検索対象となります。

パンチ穴 ドロップダウンメニューから、パンチ穴設定を選択します。設定内
容に該当するすべてのジョブが検索対象となります。

折り ドロップダウンメニューから、折り設定を選択します。設定内容に
該当するすべてのジョブが検索対象となります。
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ページ単位設定
［ページ単位設定］にはサブメニューがありません。2つの設定項目があり
ます。 

1.［章分け］

ドロップダウンメニューから、［値なし］、［オン］、［オフ］のいずれかを選
択します。［オン］を選択した場合、［章分け］設定を持つすべてのジョブ
が検索対象となります。［オフ］を選択した場合、［章分け］設定を持たな
いすべてのジョブが検索対象となります。

2.［ページ単位設定］

ドロップダウンメニューから、［値なし］、［オン］、［オフ］のいずれかを選
択します。［オン］を選択した場合、［ページ単位設定］を持つすべての
ジョブが検索対象となります。［オフ］を選択した場合、［ページ単位設定］
を持たないすべてのジョブが検索対象となります。

顧客情報
［顧客情報］にはサブメニューがありません。すべての欄に文字列を入力す
ることができます。文字列の入力方法については、「テキスト入力方法」
（p. 4-5）をご覧ください。入力内容に該当するすべてのジョブが検索対象
となります。

顧客情報の項目を検索に使用する場合、ワイルドカードを使用することが
できます。

- los*： los で始まるすべてのプリントジョブが検索されます。

- *los： los で終わるすべてのプリントジョブが検索されます。

- *los*： los をいずれかの位置にあるすべてのプリントジョブが検索さ
れます。
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5.8.2 グローバル検索：プリンタ設定項目
［プリンタ］を選択した場合、表示される2つの主要なプリンタ検索設定項
目から項目を選択し、検索条件を指定します。

プリンタ設定

給紙

デバイスステータス、色
機能

ドロップダウンメニューから、デバイスステータス、色機能を選択
します。選択内容に該当するすべてのプリンタが検索対象となりま
す。

予想待ち時間 検索範囲を指定できます。指定範囲に該当するすべてのプリンタが
検索対象となります。

出力サイズ
ドロップダウンメニューから［出力サイズ］を選択します。選択し
たサイズの用紙が現在トレイに準備されているすべてのプリンタが
検索対象となります。

用紙種類
ドロップダウンメニューから［用紙種類］を選択します。選択した
タイプの用紙がトレイに準備されているすべてのプリンタが検索対
象となります。

給紙トレイ ドロップダウンメニューから給紙トレイを選択します。選択したト
レイを装着しているすべてのプリンタが検索対象となります。

坪量
ドロップダウンメニューから、［指定値より大きい］、［指定値より
小さい］、［等しい］のいずれかを選択し、坪量を指定します。設定
内容に該当するすべてのジョブが検索対象となります。
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5.8.3 グローバル検索：操作方法

ジョブチケットを検索する

1 アイコンバー上の［グローバル検索］アイコンをクリックします。グ
ローバル検索画面が開きます。

2 ［ジョブチケット］を選択します。

3 ［設定項目］メニューを使用して、検索条件を設定します。

4 ［検索］をクリックします。Printgroove POD Queueによる処理
が開始され、メインパネル内に検索結果が表示されます。ジョブチ
ケットはすべてのメイン画面に表示されますが、検索結果から送信先
パネルにドラッグ＆ドロップして修正、または検索結果を右クリック
すると表示されるメニューを使用して修正することができます。各項
目に使用できる右クリックのオプションは、ジョブが存在するパネル
で提供されるオプションと同じです。

5 検索結果パネル右上の［閉じる（X）］をクリックして、検索結果を閉
じます。メインパネルに戻ります。

2
ご注意

Printgroove POD Queueが、Printgroove POD Queueサーバー
から通知を受信した場合、検索画面は、Windowsタスクバーに最小化
されます。

6 グローバル検索画面は開いたままです。他の検索を実行する場合は、
検索条件を修正します。検索を終了する場合は、［キャンセル］をク
リックします。グローバル検索画面が閉じます。

紙色

ドロップダウンメニューから紙色を選択します。選択した紙色の用
紙がトレイに準備されているすべてのプリンタが検索対象となりま
す。［ユーザー定義色］オプションの詳細は、「5. 紙設定」
（p. 5-19）の［紙色］の詳細をご覧ください。
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プリンタの検索

1 アイコンバー上の［グローバル検索］アイコンをクリックします。グ
ローバル検索画面が開きます。

2 ［プリンタ］を選択します。

3 ［プリンタ設定］または［給紙］をクリックします。選択していない
項目はグレーアウトされます。プリンタ検索はどちらか一方に限ら
れ、両方を設定することはできません。

4 検索条件を設定します。

5 ［検索］をクリックします。Printgroove POD Queueによる処理
が開始され、メインパネル内に検索結果が表示されます。

2
ご注意

Printgroove POD Queueが、Printgroove POD Queueサーバー
から通知を受信した場合、検索画面は、Windowsタスクバーに最小化
されます。

6 検索結果パネル右上の［閉じる（X）］をクリックして、検索結果を閉
じます。メインパネルに戻ります。

7 グローバル検索画面は開いたままです。検索を終了する場合は、
［キャンセル］をクリックします。 グローバル検索画面が閉じます。
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検索条件を登録 /保存する

1 アイコンバー上の［グローバル検索］アイコンをクリックします。グ
ローバル検索画面が開きます。

2 ［ジョブチケット］または［プリンタ］を選択します。

3 検索名入力ボックスに、検索名を入力します。［ジョブチケット名］
は必須入力項目です。他のジョブチケット名と同じ名前を指定するこ
とはできません。 

2
ご注意

文字列の入力方法については、「テキスト入力方法」（p. 4-5）をご覧く
ださい。

4 ［設定項目］メニューを使用して、検索条件を設定します。 

5 ［保存］をクリックします。設定内容が新たな［検索］条件としてド
ロップダウンリストに保存され、グローバル検索画面が閉じます。

保存した検索条件で検索する

1 アイコンバー上の［グローバル検索］アイコンをクリックします。グ
ローバル検索画面が開きます。

2 ［ジョブチケット］または［プリンタ］を選択します。次に、保存し
た検索のドロップダウンメニューから保存した検索を選択します。

3 ［適用］をクリックし、［検索］をクリックします。Printgroove 
POD Queue による検索処理が開始され、メインパネル内に検索結
果が表示されます。 

4 検索結果パネル右上の［閉じる（X）］をクリックして、検索結果を閉
じます。メインパネルに戻ります。

5 グローバル検索画面は開いたままです。検索を終了する場合は、
［キャンセル］をクリックします。グローバル検索画面が閉じます。
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保存した検索条件を編集する

1 アイコンバー上の［グローバル検索］アイコンをクリックします。グ
ローバル検索画面が開きます。

2 ［検索名］から、編集する検索条件を選択し、［適用］をクリックしま
す。

3 ［検索名］を変更する場合は、新しい名前を入力します。

4 必要に応じて、［検索］条件を修正します。

5 ［保存］をクリックします。修正した設定内容が新たな［検索］条件
としてドロップダウンリストに保存され、グローバル検索画面が閉じ
ます。

保存した検索条件を削除する

1 アイコンバー上の［グローバル検索］アイコンをクリックします。グ
ローバル検索画面が開きます。

2 ［検索名］から、削除する検索条件を選択します。

3 ［削除］をクリックします。

4 検索条件の削除確認メッセージが表示されます。削除しない場合は、
［キャンセル］をクリックします。削除する場合は、［OK］をクリッ
クします。［OK］をクリックした場合は、削除が実行され、ドロップ
ダウンリストから検索条件が削除されます。
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5.9 Printgroove POD Driver
Printgroove POD Driver は、Printgroove POD Queue にドキュメン
トを簡単に送信できる仮想プリンタです。通常のプリンタと同様にアクセ
スしてプリンタドライバの機能を使用できますが、［印刷］をクリックする
と、ジョブは JDF/PDFファイルに変換され、指定したPrintgroove 
POD Queue に送信されます。

5.9.1 インストールファイルについて
Printgroove POD Driver のインストールファイルは、Printgroove 
POD Administration Manager を使用してダウンロードできます。ダウ
ンロードと配布については、Administration Manager ユーザーズガイド
をご覧ください。
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6 Printgroove POD Queue の使用方法
Printgroove POD Queueのメイン画面では、ワークフロープロセスを
視覚的に参照することができます。ジョブが送信されると、受信ボックス
パネルに入り、処理が行われるプリンタジョブパネルに移動し、処理が完
了すると、完了ジョブパネルに表示されます。この章では、ジョブがワー
クフローの各段階を推移する際の、各種設定について詳細に説明します。

この章は、4つのセクションに分かれています。

- ［受信ボックス］ワークフロータスク

- ［プリンタジョブ］ワークフロータスク

- ［完了ジョブ］ワークフロータスク

- 特別なプリントジョブの処理
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6.1 ［受信ボックス］ワークフロータスク
受信ボックスパネルでは、新規Printgroove POD Queue ジョブが最初
に画面に表示されます。ここでは、ジョブチケット設定の確認・修正、一
括処理のためにジョブをグループに追加、ジョブ処理に最適なプリンタも
しくはキューを検出、ジョブを次の処理段階へ移動の処理を行うことがで
きます。

このセクションでは、プリントジョブが［受信ボックス］に入った後、さ
まざまな段階を経て移動する流れを確認し、各段階で必要な操作を説明し
ます。

6.1.1 ［受信ボックス］ジョブを整理する
Printgroove POD Queueをインストールした場合、最初に、受信ボッ
クスを使いやすくカスタマイズする必要があります（カスタマイズの詳細
は、「ディスプレイパネルの特徴と機能」（p. 4-13）をご覧ください）。受
信ボックスのカスタマイズを行うと、類似ジョブの識別に役立ちます。以
下の機能を使用すると、類似ジョブを比較検討し、必要に応じて一括処理
を行うことができます。

［受信ボックス］ジョブを設定項目でソートする

サブヘッダ行に、各項目のジョブチケット設定値が表示されています。こ
の設定値を基準に、［受信ボックス］内のすべてのジョブをソートする（並
べ替える）ことができます。例として、［出力サイズ］でソートする手順を
以下に説明します。

1 サブヘッダ行の［出力サイズ］をクリックします。選択した列に［上
/下］の矢印が表示されます。受信ボックスパネルのすべてのジョブ
は、選択に応じてソートされます。［上］矢印は、データが昇順で
ソートされていることを示します。［上］矢印の示されたサブヘッ
ダーを再度選択すると、［下］矢印が表示され、降順でソートされま
す。

2 グループが作成されている場合、グループ内でもジョブが同様にソー
トされます。グループ内のジョブを参照する場合は、グループフォル
ダを開きます（「+」をクリックします）。
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すべてのジョブをソートする

プリントジョブはそれぞれ、受信ボックス、グループ、プリンタジョブ、
完了ジョブパネルに表示されています。Printgroove POD Queueにお
けるすべてのジョブを参照するには、［全ジョブ表示］を使用して、一度に
参照するほうが便利です。全ジョブパネルを使用する手順は、以下のとお
りです。

1 アイコンバーの［全ジョブ表示］をクリックします。Printgroove 
POD Queue にあるすべてのジョブが、1つのパネルに表示されま
す。受信ボックスパネルのサブヘッダ項目に加えて以下の4つの項目
が表示されます。

［設置場所］（［受信ボックス］、［グループ］、［プリンタジョブ］、［完
了ジョブ］）、［予想待ち時間］、［完了時刻］、［使用されているプリン
タ］

2 プリントジョブをソートする場合は、サブヘッダ行をクリックしま
す。ソートの機能は、「［受信ボックス］ジョブを設定項目でソートす
る」（p. 6-2）で説明している機能と同様です。

ジョブの絞り込み検索を行う

ソート機能を使用すると、1つの設定を基準にジョブを整理することがで
きます。［フィルタ］を使用すると、1つ以上の共通の項目値を持つジョブ
を検索することができます。

受信ボックスパネルの項目名を選択して右クリックメニューを表示し、
［フィルタ］を選択します。ハイライトされた行が、選択したパネル上部に
追加されます。ハイライトされた行の各セル（1つ以上のセル）に、検索
する文字列を入力して［Enter］を押します。設定した値によってドロッ
プダウンメニューが行に表示されます。検索が実行され、検索結果がハイ
ライトされた行の下に表示されます。検索を終了する場合は、右クリック
メニューから［フィルタ］を再度選択します。

ジョブのグローバル検索を行う

［フィルタ］を使用して検索すると、特定の特徴を共有するジョブを簡単に
検出できますが、項目値に基づいてしかソートが行えません。［グローバル
検索］ツールを使用すると、サブヘッダに表示されていないジョブチケッ
ト設定を利用して検索を行うことができます。

このツールでは、Printgroove POD Queue全体を、ジョブチケット設
定の設定内容で検索することができます。

詳細は、「グローバル検索：操作方法」（p. 5-121）をご覧ください。ここ
では、グローバル検索ツールとその使用方法について詳しく説明します。
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グループを使用してジョブを一括処理する

検索したジョブを一括で処理することができます。一括処理には、グルー
プを利用します。グループは、類似したジョブを保管する場所です。ジョ
ブをグループに追加するには、そのジョブを選択して、グループにドラッ
グ＆ドロップします。グループに保管したジョブを処理する準備が整った
ら、グループのヘッダ行を右クリックすると表示されるドロップダウンメ
ニューから［移動］を選択して、1度にジョブを次の処理段階へ移動する
ことができます。

グループエディタツールを使用すると、グループを作成し、編集すること
ができます。詳細は、「グループエディタ：操作方法」（p. 5-64）をご覧く
ださい。

6.1.2 新規ジョブの設定を確認する
類似ジョブを比較検討し、一括処理を行う際に、以下の3つの項目につい
て確認が必要です。

［優先度］、［納期］、［ジョブ確認］ 

［優先度］を確認する

設定値は、［普通］と［至急］の2種類です。［至急］が設定されている
ジョブが最初に実行されます。

［納期］を確認する

現在の日付と時刻が、ジョブチケットの［納期］の設定日時を超えている
場合は、ジョブの行全体が赤く表示されます。これらの［優先度］を［至
急］に変更すると、他のジョブよりも先に実行することができます。

2
ご注意

キューにジョブが送られた後に［優先度］を［至急］に変更しても、処
理順序には反映されません。キュー内の出力順序については、「ジョブ
の出力順序を変更する」（p. 6-16）をご覧ください。
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［ジョブ確認］をチェックする

［ジョブ確認］が［はい］と表示され、セルの色が赤い場合、［推奨表示］
アイコンはグレーアウトされて選択できません。この場合は、ユーザーが
対処法を決定する必要があるため、Printgroove POD Queueは、ユー
ザーが対処方法を決めるまで推奨デバイスの判定を行いません。［自動モー
ド］の場合、これらのジョブを受信ボックスパネルから、手動で処理する
必要があります。

［ジョブ確認］は、以下の1つ以上に該当する場合に［はい］と表示されま
す。［添付ファイルがない場合］、［複数ファイルが添付されている場合］、
［サポートされない設定が検出された場合］。上記の状況は、処理を実行す
る前に以下の手順で確認し、解決する必要があります。それぞれの状況に
対処する手順は、以下のとおりです。

1. 添付ファイルがない場合

ジョブチケットにPDFファイルが添付されていない場合、プリンタには
何も送信されません。ジョブを処理するには、PDFファイルを添付する必
要があります。 

1 ジョブをダブルクリックして、ジョブチケットエディタを開きます。

2 ［ジョブ設定］をクリックして、［ジョブチケット詳細］を選択しま
す。

3 表示された画面で［文書印刷］、［添付PDFファイル］、［すべての添
付ファイル］を確認します。ジョブチケットに添付ファイルがない場
合、上記の項目が空欄で表示されます。 

4 ［ジョブチケット詳細］を選択します。

5 ［アップロード］をクリックします。表示された画面で、添付すべき
PDFファイルを選択します。

6 ［開く］をクリックします。画面が閉じ、PDFファイルのファイル名
が［文書印刷］欄に表示されます。指示を確認後、通常通りにプリン
トジョブを処理します。
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2. 複数ファイルが添付されている場合

複数のファイルを添付したジョブを送信することができます。この場合、
通常とは異なる操作が必要になります。複数ファイルの添付の有無を確認
し、ジョブを送信する手順は、以下のとおりです。

1 ジョブをダブルクリックして、ジョブチケットエディタを開きます。 

2 ［ジョブ設定］をクリックして、［ジョブチケット詳細］を選択しま
す。表示された画面で、［すべての添付ファイル］を確認します。こ
の項目に2つ以上のPDFファイルがある場合は、プリントジョブに
注意する必要があります。

‒ ジョブチケットが複数の添付ファイルを持つのは、以下の 2 つの
ケースの場合です。
1 つが出力用のファイルで残りが出力指示用のファイルの場合
すべてが出力用のファイルの場合

各ケースを処理する手順は、以下のとおりです。

1 つが出力用のファイルで残りが出力指示用のファイルの場合

この場合、Printgroove POD Queueが出力用の正しいPDFファイルを
持っていることを確認した上で、出力指示用ファイルをダウンロードし、
ご使用のコンピュータで内容を確認します。手順は、以下のとおりです。

1 ［ジョブ設定］をクリックして、［注記］を選択します。

2 表示された画面で［注記］の内容を確認します。通常、添付ファイル
に関する説明は［注記］に記載されていますが、どのファイルが出力
用か確認できない場合は、ジョブを処理しないでください。出力用
ファイルが特定できた場合は、次の手順へすすみます。 

2
ご注意

ジョブチケットには、PDFファイルのみを添付することができます。
PDF以外のファイルが出力用に準備された場合、ダウンロードしたド
キュメントをPOD Driver で新規プリントジョブとして再送信します。

3 ［ジョブチケット詳細］をクリックします。［文書印刷］に正しいファ
イルが表示されていることを確認します。表示されていない場合は、
［添付PDFファイル］から出力用のファイルを選択します。ドロッ
プダウンリストに正しいジョブが表示されない場合は、ジョブを処理
しないでください。正しいPDFファイルが表示されていた場合は、
処理を進めます。

4 ［すべての添付ファイル］から、出力指示用のファイルを選択します。 
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5 ［ダウンロード］をクリックします。

6 ［名前を付けて保存］画面が開きます。保存場所を指定し、［保存］を
クリックします。指定した場所にファイルが保存されます。

7 ［保存］をクリックしてジョブチケットエディタを閉じます。

8 保存されたファイルをご使用のコンピュータで開き、出力指示の内容
を確認します。指示を確認後、通常通りにプリントジョブを処理しま
す。

出力用のファイルが複数の場合

この場合は、現在のジョブチケットで印刷するPDFファイルを 1つ選択
し、その他のファイルをダウンロード後、ファイルごとに新規ジョブを作
成します。手順は、以下のとおりです。

1 ［ジョブ設定］をクリックして、［注記］を選択します。

2 表示された画面で［注記］の内容を確認します。通常、添付ファイル
に関する説明は［注記］に記載されていますが、どの添付ファイルが
出力用か確認できない場合は、ジョブを処理しないでください。出力
用ファイルが特定できた場合は、次の手順へすすみます。 

2
ご注意

ジョブチケットには、PDFファイルのみを添付することができます。
PDFファイルではないファイルが出力用に準備された場合、ダウン
ロードしたドキュメントをPrintgroove Driver で新規プリントジョブ
として再送信します。 操作方法については、Printgroove POD Driver
のユーザーズガイドをご覧ください。

3 ［ジョブチケット詳細］をクリックします。［文書印刷］に正しいファ
イルが表示されていることを確認します。表示されていない場合は、
［添付PDFファイル］から出力用のファイルを選択します。ドロッ
プダウンリストに正しいジョブが表示されない場合は、ジョブを処理
しないでください。正しいPDFファイルが表示されていた場合は、
処理を進めます。

開いているジョブチケットを通常通りに処理できます。手順3で選択
したPDFファイルは、出力するドキュメントです。残りの手順に
従って、追加のファイルをダウンロードし、印刷のために再送信しま
す。

4 ［すべての添付ファイル］から、他の出力用ファイルを1つ選択しま
す。
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5 ［ダウンロード］をクリックします。

6 ［名前を付けて保存］画面が開きます。保存場所を指定し、［保存］を
クリックします。指定した場所にファイルが保存されます。

7 ［保存］をクリックしてジョブチケットエディタを閉じます。

8 保存されたファイルをご使用のコンピュータで開きます。ダウンロー
ドしたファイルがPDFファイルである場合は、Printgroove POD 
Queueを使用して新規プリントジョブを作成します（手順について
は、「Printgroove POD Queueジョブを新規に作成する」
（p. 6-22）をご覧ください）。ダウンロードしたファイルがPDF
ファイルではない場合は、Printgroove POD Driver を使用して
Printgroove POD Queueにジョブを送信します。ドライバは、自
動的にそのドキュメントをPDFに変換します。（操作方法について
は、Printgroove POD Driver のユーザーズガイドをご覧くださ
い。）いずれの場合も、Printgroove POD Queueに新たなジョブ
が送信され、通常通りにプリントジョブを処理することができます。

9 複数のファイルをダウンロードする必要がある場合は、各ファイルに
対して、手順4～ 8を繰り返します。

サポートされない設定が検出された場合

Printgroove POD Queueを使用している場合、Printgroove POD 
Queueでは使用できない設定がジョブチケットに含まれている場合があ
ります。この場合は、ジョブを処理する前に、ジョブチケットの設定を確
認して、解決方法を決定する必要があります。非サポート設定の解決方法
については、「非サポート設定を解決するには」（p. 5-41）をご覧くださ
い。
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6.1.3 自動モード
自動モードは、プリントジョブ自動処理を構成する機能です。自動モード
が［オン］の場合、Printgroove POD Queueはプリントジョブチケッ
ト設定とグループの適合性を検出し、適合したジョブをそのグループへ移
動します（グループへ移動されたジョブは、手動で処理する必要がありま
す）。自動モードは、一括処理のために類似したジョブを集めて1つの場所
に保管する操作を自動化します。 

適合するグループが見つからない場合、Printgroove POD Queueはプ
リントジョブと設定内容に対応したプリンタまたはクラスタを検出し、プ
リントジョブを適合するプリンタまたはクラスタに送信します。これによ
り、自動的にジョブがキューに入ります。

自動モード設定の詳細は「自動モード設定」（p. 3-40）をご覧ください。
初期設定では、自動モードは［オフ］になっています。

自動モードが［オン］の場合でも、すべてのジョブについて適合するグ
ループ、プリンタ、クラスタを検出できるわけではありません。適合しな
いジョブは受信ボックスパネルに入るので、これらを手動で処理する必要
があります。

自動モードがオフからオンに変更された場合、すでに受信ボックスにある
ジョブは自動的に処理されません。オンに変更後に、受信ボックスに入っ
てきたジョブに対してのみ自動処理が行われます。 

自動モードが［オフ］の場合は、すべてのジョブが受信ボックスパネルに
入るので、これらを手動で処理する必要があります。
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6.1.4 プリントジョブの出力先を設定する
プリントジョブの設定に問題がないことが確認され、必要なジョブがグ
ループにまとめられると、ジョブは出力のためにプリンタに送信されます。
Printgroove POD Queueには、各ジョブに最適なプリンタを検出する
のに役立つ複数のツールがあります。 

2
ご注意

プリントジョブは、クラスタやバーチャルキューに送信することもでき
ます。詳細は、「クラスタジョブ」（p. 6-23）、「バーチャルキュージョ
ブ」（p. 6-29）をご覧ください。

送信先パネル

送信先パネル、情報パネル、プリンタモニタを使用すると、簡単に各プリ
ンタに関する情報を確認することができます。 

送信先パネルは検出された各プリンタのアイコンを表示します。プリンタ
アイコン上にマウスポインタを移動すると、情報画面が表示されます。情
報画面には、プリンタの IPアドレス・モデル・ステータス、カラータイプ
が表示されます。有効なプリンタのアイコンはカラー表示されます。無効
なプリンタのアイコンはグレーで表示されます。無効なプリンタを使用す
ることはできません。

情報パネル

送信先パネル内の情報がプリンタの選択に不十分な場合は、プリンタアイ
コンをクリックして、プリンタ情報を情報パネルに表示することができま
す。

情報パネルには2つのタブがあります。初期設定では、［デバイスビュー］
タブが選択され、プリンタのビットマップイメージが表示されます。［ク
イックビュー］タブをクリックすると、プリンタの情報がパネルに表示さ
れます。

プリンタモニタ

送信先パネル、情報パネルのいずれも十分な情報が表示されない場合には、
プリンタアイコンをダブルクリックして、プリンタモニタを開きます。プ
リンタモニタは、選択したプリンタに関する最も詳細な情報を表示します。
詳細は、「プリンタモニタ」（p. 5-92）をご覧ください。
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プリンタ検索

送信先パネル、情報パネル、プリンタモニタは、各プリンタの情報を表示
しますが、プリンタ全体から特定の機能に対応したプリンタを探す場合に
はグローバル検索ツールが便利です。グローバル検索ツールを使用すると、
指定した検索条件に適合するプリンタを、Printgroove POD Queue全
体から検索することができます。

グローバル検索の操作方法については、「グローバル検索：操作方法」
（p. 5-121）をご覧ください。

推奨パネル

各プリントジョブに適したプリンタを探す場合は、推奨パネルを使用しま
す。推奨パネルは、すべての有効なプリンタ、クラスタについて、選択し
たジョブへの適合性を、4つの推奨レベルで表示します。

- 緑： 完全適合：プリンタ、クラスタ内のプリンタは、ジョブチケッ
ト設定のすべてに対応しています。

- 黄色： ジョブは印刷できますが、プリンタ（または1つ以上のクラス
タ内のプリンタ）は注意が必要です。

- 赤： 禁則設定が解決されるまで、ジョブを印刷することはできませ
ん。

- グレー：ジョブを印刷することはできません。

推奨パネルから、選択したプリンタにプリントジョブを直接送信することが
できます。

推奨パネルの操作方法については、「推奨パネル」（p. 5-51）をご覧くださ
い。

6.1.5 プリントジョブ、プリンタを修正する
プリンタ検索を行っても、ジョブを処理できるプリンタがない場合、以下
のような対処法があります。

設定に関わらず印刷する

Printgroove POD Queueがプリンタに対しての推奨レベルが赤の場合
でも、ジョブを印刷することができます。プリンタが対応していないジョ
ブチケット設定がある場合、禁則が検出されたことを通知する確認画面が
表示されます。修正が必要な禁則の場合、ジョブチケットが修正されるま
でジョブを印刷することはできません。修正が必要のない禁則の場合、こ
れを無視して、ジョブの処理を続行することができます。ジョブの印刷後、
バナーページに完了していないジョブチケット設定の内容が表示されます。
オフラインでこれらの処理を完了します。完了ジョブパネル内の［禁則］
が［はい］になり、インラインで完了していない設定があることが表示さ
れます。
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プリンタの設定を修正する

プリントジョブを出力するために、用紙サイズ、用紙種類の変更、フィ
ニッシャーを追加、使用可能にする、などプリンタ側の設定を変更する必
要がある場合があります。必要なオプションや機能が実装されると、ジョ
ブを出力することができます。

ジョブチケットを編集する

プリントジョブを出力するために、ジョブチケットを編集する必要がある
場合があります。ジョブチケットエディタを開き、設定に必要な修正を行
うと、対応可能なプリンタにジョブを送信することができます。

ジョブチケットエディタの操作方法については、「ジョブチケットエディ
タ：操作方法」（p. 5-46）をご覧ください。

6.1.6 プリントジョブを［受信ボックス］の外に移動する
プリントジョブを確認して、出力先を決定すると、プリントジョブを［受
信ボックス］の外に移動し、次の処理を行う段階となります。設定項目に
関する以下の説明は、さまざまな状況への対処方法についても記載してい
ます。

排除、キャンセル、削除

出力依頼の取り消しや、ジョブチケットに解決できない問題が含まれてい
る場合、これらのジョブは処理しないでください。このような場合、これ
らのジョブを受信ボックスパネルの外に移動します。移動方法には、以下
のような方法があります。

1 ジョブを選択します。

2 右クリックメニューを表示し、以下のいずれかを選択します。

キャンセル

ジョブを受信ボックスパネルから完了ジョブパネルに移動する場合
に使用します。移動の後、ジョブステータスが「キャンセル」に変
わります。後でジョブを受信ボックスパネルに戻して出力すること
ができます。

削除

Printgroove POD Queue からプリントジョブを完全に削除する
場合に使用します。削除を行うと、完了ジョブパネルにもジョブの
記録が残りません。再送信されない限りこのジョブを出力すること
はできません。
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手動で完了ジョブパネルへ移動

ジョブが、意図的に添付ファイルなしでPrintgroove POD Queueに送
信された場合、ジョブの印刷後、ジョブチケットを受信ボックスパネルか
ら完了ジョブパネルに移動します。

1 ジョブを選択します。 

2 右クリックメニューを表示し、［終了］を選択します。ジョブが受信
ボックスパネルから、完了ジョブパネルに移動します。移動の後、
ジョブステータスが「終了」に変わります。

ボックス保存、一時停止、確認プリント

出力方法（［ボックス保存］、［ボックス保存&印刷］、［一時停止］、［確認
プリント］） が指定されている場合、出力前にオペレータによる設定が必要
となる場合があります。

1 ジョブを選択します。

2 ジョブをダブルクリックして、ジョブチケットエディタを開きます。

3 ［基本設定］をクリックして、［出力方法］を選択します。

4 表示された画面に、すべての［出力方法］が表示されます。設定した
いラジオボタンを選択します。選択に応じて必要となる設定項目の入
力を行います。（詳細は、「6. 出力方法」（p. 5-24）をご覧くださ
い。）

5 完了した後、［保存］をクリックして設定を適用します。

プリンタへの送信（移動またはドラッグ＆ドロップ）

出力できないプリントジョブ、処理すべきではないプリントジョブを除外
し、必要な出力設定を行うと、受信ボックスパネル内にあるすべてのジョ
ブをプリンタに移動し、処理されます。

2
ご注意

ジョブをクラスタやバーチャルキューに移動する場合も、同様の方法を
実行します。詳細は、「クラスタジョブ」（p. 6-23）および「バーチャ
ルキュージョブ」（p. 6-29）をご覧ください。
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ジョブをプリンタに移動する場合は、以下の2つの手順のいずれかを行い
ます。

方法1

1 ジョブを選択します。［Shift］キーを押して、複数のジョブを選択す
ることもできます。 

2 送信先パネル上のプリンタアイコンにジョブをドラッグ&ドロップ
します。ハイライトされたアイコンで、ジョブをドロップします。

3 Printgroove POD Queueが処理を実行します。

Printgroove POD Queueは最初に非サポート設定があるかどうか
をチェックし、非サポート設定が見つかった場合は、メッセージ画面
が表示されます（詳細は「非サポート設定を解決するには」
（p. 5-41）をご覧ください）。機能の禁則が検出された場合、確認画
面が表示されます。機能制限が検出された場合、メッセージが表示さ
れます。修正が必要な禁則の場合、ジョブチケットが修正されるまで
ジョブを印刷することはできません。この場合、［キャンセル］をク
リックして画面を閉じ、設定を変更します。機能制限の内容を記録す
る場合は、［エクスポート］をクリックしてファイルを保存します。
修正が必要のない禁則の場合、［プリント］をクリックして、ジョブ
の処理を続行することができます。ジョブの印刷後、バナーページに
完了していないジョブチケット設定の内容が表示されます。オフライ
ンでこれらの処理を完了します。完了ジョブパネル内の［禁則］が
［はい］になり、インラインで完了していない設定があることが表示
されます。

‒ 処理を続行した場合、および機能制限が検出されなかった場合、
ジョブはプリンタジョブパネル、および選択したプリンタのフォ
ルダに表示されます。

方法2

1 ジョブを選択します。［Shift］キーを押して、複数のジョブを選択す
ることもできます。 

2 ジョブを選択して右クリックメニューを表示し、［移動］を選択しま
す。［ジョブの移動］画面が開きます。

3 ［カテゴリ］から［プリンタ］の種類を選択します。

4 ［移動先］からジョブを送信するプリンタを選択します。

5 ［OK］をクリックします。［ジョブの移動］画面が閉じます。
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6 Printgroove POD Queueが処理を実行します。

Printgroove POD Queueは最初に非サポート設定があるかどうか
をチェックし、非サポート設定が見つかった場合は、メッセージ画面
が表示されます（詳細は「非サポート設定を解決するには」
（p. 5-41）をご覧ください）。機能の禁則が検出された場合、確認画
面が表示されます。機能制限が検出された場合、メッセージが表示さ
れます。修正が必要な禁則の場合、ジョブチケットが修正されるまで
ジョブを印刷することはできません。この場合、［キャンセル］をク
リックして画面を閉じ、設定を変更します。機能制限のの内容を記録
したい場合は、［エクスポート］をクリックしてファイルを保存しま
す。修正が必要のない禁則の場合、［プリント］をクリックして、
ジョブの処理を続行することができます。ジョブの印刷後、バナー
ページに完了していないジョブチケット設定の内容が表示されます。
オフラインでこれらの処理を完了します。完了ジョブパネル内の［禁
則］が［はい］になり、インラインで完了していない設定があること
が表示されます。

処理を続行した場合、および機能制限が検出されなかった場合、ジョ
ブはプリンタジョブパネル、および選択したプリンタのフォルダに表
示されます。

不定形用紙サイズと用紙種類

不定形用紙サイズのジョブの場合、指定された用紙サイズとプリンタがサ
ポートしている用紙サイズをPrintgroove POD Queue がチェックして、
プリンタがサポートしていない場合は、確認メッセージを表示します。
Printgroove POD Queueの不定形用紙サイズの許容以上の用紙サイズ
をプリンタがサポートしている場合は、プリンタモニタを使用し、特定の
プリンタでジョブを処理する必要があります。このような場合、ジョブを
ボックスジョブとしてジョブを選択したプリンタに直接保存しておきます
（詳細は「ボックス保存、一時停止、確認プリント」（p. 6-13）をご覧くだ
さい）。保存したジョブはプリンタモニタでアクセスして、適正な用紙サイ
ズに修正して、処理を実行します。

これはPrintgroove POD Queue がサポートしていない用紙種類でも同
様です。
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6.2 プリントジョブのワークフロータスク
ワークフローでは、プリンタジョブパネルでの処理は自動となり、ユー
ザーは操作を行う必要がありません。通常、プリンタジョブパネルは、プ
リンタ内のジョブ処理をモニターする起点となります。ユーザーの操作が
必要となるのは、特にボックスジョブや、出力直前のジョブ、ジョブやプ
リンタのエラー、直ちに処理が必要な最優先のジョブ、キューの中のジョ
ブのキャンセル、について対処する場合のみとなります。このセクション
では、このような場合の対処方法について説明します。

6.2.1 プリンタジョブパネルをカスタマイズする
プリンタジョブパネルをカスタマイズすることができます。カラム名が異
なる以外は 「［受信ボックス］ジョブを整理する」（p. 6-2）で 説明してい
る受信ボックスパネルのカスタマイズ方法とほぼ同様です。

6.2.2 ジョブの出力順序を変更する
プリントジョブがプリンタに送信されると、ジョブはプリンタキューの一
番後ろに置かれます。最も古いジョブがキューの先頭になります。キュー
にあるプリントジョブの位置を修正する手順は、以下のとおりです。

1 出力順序を変更したいジョブをクリックします。

2 ジョブを選択して右クリックメニューを表示し、［先頭に移動］を選
択します。

3 選択されたジョブの印刷順が、出力中のジョブの次になります。

2
ご注意

Printgroove POD Queueを使用して、出力中のジョブへの割り込み
はできません。

6.2.3 ボックスジョブを印刷する
出力方法で、［ボックス保存］を選択している場合、ジョブは選択したプリ
ンタのハードディスクに保存されます。このような設定を持つ
Printgroove POD Queueから送信されたジョブは、プリンタジョブパ
ネルの選択したプリンタのフォルダに表示されます。保存されたボックス
ジョブを出力する手順は、以下のとおりです。

1 出力するジョブを選択して右クリックメニューを表示し、［印刷ボッ
クスジョブ］を選択します。 

2 選択したジョブが複製され、プリンタキューの最後尾に加えられ、順
番に応じて出力されます。
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3 出力が終了すると、ジョブは完了ジョブパネルに移動します。

2
ご注意

ボックスジョブを印刷する場合、バナーページは印刷されません。

6.2.4 ボックスジョブの完了
ボックスジョブは、印刷後もプリンタジョブパネルに残ります。ジョブを
完了させるためには、手動で完了ジョブパネルに移動させる必要がありま
す。保存されたボックスジョブは、以下の手順で完了します。

1 完了するジョブを選択して右クリックメニューを表示し、［ジョブを
完了します］を選択します。

2 ジョブは完了ジョブパネルに移動し、ステータスが「完了」になりま
す。

6.2.5 プリントジョブをプリンタキューの外に移動する
1 つ以上のジョブを、プリンタキューから取り除くことが必要な場合があ
ります。出力依頼のキャンセル、ジョブ処理中のエラーの発生、メンテナ
ンスのためのプリンタ停止などが該当します。ジョブをプリンタキューの
外に移動する手順は、以下のとおりです。

1 ジョブを選択します。

2 ジョブを右クリックしてプルダウンメニューを表示し、以下の2項
目のいずれかを選択します。

‒ ［移動］： ジョブを指定したプリンタに移動します（詳細は
「プリンタへの送信（移動またはドラッグ＆ド
ロップ）」（p. 6-13）をご覧ください）。

‒ ［キャンセル］： ジョブをプリンタジョブパネルから完了ジョブパ
ネルに移動します。移動の後、ジョブステータス
が「キャンセル」に変わります。ジョブを受信
ボックスパネルに戻して出力することもできま
す。
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6.3 完了ジョブパネルのワークフロータスク
完了ジョブパネルは、Printgroove POD Queueの処理が終了したジョ
ブの情報を表示します。これは有効な情報で、ジョブチケットとそのデー
タがローカルに保存され、再出力できることを意味します。データがある
場合、Printgroove POD Queueからデータを書き出して、ご使用のコ
ンピュータに保管することができます。完了ジョブパネルに表示される情
報に関する操作手順は、以下のとおりです。

6.3.1 完了ジョブパネルをカスタマイズする
完了ジョブパネルをカスタマイズすることができます。カラム名が異なる
以外は「［受信ボックス］ジョブを整理する」（p. 6-2）で 説明している受
信ボックスパネルのカスタマイズ方法とほぼ同様です。

6.3.2 ジョブデータ
完了ジョブパネルを一時的な保管場所として使用することができます。完
了ジョブ設定画面で、完了ジョブパネルに保管するジョブの数を指定する
ことができます（詳細は、「完了ジョブオプション」（p. 3-40）をご覧くだ
さい）。

ジョブが、完了ジョブパネルに保存されている場合、ジョブはジョブチ
ケットと印刷ドキュメント（PDFファイル）を保持しています。

6.3.3 ［禁則］をチェックする
印刷時に禁則が検出され、それを通知する確認画面が表示される場合があ
ります。禁則のほとんどは、仕上げ設定に関するもので、他のジョブチ
ケット設定に影響がないため、無視することができます。仕上げ設定を無
視してジョブを印刷した場合は、オフラインでこれらの処理を完了します。

Printgroove POD Queueは、以下の 3つの方法で、インラインで完了
されない設定の有無を示します。

- 禁則検出時の確認画面

- 完了ジョブパネル： このパネルには［禁則］という名前の列があり
ます。［禁則］に［はい］と表示されている場
合、オペレータが禁則設定を無視して印刷した
ことを示しています。したがって、ジョブチ
ケット設定のいくつかは適用されていないこと
になります。

- バナーページ： 完了していない設定は、バナーページの［禁
則］セクションの下に表示されます。
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6.3.4 保存したジョブを書き出す（オプション 1）
Printgroove POD Queueから 2種類のジョブを書き出し、
Printgroove POD Queueに取り込むことができます。

- .jt 形式ジョブはPrintgroove POD Queue専用のファイル形式です。
ジョブチケットと印刷ドキュメントが一緒に jt 形式のファイルで圧縮さ
れます。この形式は、Printgroove POD Queueにのみインポート可
能です。

1 受信ボックスのジョブ、［完了ジョブ］、［全ジョブ表示］、または［検
索結果］パネルをクリックします。 

2 ［ファイル］→［エクスポート］→［ジョブチケット + ファイル］を
選択、または［エクスポート］を右クリックして選択し、.jt タイプ
のファイルとしてエクスポートします。

3 ［名前を付けて保存］画面が開きます。保存場所を指定します。右ク
リックのオプションが選択された場合にも、［ファイルの種類］ド
ロップダウンの値を［ジョブチケット (*.jt)］として指定します。

4 ［保存］をクリックします。ジョブチケットと印刷ドキュメントが一
緒に圧縮され、指定した場所に jt 形式ファイルとして保存されます。

6.3.5 保存したジョブを書き出す（オプション 2）

- JDF形式のジョブは、JDFを認識できる他のアプリケーションでも読
み込むことができます。ジョブチケットと印刷ドキュメントが一緒に
JDF形式のファイルに圧縮されます。書き出したファイルは、
Printgroove POD Queueまたは JDFファイルを認識できる他のア
プリケーションで読み込むことができます。

1 受信ボックスのジョブ、［完了ジョブ］、［全ジョブ表示］、または［検
索結果］パネルをクリックします。 

2 ［ファイル］→［エクスポート］→［JDF + PDF］を選択、または
［エクスポート］を右クリックして選択し、JDFタイプのファイルと
してエクスポートします。

3 ［名前を付けて保存］画面が開きます。保存場所を指定します。右ク
リックのオプションが選択された場合にも、［ファイルの種類］ド
ロップダウンの値を［ジョブチケット JDF + PDF圧縮ファイル
（*.zip）］として指定します。

4 ［保存］をクリックします。ジョブチケットとPDFファイルが一緒
に圧縮され、指定した場所に JDF形式のファイルとして保存されま
す。
Printgroove POD Queue 6-19



Printgroove POD Queue の使用方法 6
6.3.6 Printgroove POD Queue ジョブをインポートする
Printgroove POD Queueから書き出した .jt 形式のファイルは JDF形
式のファイルとしてに取り込むことができます。Printgroove POD 
Queueに取り込む手順は、以下のとおりです。

1 ［ファイル］メニューから［インポート］→［ジョブチケット+ファ
イル］を選択します。［ジョブチケットをインポート］画面が開きま
す。

2 ［アップロード］をクリックします。目的のジョブチケットを選択し
て［開く］をクリックします。

3 ［ジョブチケットのインポート］画面にジョブチケット名が表示され
ます。

4 ［OK］をクリックします。

5 ジョブチケットとPDFファイルが、Printgroove POD Queueに
インポートされます。取り込まれたファイルには新しいジョブチケッ
ト番号が割り当てられますが、設定内容は変更されません。

2
ご注意

ファイルは、そのファイルをエクスポートしたパネルにインポートされ
ます。ファイルを受信ボックスパネルからエクスポートした場合は、
Printgroove POD Queueにインポートする際に、［受信ボックス］
に表示されます。JDF形式のファイルを新たに取り込んだ場合も、受
信ボックスパネルに表示されます。

6.3.7 保存したジョブを再出力する
完了ジョブパネルに保存したジョブを再出力する手順は、以下のとおりで
す。

1 ジョブを選択します。右クリックしてメニューを表示します。

2 ドロップダウンメニューから［移動］を選択します。Queueにより
ジョブのコピーが作成され、受信ボックスパネルに移動します。ジョ
ブの移動ポップアップ画面が表示されます。新しいジョブチケットの
番号がポップアップ画面に表示されます。初期設定では、Queueは
元のジョブチケットも完了ジョブパネルに保管します。このジョブチ
ケットを削除する場合は、［完了ジョブパネルにコピーを保存しま
す。］チェックボックスのチェックを外します。チェックを外すと、
完了ジョブパネルのジョブチケットがQueueから削除されます。
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3 ［カテゴリ］に［受信ボックス］を選択します。この選択を修正する

ことはできません。

4 ［OK］をクリックします。［ジョブの移動］画面が閉じます。

5 Printgroove POD Queueが処理を実行します。新しいジョブチ
ケットが作成され、受信ボックスに送信されます。また、新規のジョ
ブチケット番号も作成されます。

6 ポップアップ画面が開きます。新しいジョブチケットの番号が表示さ
れます。［OK］をクリックして、ポップアップ画面を閉じます。

7 作成されたジョブに対して、通常どおりの処理を行います。

6.3.8 保存したジョブを削除する
完了ジョブパネルに保存したジョブを削除する手順は、以下のとおりです。

1 ジョブを選択します。右クリックしてメニューを表示します。

2 ドロップダウンメニューから［削除］を選択します。削除確認メッ
セージが表示されます。

3 ジョブを削除する場合は、［OK］をクリックします。ジョブを削除し
ない場合は、［キャンセル］をクリックします。［ジョブの移動］画面
が閉じます。
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6.4 特別なプリントジョブの処理
Printgroove POD Queueで行う特別なプリントジョブの処理について
説明します。

6.4.1 Printgroove POD Queue ジョブを新規に作成する
プリントジョブは、Printgroove POD driver またはサードパーティ製の
アプリケーションを介してPrintgroove POD Queue に送信されます。
Printgroove POD Queueの内部でもジョブを作成することができます。
この機能を使用すると、送信と出力を同じ場所で行うことになり、ジョブ
の管理がしやすくなります。 

Printgroove POD Queueでプリントジョブを新規に作成する手順は、
以下のとおりです。

1 ［ファイル］メニューから［新規］→［ジョブチケット］を選択しま
す。または、受信ボックスパネルでジョブを右クリックすると表示さ
れるドロップダウンメニューから［新規］を選択します。ジョブチ
ケットエディタが開きます。

2 パネル右上の［ジョブチケット］を選択します。ラジオボタンの選択
により、新規作成がテンプレートではなく、ジョブチケットであるこ
とを指定します。

3 ［名称］にジョブ名を入力します。［名称］は必須入力項目です。他の
ジョブチケット名と同じ名前を指定することはできません。

メモ）文字列の入力方法については、「テキスト入力方法」（p. 4-5）
をご覧ください。

4 ［ジョブチケット番号］は自動的に生成されます。

5 ［設定項目］から［ジョブ設定］→［ジョブチケット詳細］を選択し
ます。［アップロード］をクリックします。表示された画面で、プリ
ントジョブに添付するPDFファイルを選択し、［開く］をクリック
します。画面が閉じ、［文書印刷］にPDFファイル名が表示されま
す。

6 必要に応じて、ジョブチケットの設定を修正します。

7 ［保存］をクリックします。ジョブチケットエディタが閉じ、受信
ボックスパネルにジョブチケット番号がついた新規プリントジョブが
表示されます。
Printgroove POD Queue 6-22



Printgroove POD Queue の使用方法 6
6.4.2 クラスタジョブ
Printgroove POD Queueのクラスタは、2台以上のプリンタをグループ
化して単一のシステムと見なし、拡張機能を提供します。クラスタを作成
すると、クラスタプリンタ間で1つのプリントジョブを共有することがで
きます。

クラスタ機能はオプション機能です。標準ライセンスのPrintgroove 
POD Queue では使用できません。クラスタ機能が使用できない場合、送
信先パネルのクラスタセクションは使用できません。クラスタ機能の追加
については、コニカミノルタサービス実施店にお問い合わせください。

クラスタ機能が使用できる場合、送信先パネルのクラスタセクションはア
クティブ表示され、クラスタエディタを使用してクラスタを作成すること
ができます。 

クラスタには［カラークラスタ］、［部数クラスタ］、［ページクラスタ］の
3つのタイプがあります。詳細は、「クラスタエディタ」（p. 5-66）をご覧
ください。

ジョブをクラスタに送信する際には以下の注意が必要です。入稿データに
見合うクラスタを作成する必要があります（たとえば、カラーと白黒ペー
ジを含む、大量のジョブを処理する場合は、カラークラスタを作成しま
す）。クラスタタイプのジョブを認識するために受信ボックスパネル内の
キーとなる値を理解する必要があります。たとえば、［カラーページ数］、
［白黒ページ数］、［カラータイプ］の項目などの情報から、色による分割が
必要なジョブであることが認識できます。

推奨パネルはジョブに適したクラスタタイプの認識に役に立ちます。ジョ
ブを選択して［アイコンバー］の［推奨表示］をクリックすると、セク
ション下部にすべてのプリンタとクラスタが、推奨レベルに応じて色分け
されたアイコンで表示されます。（詳細は「推奨パネル」（p. 5-51）をご覧
ください）。

ジョブを直接、送信先パネル上のクラスタアイコンにドラッグ&ドロップ
して送信できます。クラスタアイコンは、クラスタステータスの情報を提
供します。クラスタは、プリントジョブを処理するための複数のプリンタ
のグループであるため、クラスタのステータスはリンクされたプリンタの
ステータスによって決定されます。このステータスには階層があります。
たとえば、1台で致命的なエラーが発生している場合、クラスタも同じス
テータスとなり、エラーが解決されるまで使用できません（詳細は、「送信
先パネル」（p. 6-10）をご覧ください）。

クラスタに送信されたジョブは、プリンタジョブパネルで確認することが
できます。しかし、ジョブは2つ以上のサブジョブに分けられるため、確
認方法は通常のプリントジョブとは異なります。また、カラークラスタで
ジョブを完了するためには、ユーザーによる対処が必要となります。 
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カラークラスタ、部数 /ページクラスタに送信されたジョブの処理の概要
は、以下のとおりです。ここでは、キャンセルされたクラスタの分割ジョ
ブとエラーが原因で印刷されなかったカラークラスタの分割ジョブの復元
方法を説明します。

カラークラスタ

1 送信先パネルのカラークラスタアイコンにプリントジョブをドラッグ
&ドロップします。

2 Printgroove POD Queueが以下の 4つのサブジョブに分割しま
す。ジョブチケット _01（バナーページのカラー部分）、ジョブチ
ケット _02（ジョブのカラー部分）、ジョブチケット _03（バナー
ページのモノクロ部分）、ジョブチケット _04（ジョブのモノクロ部
分）。

3 ジョブチケット _01と _02 は、クラスタ内のカラープリンタに送信
されてプリンタジョブパネル内にあるそのプリンタのフォルダ内に表
示されます。

4 ジョブチケット _02がキューの先頭になると、処理が行われます。
ジョブチケットの仕上げ設定は、カラープリンタでは適用されませ
ん。

5 ジョブチケット _02の出力を終えた段階で、出力紙を取り出します。

6 ジョブチケット _03と _04 は、クラスタ内の白黒プリンタへ送信さ
れ、プリンタジョブパネル内にあるそのプリンタのフォルダ内に表示
されます。

7 ジョブチケット _04がキューの先頭になると、プリンタは待機モー
ドになり、ユーザーが許可するまで出力は行われません。

8 カラーページ（ジョブチケット _01）を白黒プリンタに送信し、ク
ラスタに割り当てたPI トレイにセットします。

9 白黒プリンタの操作パネルで、ジョブの出力許可をします（詳細は、
プリンタのユーザーズガイドをご覧ください）。

10 ジョブの白黒部分が印刷され、適宜カラーページが挿入されます。
ジョブチケットの仕上げ設定が各ドキュメントに適用されます。

11 ジョブチケット _04出力後、出力終了通知メッセージがユーザーに
送信されます。ユーザーは表示された情報から進行状況を確認し、
［OK］をクリックしてメッセージを閉じます。
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12 ジョブチケット _04出力後、ジョブ全体が完了ジョブパネルへと移

動し、もとのジョブチケット番号が表示されます。分割されたジョブ
チケット _01～ _04 の情報は表示されません。

2
ご注意

バナーページを設定していない場合、カラーページ部分が、ジョブチ
ケット _01となり、モノクロページ部分がジョブチケット _02になり
ます。

部数＆ページクラスタ

1 送信先パネルの部数 /ページクラスタアイコンにプリントジョブをド
ラッグ&ドロップします。

2 Printgroove POD Queueがジョブを、各プリンタおよび各バナー
ページに対して1つずつの複数のサブジョブに分けます。（サブジョ
ブ1バナーページ _01、サブジョブ 1_02、サブジョブ 2バナーペー
ジ _03、サブジョブ2_04・・・）

3 すべてのサブジョブが、同時に指定されたプリンタに送信され、プリ
ンタジョブパネル内にある各プリンタのフォルダ内に表示されます。

4 サブジョブがキューの先頭になると、処理が行われます。ジョブチ
ケットの仕上げ設定はカラープリンタでは適用されないため、オフラ
インで完了する必要があります。各サブジョブのバナーページには必
要な仕上げ設定が表示されます。これらは、バナーページの［禁則］
セクションの下に表示されます。

5 各サブジョブの出力を終えた段階で、出力紙を取り出して保管するこ
とができます。

6 最後のサブジョブの出力後、ジョブ全体が完了ジョブパネルにと移動
し、元のジョブチケット番号だけが表示されます。

2
ご注意

バナーページを設定していない場合、最初のサブジョブが _01となり、
次のサブジョブが _02と続きます。
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クラスタジョブをキャンセルする

クラスタジョブがプリンタに送信されると、それらは2つ以上のサブジョ
ブに分けられます（各クラスタプリンタに、1つのサブジョブが割り当て
られます）。サブジョブがキャンセルされると、残りすべてのサブジョブも
キャンセルされます。キャンセルを行った場合、未出力分のサブジョブの
復元や未出力分のサブジョブの単独出力はできません。

たとえば、5つのサブジョブのうちの2つが出力済み、3つ目が印刷中の
時点でキャンセルした場合、3つ目の未出力分（残部）と最後の2つのサ
ブジョブは、後でプリンタに送信することができません。ジョブ全体を再
送信、再出力をする必要があります。

クラスタジョブをキャンセルする手順は、以下のとおりです。

1 プリンタジョブパネルで、現在キューの中にあるサブジョブを確認し
ます。サブジョブは、ジョブチケット番号に「_0x（x は数字）」が付
加されて表示されます。キューの中にあり、かつ処理中ではないもの
を探します。サブジョブが処理中の場合は、次のサブジョブが、プリ
ンタジョブパネルに表示されるのを待ちます。

2 サブジョブを選択して右クリックメニューを表示し、［キャンセル］
を選択します。

3 確認メッセージが表示されます。［OK］をクリックします。未出力の
サブジョブがすべてキャンセルされます。

4 キャンセルされたジョブ全体が、完了ジョブパネルに表示され、元の
ジョブチケット番号が表示されます。分割された「_01」の情報は表
示されません。

カラーのサブジョブのエラーを解決する

白黒プリンタのPI トレイを使用して、カラーページを印刷する際にエラー
が発生した場合、エラーの原因を修正してジョブを完了する必要がありま
す。 

印刷できないジョブのエラーを修正する方法は以下のとおりです。

1 プリンタジョブパネルでエラーが発生したジョブを確認し、右クリッ
クしてドロップダウンメニューから［キャンセル］をクリックしま
す。ジョブがキャンセルされて完了ジョブパネルに移動します。

2 白黒プリンタのPI トレイからカラーページを取り除きます。

3 セットされているエラーが発生した残りのページを取り除きます。
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4 完了ジョブパネルでキャンセルされたジョブを確認し、ジョブを選択

して右クリックメニューを表示し、［カラークラスタジョブの復元］
を選択します。この項目はジョブがキャンセルされた場合のみに有効
です。Printgroove POD Queueは、エラーの前に完了したジョブ
の内容とエラー後に残っているジョブの内容などの情報を保存しま
す。またPrintgroove POD Queue は、エラーの原因を修正してカ
ラージョブを再印刷しようとします。エラーによってジョブのプロセ
スが停止する場合は、以下の4つの状況が考えられます。いずれの状
況でもメッセージ画面が表示されます。

‒ 選択したジョブがカラークラスタジョブではない場合

‒ ジョブを処理するオリジナルクラスタに使用できないプリンタが
ある場合

‒ ジョブを処理するオリジナルクラスタが存在しない場合

‒ ジョブの復元が試行され、復元できなかったジョブの場合

メモ）1つ以上のカラージョブが印刷エラーによって影響を受けた場
合、受信ボックスパネルにジョブを移動して、部数を変更してから残
りの部数を印刷してください。

5 ジョブチケット _05と _06 は、クラスタ内のカラープリンタに送信
され、プリンタジョブパネルのプリンタのフォルダ内に表示されま
す。ジョブの1部が印刷されます。

6 ジョブチケット _06がキューの先頭になると、処理が実行されます。
ジョブチケットの仕上げ設定はカラープリンタでは適用されません。

7 ジョブチケット _06が出力後、プリンタからカラーページを取り除
き、手順2で取り除いたカラーセットとあわせて、必要になるまで別
に保存しておきます。

8 ジョブチケット _07と _08 は、クラスタで指定した白黒プリンタに
送信され、プリンタジョブパネルのプリンタフォルダに表示されま
す。

9 ジョブチケット _08がキューの先頭になると、プリンタは待機モー
ドになり、ユーザーが許可するまで出力は行われません。

10 カラーページを白黒プリンタに送信し、クラスタに割り当てたPI ト
レイにセットします。

11 白黒プリンタの操作パネルで、ジョブの出力許可をします（詳細は、
プリンタのユーザーズガイドをご覧ください）。

12 ジョブの白黒部分が印刷され、適宜カラーページが挿入されます。
ジョブチケットの仕上げ設定が各ドキュメントに適用されます。
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13 ジョブチケット _08出力後、ジョブ全体が完了ジョブパネルに移動

し、元のジョブチケット番号だけが表示されます。元のジョブの _01
から _04 および復元印刷の _05から _08 の情報は表示されません。
元のジョブチケット番号だけが表示されます。

2
ご注意

印刷エラーの復元中に再度エラーが発生した場合、Printgroove POD 
Queueは、再度解決することはできません。この場合はジョブをキャ
ンセルして、受信ボックスパネルにジョブを移動して、部数を変更して
から残りの部数を印刷してください。
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6.4.3 バーチャルキュージョブ
バーチャルキューは、ジョブチケット設定が定義された仮想プリント
キューです。詳細については、「バーチャルキューエディタ」（p. 5-76）を
参照してください。

用紙サイズ、部数、両面印刷など、決まった出力設定で定期的に処理する
ジョブがある場合、出力設定をバーチャルキューに保存しておくことがで
きます。バーチャルキューを使用することで、毎回出力設定をすることな
く、ジョブ処理を簡便化できます。テンプレートを作成すると、入稿時に
ジョブチケットが設定されない状態でPrintgroove POD Queueにジョ
ブが送信された場合も、受信トレイパネルに入ったジョブをバーチャル
キューアイコン上にドラッグ&ドロップすると、バーチャルキューの設定
がジョブチケットに適用され、自動的に指定されたプリンタのキューに送
信されます。

ジョブをバーチャルキューに送信するには、以下を理解する必要がありま
す。プリントジョブがバーチャルキューアイコンにドラッグされると、
バーチャルキュージョブチケット設定がジョブに適用され、元のジョブチ
ケット設定は上書きされます。これによって、既存のジョブチケット設定
は上書きされます。

ジョブを印刷するプリンタの能力のみに基づいて、バーチャルキューに
ジョブが誤送信されないように、推奨パネルの候補先としてバーチャル
キューは表示されません。 

バーチャルキュージョブの処理方法は、通常のプリントジョブと同様です。
バーチャルキューアイコン上にジョブをドラッグ&ドロップすると、バー
チャルキューで指定されたプリンタのフォルダにジョブが表示され、通常
通り処理が行われます。ジョブが完了すると、ジョブは完了ジョブパネル
に移動します。
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付録A:  タブ印刷のサポート 
タブ印刷は、Queueの高度なページ単位設定により、以下の手順で実行
されます。

1 事前にタブ設定をしたPDFファイルを含む新しいジョブチケットを
インポートまたは作成します。

2 Printgroove POD Queueで、ジョブをダブルクリックしてジョブ
チケットエディタを開きます。

3 ［基本設定］→［紙設定］→［出力サイズ］の順に移動します。設定
値は、ドキュメントの本文と同じサイズである必要があります
（8 1/2 e 11 またはA4）。設定が［値なし］または不正確な場合は、
8 1/2 e 11 またはA4に変更します。

4 ［レイアウト設定］→［印刷種類］に移動し、ドロップダウンメ
ニューから［片面］または［両面］を選択します。

5 ［ページ単位設定］に移動します。［ページ単位設定］チェックボック
スをオンにして、［追加］をクリックします。ページ単位設定画面が
表示されます。

6 ［ページ番号］フィールドに、タブページのページ数を入力します。

7 ［印刷種類］ドロップダウンリストから、［片面印刷］または［両面印
刷］を選択します。

2
ご注意

［両面印刷］を選択している場合、プリンタが両面タブ印刷をサポート
している必要があります。

8 ［給紙トレイ］ドロップダウンから、タブ用紙が設定されたトレイを
選択します。

2
ご注意

ジョブをプリンタに送信するときに、正しいタブ用紙が指定の給紙トレ
イに積載されている必要があります。積載されていない場合は、用紙の
準備を促すエンジンの禁則が表示されます。
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9 ［タブの種類］ドロップダウンから、タブセットに対応する値を選択

します（たとえば、5山のタブ用紙を使用する場合は、値をタブ5に
設定します）。

2
ご注意

タブのないページにページ単位設定を行う場合、［タブの種類］は［な
し］に設定します。

10［OK］をクリックして［ページ単位の設定追加］画面を閉じます。次
に［保存］をクリックしてジョブチケットエディタを閉じ、ページ単
位設定をジョブに適用します。

11 タブ用紙を積載したプリンタにジョブを送信します。プリンタのエン
ジンはPDFファイルを読み込み、A4タブ用紙または8.5 e 11 タブ
用紙が必要かどうかを確認します。

2
ご注意

ページ単位の用紙属性タブを設定することもできます。Queueは自動
的に正しいトレイを選択します。詳細は、「ページ単位の用紙属性」
（p. 5-110）をご覧ください。

12 必要なタブ用紙がない場合は、エンジンにより用紙の準備を促すメッ
セージが表示されます。

2
ご注意

正しいサイズのタブ用紙が積載されている場合でも、1つのセットのタ
ブシートの数がQueue で選択した［タブの種類］の値と異なると、エ
ンジンにより用紙の準備を促すメッセージが表示されます。

13［不要インデックス紙排紙］設定がオンの場合、使用されないタブ
シートは、ジョブの処理中に排紙されます。
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A.1 951 のエンジン設定変更
これらの操作に問題がある場合は、コニカミノルタサービス実施店にお問
い合わせください。ファームウェアのアップデートが必要な可能性があり
ます。

951のタブ印刷は、エンジン固有の設定を変更して行います。Queue の
詳細なページ単位設定は使用されません。

A.1.1 951 のエンジン設定変更

1 エンジンの LCDパネルから［機械状態］タブを選択します。

2 ［コントローラー設定］ボタンを選択して、コントローラー設定メ
ニューを開きます。
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3 コントローラー設定画面から［08　管理者設定］を選択します。

4 管理者設定画面から［01 メモリースイッチ］を選択します。

5 ソフトウェアスイッチ設定画面から［スイッチ番号 (1-50)］を選択
し、キーボードから［14］を入力します（上記1）。

6 ［Off(0)/ On (1)］を選択し、キーボードから1を入力し、次に［設
定］をクリックします（上記2）。以下の点に注意してください。 

‒ 1 を選択した場合、印刷中のドキュメントで9 e 11 のページを検
出するたびにプリンタは8.5 e 11 のタブメディアを使用します。

‒ 0を選択した場合、印刷中のドキュメントで9 e 11 のページを検
出するたびにプリンタは9 e 11 のタブメディアを使用します。
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7 ［閉じる］を選択して、メイン表示に戻ります。エンジンを再起動し

て新しい設定を有効にします。
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A.2 1051、1200 のエンジン設定の変更

1 エンジンの LCDパネルから［機械状態］タブ（1）を選択します。

2 ［コントローラー設定］ボタン（2）を選択して、コントローラー設定
メニューを開きます。

3 ［08 管理者設定］を選択します。管理者設定メニューが表示されま
す。
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4 ［01 メモリースイッチ］を選択します。設定メニューが表示されま

す。

5 ［スイッチ番号 (1-99)］を選択し、キーボードから［14］を入力し
ます（1）。
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6 ［Off(0)/ On (1)］を選択し、キーボードから1を入力し、次に［設

定］をクリックします（上記2）。以下の点に注意してください。 

‒ 1 を選択した場合、印刷中のドキュメントで8.5 e 11 のページを
検出するたびにプリンタは9 e 11 のタブメディアを使用します。

‒ 0を選択した場合、印刷中のドキュメントで9 e 11 のページを検
出するたびにプリンタは9 e 11 のタブメディアを使用します。

7 ［閉じる］を選択して、メイン表示に戻ります。エンジンを再起動し
て新しい設定を有効にします。
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A.3 1250 のエンジン設定変更
1250 のタブ印刷は、エンジン固有の設定を変更して行います。Queueの
詳細なページ単位設定は使用されません。

1 エンジンの LCDパネルから［機械状態］タブを選択します。

2 ［コントローラー設定］ボタンを選択して、コントローラー設定メ
ニューを開きます。
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3 コントローラー設定画面から［08 管理者設定］を選択します。 

4 管理者設定メニューが表示されます。［01 メモリースイッチ］を選択
します。
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5 設定メニューが表示されます。［スイッチ番号 (1-100)］を選択し、

キーボードから［14］を入力します（1）。

6 ［Off(0)/ On (1)］を選択し、キーボードから［1］を入力し、次に
［設定］をクリックします（上記2）。以下の点に注意してください。 

‒ 1 を選択した場合、印刷中のドキュメントで8.5 e 11 のページを
検出するたびにプリンタは9 e 11 のタブメディアを使用します。

‒ 0を選択した場合、印刷中のドキュメントで9 e 11 のページを検
出するたびにプリンタは9 e 11 のタブメディアを使用します。

7 ［閉じる］を選択して、メイン表示に戻ります。エンジンを再起動し
て新しい設定を有効にします。
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A.4 IC-601 コントローラーを搭載したColor bizhub 
PRESS C6000/C7000/C8000 および IC-602 コント
ローラーを搭載したColor bizhub PRESS C1060/
C1070/C1100
上記のプリンタ /コントローラの組み合わせは、エンジン固有の設定を変
更して行います。Queueの詳細なページ単位設定は使用されません。

1 エンジンの LCDパネルから［設定メニュー／カウンター］を選択し
ます。

2 ［管理者設定］を選択します。
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3 管理者設定画面が表示されます。［コントローラー設定］を選択しま

す。

4 管理者設定メニューが表示されます。［02 システム設定］を選択しま
す。 
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5 設定メニューが表示されます。［01 ソフトメモリースイッチ設定］を

選択します。

6 ソフトメモリースイッチ設定画面が表示されます。キーパッドを使用
して、「14」を入力します。

7 ［On］を選択して、有効にします。

8 ［前画面］を押します。

9 ［閉じる］を選択して、メイン表示に戻ります。
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A.5 C654/C654e/C754/C754eのエンジン設定の変更
C654/C654e/C754/C754eのタブ印刷は、エンジン固有の設定を変更
して行います。Queueの詳細なページ単位設定は使用されません。

1 印刷は、［手差しトレイ］を使用する場合のみ、実行できます。タブ
シートを［手差しトレイ］に置くと、プリンタの LDCパネルに以下
の画面が表示されます。

2 プリンタの LDCパネル右下に表示される［閉じる］を押します。以
下の画面が表示されます。

3 ［手差しトレイ］はA4 インデックスではなく、A4を表示します。
これは、上記のプリンタでは正常な動作で、タブは普通に印刷されま
す。
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A.6 CREO IC-304 コントローラーを搭載したColor 
bizhub PROのタブ印刷

1 ［ページ単位設定］に移動します。ページ単位設定テーブルに保存さ
れている設定を削除します。

2 ［ページ単位設定］チェックボックスのチェックを外します。

3 ［保存］をクリックしてジョブを閉じ、設定を適用します。

4 CREO IC-304 コントローラーを搭載したプリンタにジョブを送信
します。

5 CREO Color Server Workstation を使用して、ジョブのジョブパ
ラメータを編集し、タブぺージのトレイの値を設定します。

6 変更内容を［保存］し、CREO Color Server Workstation から
ジョブの出力を許可し、ドキュメントを印刷します。
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A.7 Printgroove POD Ready からのジョブを使用するタ
ブ印刷
Printgroove POD Ready を使用してタブページを作成する場合、それら
の値は維持され、ジョブがQueueに移動する際にQueueに送信されま
す。設定を確認する方法：

1 ジョブをダブルクリックして、ジョブチケットエディタを開きます。

2 ［ページ単位設定］に移動します。ぺージ単位設定テーブルから値を
選択して、［編集］をクリックします。ページ単位設定の編集画面が
表示されます。

3 Printgroove POD Ready を使用してジョブチケットに入力した値
は、グレーアウトされています。これらは、参考用の表示で
Printgroove POD Queueで変更できません。

4 ［タブの種類］はReady で設定された値に基づき設定され、Queue
では編集できません。

5 ターゲットプリンタが、給紙トレイの設定を要求する場合は、［給紙
トレイ］ドロップダウンから正しい値を選択します。

6 ［保存］をクリックし、必要に応じてページ単位設定テーブルのすべ
ての値についてこの操作を繰り返します。
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GUI カスタマイズオプション 付録 B
付録B:  GUI カスタマイズオプション
この付録のセクションでは、使用可能なカスタムのGUI 設定を説明しま
す。初期設定では、ほとんどの設定が有効な状態です。このセクションで
は、設定を無効にするために必要な構成ファイルの検出や修正を説明して
います。 

一部の設定では、Printgroove PODサーバーの構成ファイルや
Printgroove PODクライアントの構成ファイルの一部を修正することが
必要な場合もあります。ここでは、両方の手順を説明します。次にカスタ
マイズされた設定とその実行方法について説明します。

B.1 サーバーの手動設定：Tomcat
この手順では、Tomcat をシャットダウンし、構成ファイルを開きます。

1 SSHまたは同様のアプリケーションを使用して、Linux コマンドラ
インにアクセスします。またはシステム管理者としてPODサーバー
ボックスのコンソールでログインします。

2 Tomcat を停止します。

3 コマンドラインエディタ（vi など）でDD2AdminConfig.txt ファ
イルを開きます。ファイルパスは以下のとおりです。

‒ ［Installpath］
\PGQueueTC\webapps\DDServer\WEBINF\classes\confi
g\DD2AdminConfig.txt

B.2 サーバーの手動設定：PDF
この手順では、PDFサーバーをシャットダウンし、構成ファイルを開きま
す。

1 SSHまたは同様のアプリケーションを使用して、Linux コマンドラ
インにアクセスします。またはシステム管理者としてPODサーバー
ボックスのコンソールでログインします。

2 以下のコマンドを使用して、Printgroove POD Queue PDFサー
バーを停止します。

3 コマンドラインエディタ（vi など）でPDFServer.config ファイル
を開きます。ファイルパスは以下のとおりです。

‒ ［Installpath］\PDFServer\PDFService.exe.config
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B.3 Queue クライアントの手動設定
この手順では、PDFサーバーをシャットダウンし、構成ファイルを開きま
す。

1 PODQueueConfig.xml は、すべてのXMLスイッチを含むファイ
ルです。ファイルパスは以下のとおりです。

‒ Windows XPの場合：

C:￥Documents and Settings￥All Users￥Application 
Data￥KONICA MINOLTA￥Printgroove PODQueue￥XML
￥CONFIGURATION￥ PODQueueConfig.xml

‒ Windows Vista の場合：

C:￥ProgramData￥KONICA MINOLTA￥Printgroove 
PODQueue￥XML￥CONFIGURATION￥ 
PODQueueConfig.xml

‒ Windows 7 の場合：

C:￥ProgramData￥KONICA MINOLTA￥Printgroove 
PODQueue￥XML￥CONFIGURATION￥ 
PODQueueConfig.xml.

2
ご注意

アプリケーションデータまたはProgramData フォルダの保存先のド
ライブは、OSをインストールしたときのドライブです。また、初期設
定では、この2つのフォルダは非表示になっています。
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B.4 設定項目
このセクションでは、現在サポートされている構成可能な設定すべてを示
します。ファイルを変更して保存した後、変更内容を反映するには、
Printgroove サーバーを再起動する必要があります。

B.4.1 ページ単位設定の紙色
初期設定では、［ジョブチケットエディタ］→［ページ単位設定］→［ペー
ジ単位設定］→［紙色］はオンになっています。 

この機能を無効にするには、

1 「Queueクライアントの手動設定」（p. 付録 B:-2）の説明に従いま
す。

2 以下のタグを確認します。

<PPSPaperColor>ON</PPSPaperColor> （初期設定はオ
ン）

3 設定をOFFに変更し、紙色オプションを無効にします。

4 ファイルを保存します。

制限：

この機能には以下の制限が適用されます。

‒ 対象は、bizhub PRO 1200 のみで、

‒ Printgroove POD Queueでのみ、使用可能、対応可能です。
Printgroove POD Driver またはPrintgroove POD Ready で
は使用も対応もできません。

‒ この機能には禁則が実行されないため、Queueはデバイスの紙
色を確認しません。ジョブがbizhub PRO 1200 以外のプリンタ
に送信されても、ユーザーが警告を受け取ることができません。
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B.4.2 Fiery コントローラーのジョブ名の値
ジョブがQueueから Fiery のコマンドワークステーション（CWS）に送
信される場合、CWS内でジョブ名の読み込めない場合があります。ジョ
ブ名（4つの部分に分割）は、CWSに送信されたときに認識しやすいよう
に、再定義することができます。 

ジョブ名の値は、設定スイッチにより変更できます。値を変更するには、

1 「サーバーの手動設定：Tomcat」（p. 付録B:-1）の説明に従いま
す。

2 以下のタグを確認し、必要に応じて変更します。

3 ファイルを保存します。

4 Printgroove PODを再起動して、変更内容を反映します。

HARMONYJOBSPREFIX Firey コントローラーに送信されるすべてのジョブに接頭
文字を追加するかどうかを指定します。

HARMONYJOBNAME

TRUEまたは FALSE、
TRUEの場合、Printgroove POD Queue で指定され
たジョブ名は、Fiery コントローラーに送信されている
ジョブ名に追加されます。

HARMONYJOBID

TRUEまたは FALSE、
TRUEの場合、Printgroove POD Queue によって作
成されたジョブ IDは、Fiery コントローラーに送信され
ているジョブ名に追加されます。

HARMONYFILENAME

TRUEまたは FALSE、
TRUEの場合、ユーザーがPrintgroove POD Queue
でジョブを作成する際に送信するファイル名は、Fiery コ
ントローラーに送信されているジョブ名に追加されます。
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B.4.3 画像品質設定
解像度設定を有効にできます。有効な場合、これらの設定はQueue アプ
リケーション全体で表示されます。このオプションは、IC-601 コントロー
ラーを使用するデバイスのみに対応します。2つの構成ファイルを変更す
る必要があります。

この機能を無効にするには、

1 「サーバーの手動設定：Tomcat」（p. 付録B:-1）の説明に従いま
す。

2 以下のスイッチを確認します。

<JDF-SCREENING=ON> （初期設定はオン）

3 設定をOFFに変更し、詳細な画像品質設定を無効にします。

4 ファイルを保存します。

5 Printgroove PODサーバーを再起動して、変更内容を適用します。

6 「Queueクライアントの手動設定」（p. 付録 B:-2）の説明に従いま
す。

7 以下のタグを確認し、必要に応じて変更します。

<ImageQualitySetting>on</ImageQualitySetting> （初期設
定はオン）

8 設定をOFFに変更し、詳細な画像品質設定を無効にします。

9 ファイルを保存します。

制限：

この機能には以下の制限が適用されます。

‒ この機能に対応するのは、bizhub PRO 1200、C6500/IC-
303、C6500/IC-305、C6501/IC-305 のみです。

‒ すべてのC650x モデルでは、EFI システムバージョン3.0 を実
行する必要があります。

‒ CMYKドロップダウンの値を設定することができますが、CMY
設定はbizhub PRO 1200、C6500/IC-303、C6500/IC-305、
C6501/IC-305 でサポートされないため、制約される場合があり
ます。

‒ ジョブで［カスタムスクリーン］が選択されている場合、カラー
クラスタは対象のジョブを処理できません。
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B.4.4 MediaBox の値の変更
PDFファイルがPrintgroove POD Queueに送信されると、この値は
PDFドキュメントに埋め込まれたMediaBox パラメータの大きさに設定
されます。その値がCropBox または TrimBox の値により決定されるよ
うに、この設定を変更することができます。

PDFサーバーは、POD Queueのサブモジュールで、PDFドキュメント
を解析し、出力サイズを設定します。XMLパラメータは、POD Queue
の構成ファイルに追加されています。このファイルはPDFファイルに
MediaBox、CropBox、TrimBox のいずれかを使用するよう指示します。 

この機能を有効にするには、

1 「サーバーの手動設定：Tomcat」（p. 付録B:-1）の説明に従いま
す。

2 以下のスイッチを確認します。

<PageSizeBox=1>

3 必要に応じて設定を変更します。以下のオプションがサポートされま
す。

<PageSizeBox=1> 1 = MediaBox（初期設定）

<PageSizeBox=2> 2 = CropBox

<PageSizeBox=3> 3 = TrimBox

4 ファイルを保存します。

5 以下のコマンドを使用して、Printgroove PODサーバーを再起動し
ます。

sudo /etc/init.d/PDFServer1.sh start)

6 ユーザーがログアウトする際に、変更内容はマシン単位で保存されま
す。ユーザーが同じマシンに再度ログインすると、変更内容は元の状
態を維持します。ユーザーが他のマシンにログインすると、変更内容
が適用されないため、上記の手順を繰り返し、他のマシンにも適用す
る必要があります。
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B.4.5 複数のホットフォルダ
この機能を無効にするには、

1 「Queueクライアントの手動設定」（p. 付録 B:-2）の説明に従いま
す。

2 以下のタグを確認します。

<MultipleHotFolder>ON</MultipleHotFolder> （初期設定は
オン）

3 設定をOFFに変更し、複数ホットフォルダのサポートを無効にしま
す。

4 ファイルを保存します。

B.4.6 全終了ジョブ削除オプション
この機能を無効にするには、

1 「Queueクライアントの手動設定」（p. 付録 B:-2）の説明に従いま
す。

2 以下のタグを確認します。

<CompletedJobCleanupSetting>on</
CompletedJobCleanupSetting> （初期設定はオン）

3 設定をOFFに変更して、全終了ジョブ削除メニューオプションを無
効にします。

4 ファイルを保存します。

B.4.7 コマンドワークステーションにボックスジョブを保管する
Queueに対して、ボックスジョブのコマンドワークステーションへの送
信が指定できるようになりました。コマンドワークステーションに保存さ
れたジョブは、そのままコマンドワークステーションで処理されます。こ
のオプションが適用されると、ジョブはQueue で処理されません。

この機能を有効にするには、

1 「サーバーの手動設定：Tomcat」（p. 付録B:-1）の説明に従いま
す。

2 以下のスイッチを確認します。

<HARMONYHOLDONLY=FALSE>（初期設定は FALSE）
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3 設定をTRUEに変更して、コマンドワークステーションによるボッ

クスジョブの処理を有効にします。

4 ファイルを保存します。

5 Printgroove PODサーバーを再起動して、変更内容を適用します。

B.4.8 高レベルのポーリング間隔
SNMPのアップデート間隔（ポーリングレート）は 10秒と 30秒のオプ
ション（これらはドロップダウンに追加されます）を含むように拡張でき
ます。 

この機能を無効にするには、

1 「Queueクライアントの手動設定」（p. 付録 B:-2）の説明に従いま
す。

2 以下のタグを確認します。

SNMPPOLLINGADVANCED>on</
SNMPPOLLINGADVANCED> （初期設定はオン）

3 設定をOFFに変更し、高レベルのポーリングオプションを無効にし
ます。

4 ファイルを保存します。

B.4.9 ページ /部数クラスタで混合プリンタを許可する
ユーザーは、部数クラスタにカラープリンタと白黒プリンタの両方を含め
ることができます。 

この機能を無効にするには、

1 「Queueクライアントの手動設定」（p. 付録 B:-2）の説明に従いま
す。

2 以下のタグを確認します。

<ClusterListAllPrinters>on</ClusterListAllPrinters> （初期
設定はオン）

3 設定をOFFに変更し、混合クラスタオプションを無効にします。

4 ファイルを保存します。
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B.4.10複数の不定形用紙サイズ
ユーザーは複数の不定形用紙サイズを作成して保存できます。保存された
サイズは、Queue全体で［出力サイズ］ドロップダウンメニューから選
択できます。 

この機能を有効にするには、

1 「Queueクライアントの手動設定」（p. 付録 B:-2）の説明に従いま
す。

2 以下のタグを確認します。

<CustomPaperCatalogSupport>Off</
CustomPaperCatalogSupport> （初期設定はオフ）

3 設定をONに変更し、複数の不定形用紙サイズのサポートを有効に
します。

4 ファイルを保存します。

不定形用紙サイズの使用

上記の不定形用紙サイズが有効な場合は、新規機能がQueue GUI に追加
されます。このサブセクションでは、新規機能の使用方法を説明します。
以下の説明は、ジョブチケットエディタとバーチャルキューエディタの両
方に適用されます。

不定形用紙にアクセスする

不定形用紙には、次の方法でアクセスできます。

方法1

1 管理者レベルのユーザーとして、Printgroove POD Queueにログ
インします。ジョブチケットエディタまたはバーチャルキューエディ
タを開き、［基本設定］→［紙設定］→［出力サイズ］→［不定形サ
イズ ...］を選択します。［不定形サイズ］画面が表示され、不定形の
用紙サイズを作成できます。

方法2

1 管理者レベルのユーザーとして、Printgroove POD Queueにログ
インします。［設定］→［サーバ設定］→［不定形サイズ］を選択し
ます。

2 いずれの方法でも、［不定形サイズ］画面を表示することができます。
この画面で、不定形用紙サイズを作成し管理できます。
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不定形サイズの作成と管理

不定形サイズ画面では、管理者レベルのユーザーが不定形用紙サイズの設
定を追加、編集、削除できます。この画面を初めて起動したときには、表
は空欄の状態です。サイズを追加すると、表に値が表示されます。

［追加］ボタンを使用できますが、

［編集］ボタンと［削除］ボタンは使用できません。これらのボタンは、表
に表示され値を選択している（行をクリックして選択する）ときに限り、
使用できます。

不定形用紙サイズの追加

サーバー設定オプション（上記の方法2）を使用して新しい不定形用紙サ
イズを追加するには、以下の手順を行います。

1 管理者レベルのユーザーとして、Printgroove POD Queueにログ
インします。［設定］→［サーバ設定］→［不定形サイズ］を選択し
ます。

2 ［追加］をクリックすると、追加画面が表示されます。

3 ［ジョブチケット名］フィールドに値を入力します。この値は、［出力
サイズ］のドロップダウンメニューに表示されます。16文字まで入
力できます。

4 使用する［単位］（mmまたは inch）を選択します。

5 ［幅］と［長さ］を入力します。［長さ］は［幅］よりも長く設定する
必要があります。

2
ご注意

ジョブの送信先のプリンタが、作成した不定形用紙サイズをサポートし
ない場合は、禁則のメッセージが表示され、ジョブを印刷できません。

6 ［保存］をクリックして、変更内容を適用します。［追加］画面が閉じ
ます。新しい不定形用紙サイズが、開いたジョブに適用されます。
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新しい不定形用紙サイズをドロップダウンに表示する

不定形用紙サイズの追加を行うと、［出力サイズ］ドロップダウンに表示さ
れます。

メモ）［不定形サイズ］と［不定形サイズ…］の間に表示されます。

メモ）追加された不定形サイズは、追加された順に上から表示されます。

不定形用紙サイズの編集

不定形用紙サイズを編集するには、以下の手順を行います。

1 管理者レベルのユーザーとして、Printgroove POD Queueにログ
インします。［設定］→［サーバ設定］→［不定形サイズ］を選択し
ます。

2 表の値をクリックして選択します。［編集］ボタンが有効になります。

3 ［編集］をクリックすると、編集画面が表示されます。

4 ［単位］、［幅］、［長さ］が変更できます。［ジョブチケット名］フィー
ルドは変更できません。 

5 ［保存］をクリックして、変更内容を適用します。

不定形用紙サイズの削除

不定形用紙サイズを削除するには、以下の手順を行います。

1 管理者レベルのユーザーとして、Printgroove POD Queueにログ
インします。［設定］→［サーバ設定］→［不定形サイズ］を選択し
ます。

2 表の値をクリックして選択します。［削除］ボタンが有効になります。

3 ［削除］をクリックすると、［不定形サイズを削除しますか？］画面が
表示されます。

4 削除する場合は［OK］をクリック、削除しない場合は［キャンセル］
をクリックします。
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5 削除対象の［不定形用紙サイズ］がQueueの既存のジョブに割り

当てられている場合は、削除のリクエストがキャンセルされたことを
通知するポップアップ画面が表示されます。このポップアップ画面
は、ジョブが完了ジョブパネルに移動されていても表示されます。
［OK］をクリックして、メッセージを閉じます。［不定形用紙サイズ］
を使用するすべてのジョブを削除し、上記の処理を繰り返します。

B.4.11PDFカラーアナライザーの変更
初期設定では、Printgroove POD Queueは、ページのカラーデータの
有無、白黒のデータのみかを判定するために各PDFページを解析します。
特にサイズが大きなドキュメントの場合、この処理に時間がかかる場合が
あります。また、プリントショップで白黒プリンタのみを使用している場
合は、この処理を実行する必要はありません。そのような状況でパフォー
マンスを向上させるために、カラーページの解析機能を無効にすることが
できます。

この機能を無効にすると、Printgroove POD Queueからプリントされ
るすべてのジョブは、白黒のジョブであると見なされます。

カラーページの解析を無効にするには、

1 「サーバーの手動設定：PDF」（p. 付録 B:-1）の説明に従います。

2 以下のスイッチを確認します。

<DetectColorPages=On> （初期設定はオフ）

3 必要に応じて設定を変更します。以下のオプションがサポートされま
す。

<DetectColorPages=On>（オンの場合、カラーページの解析
が実行されます。これが初期設定です。）

<DetectColorPages=Off>（オフの場合、カラーページの解析
は実行されません。）

4 ファイルを保存します。

5 以下のコマンドを使用して、Printgroove PODサーバーを再起動し
ます。

sudo /etc/init.d/PDFServer1.sh stop

6 ユーザーがログアウトする際に、変更内容はマシン単位で保存されま
す。ユーザーが同じマシンに再度ログインすると、変更内容は元の状
態を維持します。ユーザーが別のマシンにログインすると、変更内容
は適用されないため、上記の手順でそのマシンに適用する必要があり
ます。
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B.4.12受信ボックスのポーリング設定
この設定は、プリントショップで自動モードがオンに設定され、ホット
フォルダを使用して多数のジョブを処理する場合に便利です。このスイッ
チを有効にすると、上記のような状況でパフォーマンスが向上します。以
下の2つの設定を変更します。

1.MHFPerformanceSwitch：このスイッチがオンの場合、更新後、新規
ジョブは自動的に受信ボックスに表示されます。更新の速度は以下の2番
目の設定で指定されます（2.PollingInterval）。

MHFPerformanceスイッチを有効にするには、

1 「Queueクライアントの手動設定」（p. 付録 B:-2）の説明に従いま
す。

2 以下のスイッチを確認します。

<MHFPerformanceSwitch> （初期設定はオフ）

3 設定をONに変更して、受信ボックスのポーリング間隔をカスタマ
イズします。

4 ファイルを保存します。

2.PollingInterval：これは、Queueクライアントが受信ボックスを更新
する間隔です。この値はミリセカンド単位で設定されます。たとえば、値
が15000 に設定されている場合、Queue クライアントは15秒ごとに自
動的にクライアントを更新します。更新の実行後、サーバーのプリント
ジョブはQueueの受信ボックスパネルに自動的に追加されます。

ポーリング間隔を設定するには、

1 「Queueクライアントの手動設定」（p. 付録 B:-2）の説明に従いま
す。

2 以下のタグを確認します。

<PollingInterval>（初期設定は 45000）

3 45000 の初期設定は、45秒を表します。設定を 15000（15秒）
と 300000（30秒）の間の適切な整数値に変更します。

4 ファイルを保存します。
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B.4.13バナーページのフォントのカスタマイズ（顧客情報）
バナーページを生成する場合、必要に応じて顧客情報のフォントサイズを
変更できます表示される顧客情報は、会社名、名前、苗字です。

この機能を有効にするには、

1 「サーバーの手動設定：Tomcat」（p. 付録B:-1）の説明に従いま
す。

2 以下のタグを確認します。

<BANNER-PAGE-CUSTOMER-INFO-FONT=xx>（初期設定
は 12）

3 12 と 42の間の値を入力します。（初期設定の12は、入力可能な
最小値です）

4 ファイルを保存します。

B.4.14Avanti サーバーの共有アクセスを有効にする
Avanti の MIS を使用して作成したジョブをPrintgroove POD Queue
に送信する場合は、Printgroove で 4つのタブを編集する必要がありま
す。この手順では、Tomcat をシャットダウンし、構成ファイルを開きま
す。

1 SSHまたは同様のアプリケーションを使用して、Linux コマンドラ
インにアクセスします。またはシステム管理者としてPODサーバー
ボックスのコンソールでログインします。

2 Tomcat を停止します。

3 コマンドラインエディタ（vi など）でDD2AdminConfig.txt ファ
イルを開きます。ファイルパスは以下のとおりです。

sudo vim /etc/printgroovequeue.conf

4 以下のタグを確認し、必要に応じて変更します。

SMBSECURED

このタグは、SMBユーザーがユーザー認証を必要とする
かどうかを指定するために使用します。初期設定は
［No］です。［Yes］に変更します。以下の 3つの値を、
QueueサーバーがAvanti にアクセスするように、設定
する必要があります。

SMBUSERNAME 初期設定では空白です。SMBディレクトリへのアクセス
を許可されているユーザーの名前を入力します。

SMBPASSWORD 初期設定では空白です。上記のタグにユーザーのパス
ワードを入力します。

SMBDOMAIN
初期設定では空白です。ワークグループのドメイン名を
入力します。SMBサーバーがドメインと同じである場合
は、タグを空白のままにします。
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5 ファイルを保存します。

6 Printgroove PODサーバーを再起動して、変更内容を適用します。

B.4.15光沢紙タイプのサポートを有効にする
ユーザーは、Queueを有効にして光沢紙タイプをサポートすることがで
きます。初期設定では［オフ］に設定されています。この機能を有効にす
るには、プリンタが光沢紙タイプをサポートする必要があります。

この機能を有効にするには、

1 「Queueクライアントの手動設定」（p. 付録 B:-2）の説明に従いま
す。

2 以下のタグを確認します。

<GlossySetting>Off</GlossySetting> （初期設定はオフ）

3 設定をONに変更して、光沢紙タイプのサポートを有効にします。

4 ファイルを保存します。

B.4.16初期設定のカラーモードサポートを有効にする
PDFファイルの実際のカラーモードにかかわらず、Queueに送信される
ジョブのカラーモードの値を定義できます。

この機能を有効にするには、

1 「サーバーの手動設定：PDF」（p. 付録 B:-1）の説明に従います。

2 以下のタグを確認します。

<COLORINTENT>BW</COLORINTENT> （初期設定は白黒）

3 設定をCOLORに変更します。

4 ファイルを保存します。Queueに送信されるすべてのジョブは、カ
ラーモードの値で表示されます。
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付録C:  Direct Queue モード
Ready の新しいDirect Queueモードが作成されます。Direct Queue
モードでは、QueueのフルライセンスバージョンとReady のフルライセ
ンスバージョンが1台のコンピュータにインストールされます。

Queueはすべてのジョブのレポジトリになります。Queueから、ジョブ
単位でReady を起動します。

C.1 Queue/Ready マージを使用する

1 Printgroove POD Queueを開きます。

2 Ready で編集するジョブを確認します。

3 ジョブを選択し、右クリックしてドロップダウンメニューから
［Printgroove POD Ready で編集］を選択します。

2
ご注意

ファイルのサイズが大きい場合は、Ready を起動してファイルを開く
のに時間がかかります。
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4 変更されたReady の画面が表示されます。このReady 画面はア

クティブです。Queue画面もアクティブの状態であるため、両方の
画面を並行して使用できます。Queue内の他のジョブも、Ready
内の他のジョブも必要に応じて編集できますが、

‒ Ready で開いているジョブはロックされ、他のQueue オペ
レータはアクセスできません。

‒ Ready での編集は、一度に1人のユーザーが起動できます。
Ready が起動されている場合に、もう1つのインスタンスを起
動しようとすると、以下のポップアップメッセージが表示されま
す。

‒ Ready が開いている間は、ユーザーはログアウトできません。

‒ Ready が開いている間は、ユーザーQueue を終了できません。
Ready でジョブを開いている場合に、Queueからのログアウ
ト、Queueの終了を実行すると、以下のポップアップメッセー
ジが表示されます。
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‒ エラーによってQueue が強制終了された場合、Ready も強制

終了されます。

‒ Queueが PODサーバーからログアウト /シャットダウンの通知
を受け取ると、Queueと開いているReady はすべて終了しま
す。

‒ ［レポジトリ］パネルのサポートは終了しました。また、これと同
時にQueue/Ready Merge モードでの実行中のバージョン管理
も使用できなくなりました。複数のバージョンが必要な場合は、
それらをQueue で開いて保存する必要があります。

‒ ［確認送信］は使用できません。

‒ ［ファイル］メニューは制限されます。以下の設定のみサポートさ
れます。

メニュー項目

ファイル インポート ファイル

スキャン（TWAIN）

名前を付けて保存

終了

編集 元に戻す

繰り返す

切り取り

コピー

貼り付け

複製

削除

前へ移動

後ろへ移動

最初へ移動

最後へ移動
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編集
（続き）

全てを選択

ページを選択 全ページ

偶数ページ

奇数ページ

設定

テンプレート テンプレートの作成

テンプレートの削除

初期設定 ページタイプ設定の連続適用

表示 ページエリア ページ

面付け

見開き

ドキュメントパネル 文書

シートリスト

サムネイル

ジョブチケットパネル

移動 最初のページ

前のページ

次のページ

最後のページ

ページ

最初のシート

前のシート

次のシート

最後のシート

シート

メニュー項目
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表示
（続き）

ズーム ズームイン

ズームアウト

実サイズ

全体表示

幅に合わせる

高さに合わせる

... にズーム

表示を回転 -時計回り

表示を回転 -反時計回
り

ルーラー

グリッド

ハンド

プロパティパネル表示

ドキュメントパネルの
表示

出力設定の表示

サムネイルビューで章
を表示

サムネイルビューで章
の折りたたみを有効に
する

表示

メニュー項目
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ドキュメ
ント

章の追加

追加 白紙シート

合紙シート

タブシート

スリップシート

PDFファイル

PDFファイル（新しい章として追加）

くるみ製本表紙設定

ウォーターマークの追
加 /編集

ウォーターマークの削
除

ヘッダ /フッタの追加
/編集

ヘッダ /フッタの削除

スキャン画像の最適化 ゴミ取り

傾き補正

太線化

印刷設定

仕上がりタイプ

ページタイプ

ジョブチケットの表示

ドキュメントを
Acrobat で開く

ドキュメントを外部ア
プリケーションで開く

タブシート設定

メニュー項目
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ドキュメ
ント
（続き）

移動

切り抜き

バナーページの挿入

カラー判別

ページタイプ設定の連
続適用

ジョブの最後まで

章の最後まで

次のタブシートの手前まで

次のスリップシートの手前まで

次の合紙シートの手前まで

章をブリードタブに設
定

ブリードタブの削除

ページ タブシート編集

ページタイプの変更 タブシート

合紙シート

ノーマルシート

スキャン画像の最適化 ゴミ取り

傾き補正

太線化

移動

切り抜き

中身の回転（時計回
り）

中身の回転（反時計回
り）

メニュー項目
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5 残りのReady 機能。

6 必要に応じて、ドキュメントを変更します。

ツール 矩形選択

ブラシ

鉛筆

消しゴム

テキスト

矩形

円

多角形

線

画像の挿入

ラベルの挿入

回転 -反時計回り

回転 -時計回り

ツールボックスの表示

ヘルプ コンテンツ

目次

検索

シリアルキー

バージョン情報

メニュー項目
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Direct Queueモード 付録 C

7 保存するには、［ファイル］→［名前を付けて保存］を選択します。

確認メッセージが表示されます。［OK］をクリックして、変更内容を
保存します。Ready の画面が閉じて、Queueに戻ります。Ready
の画面はアクティブです。Ready で変更した内容はジョブチケット
に適用され、保存されます。

8 Ready の作業をキャンセルし、変更内容を保存しない場合は、
［ファイル］→［終了］を選択します。確認メッセージが表示されま
す。［OK］をクリックすると、変更内容が破棄されてReady が閉
じ、Queueに戻ります。ジョブチケットは変更されません。
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C.2 Queue ジョブチケットの制限
選択したジョブがReady で編集され、Ready 固有の情報を含んでいる場
合、Ready の設定を維持するためにQueue のジョブチケットエディタは
制限されます。これらのGUI 固有の制限は以下のとおりです。 

ジョブチケットテンプレート

［テンプレート］オプションは無効です。そのため、ユーザーは、Ready
で変更された内容を上書きするテンプレートの値を適用できません。 

［ジョブ設定］→［ジョブチケット詳細］→［文書印刷］

［文書印刷］は無効になっています。Ready でのみ変更が可能です。 
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［基本設定］→［紙設定］→［出力サイズ］

Ready で編集された文書に、複数の［出力サイズ］が設定されている場合
は、文書の［出力サイズ］は、Queueで［値なし］に変更されます。

［レイアウト設定］ 

［レイアウト設定］は無効になっています。Ready でのみ変更が可能です。
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［PI カバーシート］ 

PI カバーシート（オモテ表紙）またはPI カバーシート（ウラ表紙）の設
定がReady で適用されると、Queue の対応するPI カバーフィールドは
アクティブになりQueue で変更できます。両方のフィールドが変更され
ると、両方ともアクティブになります。一方だけがReady で変更される
と、変更されたフィールドだけがアクティブになります。どちらも変更さ
れない場合は、どちらもアクティブになりません。

PI カバー画面の他のすべてのフィールドはアクティブではないため、
Queueで変更できません。

［仕上げ設定］→［紙設定］

［ステープル］および［パンチ穴］設定は無効になっています。Ready で
のみ変更が可能です。
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［くるみ製本］ 

［表紙トレイ］および［表紙サイズ］設定は無効になっています。Ready
でのみ変更が可能です。

［ページ単位設定］ 

限定された編集を既存のページ単位設定に適用できますが、他のすべての
オプションは無効になっています。Ready でのみ変更が可能です。
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［ページ単位設定の編集］ 

用紙に関連するプロパティのみが変更可能です。他のすべてのページ単位
設定は無効になっています。Ready でのみ変更が可能です。

［設定：動作モード］ 

Direct QueueモードオプションはReady の設定ウィンドウで選択でき
ます。ユーザーがスイッチを使用して、Direct Queueモードに切り替え
ると、レポジトリが起動され、通知するポップアップ画面が表示されます。
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お問い合わせは

■ 販売店連絡先

■ 保守・操作・修理・サポートのお問い合わせ
この商品の保守・操作方法・修理・サポートについてのお問い合わせは、お買い上げの販売店、サー
ビス実施店にご連絡ください。

〒105-0023  東京都港区芝浦1-1-1
当社についての詳しい情報はインターネットでご覧いただけます。 http://bj.konicaminolta.jp

当社に関する要望、ご意見、ご相談、その他お困りの点などございましたら、お客様相談室にご連絡ください。
お客様相談室電話番号 フリーダイヤル : 0120-805039（受付時間 : 土、日、祝日を除く9:00～12:00 / 13:00～17:00）

《販売店 連絡先》

販売店名

電話番号

担当部門

担当者

TEL

《保守・操作・修理・サポートのお問い合わせ先》
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