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登録商標および商標

KONICA MINOLTA および KONICA MINOLTA ロゴは、コニカミノルタホー
ルディングス株式会社の登録商標および商標です。magicolor および 
PageScope は、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の登録商
標および商標です。

本書に記載されているその他の製品名は各社の商標または登録商標です。

ソフトウェアの所有権について

本プリンターに添付のソフトウェアは著作権により保護されています。本ソ
フトウェアの著作権は、コニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社に
帰属しています。いかなる形式または方法においても、またいかなる媒体へ
もコニカミノルタビジネステクノロジーズ株式会社の書面による事前の承諾
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などへの掲示・譲渡もしくは複写することはできません。
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本書について

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

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

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

ソフトウェア使用許諾契約書

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

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

本ソフトウェアは以下の条件の下でお客様にご使用いただいております。

以下ご同意くださった場合に限り、本ソフトウェアおよびドキュメンテー
ションを使用することのできる非独占的、譲渡不可のライセンスを KMBT
により付与いたします。
1. お客様は、お客様の日常業務での使用目的に限り、本ソフトウェアおよ

び、それに伴うフォントプログラムを使用することができます。
2. 上記 1．に定義されているフォントプログラムのライセンスに加え、お

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

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

4. 本契約の元、お客様はライセンシーとしての本ソフトウェアおよびド
キュメンテーションに対する権利および所有権を第三者（以下、譲受
人）に譲渡することができます。ただし、お客様が当該譲受人に本ソフ
トウェアやドキュメンテーションおよびそれらの複製物のすべてを譲渡



し、当該譲受人が本契約の諸条件について同意している場合に限りま
す。

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

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

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

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

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

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

10. KMBT およびそのライセンサーは、損害が生じる可能性について報告

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

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

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

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

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



Adobe 社カラープロファイルについて

Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）

カラープロファイル使用許諾契約書

ユーザー様への注意：本契約書をよくお読みください。本ソフトウェアの全
部または一部を使用した場合、本ソフトウェアのすべての諸条件ならびに本
契約書のすべての諸条件を受諾したものと見なされます。本契約書の条件に
同意できない場合は本ソフトウェアの使用をおやめください。

第 1 条　定義

本契約書において「Adobe 社」とは、合衆国デラウェア州法人 Adobe 
Systems Incorporated（345 Park Avenue, San Jose, California 95110）を意
味します。「本ソフトウェア」とは、本契約書が添付されたソフトウェアな
らびにその関連品目を意味します。

第 2 条　ライセンス

ユーザーが本契約書の諸条件に従うことを条件として、Adobe 社は本ソフ
トウェアの使用、複製、公での展示を行うライセンスを全世界的、非排他
的、譲渡不能、ロイヤルティ不要のものとしてユーザーに許諾します。さら
に Adobe 社は、（a）本ソフトウェアがデジタル画像ファイルに埋め込まれ
た状態であり、しかも（b）スタンドアローン・ベースである場合に限り、
本ソフトウェアを配布する権利をユーザーに許諾します。それ以外の場合に
は本ソフトウェアを配布することはできません。たとえば、何らかのアプリ
ケーションソフトウェアに組み込まれている状態やそうしたソフトウェアに
バンドルされている状態では、本ソフトウェアを配布することはできませ
ん。個々のプロファイルは、いずれも ICC プロファイル記述文字列によっ
て参照されている必要があります。ユーザーは本ソフトウェアを改変しては
いけません。Adobe 社は本ソフトウェアまたはその他品目のアップグレー
ドや将来のバージョンなど、本契約に基づいて何らかの支援を提供する義務
を一切負いません。本ソフトウェアの知的所有権に関するいかなる権原も、
本契約の条項に基づいてユーザーに移転することは一切ないものとします。
ユーザーは本契約に明示的に定められている権利を除き、本ソフトウェアに
関するいかなる権利も取得しないものとします。



第 3 条　配布

ユーザーが本ソフトウェアを配布する場合、以下を了解した上で配布を行っ
たものと見なされます。すなわち、その配布（ユーザーによる本第 3 条の
不履行を含み、かつそれに限定されない）に起因して何らかの賠償請求、訴
訟、その他の法的措置が行われ損失、損害、費用が発生した場合、それに対
してはユーザーが抗弁を行い、損失を補填し、Adobe 社を完全に保護する
ことにユーザーが同意したと見なされることになります。またユーザーが本
ソフトウェアをスタンドアローン・ベースで配布する場合、ユーザーは本契
約またはユーザー自身の使用許諾契約の諸条件に基づいて配布を行うものと
し、この場合におけるユーザー自身の使用許諾契約は、（a）本契約の諸条
件を遵守している、（b）明示的にせよ黙示的にせよ、すべての保証および
条件付与を有効に排除している、（c）損害に対するすべての責任を Adobe
社に代わって有効に排除している、（d）本契約と異なるすべての規定は、
Adobe 社ではなくユーザーが単独で提供するものであることを明記してい
る、（e）本ソフトウェアがユーザーまたは Adobe 社から入手可能であるこ
とと、ソフトウェアの交換に一般に用いられている媒体で本ソフトウェアを
入手する妥当な方法とを記述している、ものでなければなりません。配布す
る本ソフトウェアには、Adobe 社の著作権表示を、Adobe 社がユーザーに
提供した本ソフトウェアにおけるのと同様に行う必要があります。

第 4 条　保証の排除

Adobe 社は本ソフトウェアを「現状のまま」ユーザーに使用許諾していま
す。したがって本ソフトウェアが特定目的に適合しているかどうか、あるい
は特定の結果を生み出すことができるかどうかについて、Adobe 社は一切
の表明を行いません。また Adobe 社は、本契約に起因する損失または損害、
あるいは本ソフトウェアまたはその他資料の配布または使用に起因する損失
または損害について、一切の責任を負わないものとします。Adobe 社およ
びそのサプライヤは、ユーザーが本ソフトウェアを使用した場合のパフォー
マンスまたは結果について一切保証しません。ただしその居住地域において
ユーザーに適用される法律が排除または制限を禁じている保証、条件付与、
表明、約定については、その限りではないものとします。Adobe 社および
そのサプライヤは、制定法、普通法、慣習法、慣行その他いかなる法的根拠
に基づくかを問わず、また明示的であるか黙示的であるかを問わず、第三者
の権利の不侵害、完全性、品質に対する満足、特定目的への適合性などを含
みかつそれに限定されず、一切の保証、条件付与、表明、約定を行いませ
ん。ただしユーザーは、法域によって異なるその他の権利を保有する場合も
あります。第 4 条、第 5 条、第 6 条の規定は、いかなる原因で本契約が終
了したにせよ、その終了後も効力が継続するものとします。ただしこの規定
は、本契約の終了後も本ソフトウェアを継続使用する権利を黙示するもので
はなく、またそうした権利を設定するものでもありません。



第 5 条　責任の制限

Adobe 社またはそのサプライヤは、ユーザーがこうむった損害、請求、費
用、派生的損害、間接的損害、付随的損害、利益の喪失、貯蓄の喪失に対し
て、いかなる場合もその責任を負わないものとし、たとえ Adobe 社の代表
者がそうした損失、損害、請求が発生する可能性や第三者による請求の事実
を助言されていた場合であっても、責任を負わないものとします。以上の制
限および排除の規定は、ユーザー居住地の法律上許容される限度で適用され
るものとします。本契約に起因または関連して Adobe 社またはそのサプラ
イヤが負う賠償責任の総額は、本ソフトウェアに対し支払いが行われた金額
を上限とします。ただし Adobe 社の過失または不法行為（詐欺）によって
生じた死亡または傷害については、本契約のいかなる規定によっても、
Adobe 社がユーザーに対して負う責任は制限されません。Adobe 社がサプ
ライヤに代わって行為するのは、本契約の規定のとおりに義務、保証、責任
を排除、除外、制限することが目的である場合に限られており、それ以外の
場合または目的でサプライヤのために行為することはありません。

第 6 条　商標

Adobe および Adobe のロゴは、合衆国およびその他の国における Adobe 社
の商標または登録商標です。参照のために使用する場合を除き、Adobe 社
による別個の書面による許可を事前に得ていない場合には、ユーザーは上記
の商標あるいは Adobe 社のその他の商標またはロゴを使用することはでき
ません。

第 7 条　期間

本契約はその終了まで効力が存続するものとします。ユーザーが本契約の規
定遵守を怠った場合、Adobe 社はただちに本契約を終了させる権利を有し
ます。そうした契約終了時には、ユーザーはその占有下または管理下にある
本ソフトウェアの全体コピーおよび部分的コピーのすべてを、Adobe 社に
返却しなければなりません。

第 8 条　政府規制

本ソフトウェアの一部が合衆国輸出管理規則その他の輸出に関する法律、制
限、規制（以下「輸出法」という）において輸出規制品目と認められた場
合、ユーザーは自身が輸出規制対象国（イラン、イラク、シリア、スーダ
ン、リビア、キューバ、北朝鮮、セルビアなど）の国民ではなく、しかもそ
れらの国に居住していないこと、さらに、ユーザーが本ソフトウェアを受領
することが輸出法に基づく何らかの理由で禁止されているのではないこと
を、表明および保証する必要があります。本ソフトウェアを使用する一切の
権利は、本契約の諸条件の遵守を怠るとただちに失われるという条件に基づ
き提供されています。



第 9 条　準拠法

本契約は、カリフォルニア州内でその住民同士が締結、履行する契約に適用
される法律など、カリフォルニア州で施行されている実体法に準拠し、それ
に基づいて解釈されるものとします。本契約には、いかなる法域の抵触法の
原則も、あるいは「国際物品売買契約に関する国連条約」も適用されないも
のとし、それらの適用を明示的に排除します。本契約に由来、起因、関連し
て発生したすべての紛争は、合衆国カリフォルニア州サンタクララ郡におい
て解決を図るものとします。

第 10 条　一般条項

Adobe 社による事前の書面による同意がある場合を除き、ユーザーは本契
約に基づいて得た権利または義務を譲渡することはできません。本契約のい
かなる規定も、Adobe 社、その代理人、その被用者の側のいかなる行為ま
たは黙認によっても放棄されたと見なされることはないものとしますが、正
当な権限を有する Adobe 社社員が署名を行った法律的文書による場合には
その限りではないものとします。本ソフトウェアに含まれるその他の合意と
本契約とで異なる言語が用いられている場合、その他の合意における条項を
適用します。ユーザーまたは Adobe 社が弁護士を雇用し、本契約に依拠ま
たは関連する権利の実現を図った場合、勝訴当事者は妥当な弁護士費用を回
収する権利を有するものとします。ユーザーは、本契約を読み了解したこ
と、さらに本契約がユーザーと Adobe 社との完全で排他的な合意であり、
ユーザーに対する本ソフトウェアの使用許諾に関し、口頭または書面によっ
て以前に両者間で成立したあらゆる合意に優先するものであることを認める
ものとします。正当な権限を有する Adobe 社社員が書面に署名を行い、
Adobe 社が明示的な同意を示している場合を除き、本契約における条項の
いかなる改変も Adobe 社に対して効力を持たないものとします。



東洋インキ標準色コート紙プロファイル（TOYO Offset 
Coated 2.1）

東洋インキ標準色コート紙プロファイル（TOYO Offset Coated 2.1）は、
ICC プロファイル規格に準拠したデバイスプロファイルで、東洋インキ製造
株式会社が作成した標準オフセット印刷のプロファイルです。

「東洋インキ標準色コート紙」とは

東洋インキ製造株式会社の枚葉インキを用い、東洋インキ製造株式会社が標
準と考えるオフセット枚葉印刷の再現色を、コート紙への実機印刷により定
めたものです。「東洋インキ標準色コート紙」は日本国内におけるプロセス
カラー印刷の色標準である「Japan Color」に準拠しています。

必要システム構成

ICC プロファイルを使用するカラーマネージメントシステムを持つシステム
またはアプリケーションが必要です。

東洋インキ標準色コート紙プロファイルの使用条件および注意事項

1. 東洋インキ標準色コート紙プロファイルを使用して再現されたコン
ピュータビデオシミュレーションの色やカラープリンター等により出力
された色は、「東洋インキ標準色コート紙」と必ずしも一致するもので
はありません。

2. 東洋インキ標準色コート紙プロファイルを使用し、または使用できな
かったことにより生じた一切の損害に関して、東洋インキ製造株式会社
はいかなる責任も負いかねます。

3. 東洋インキ標準色コート紙プロファイルの一切の著作権は東洋インキ製
造株式会社が所有しており、東洋インキ製造株式会社の事前の書面によ
る許可無く、本データを譲渡、提供、転貸、頒布、公開せず、第三者に
使用させることもできません。

4. 東洋インキ標準色コート紙プロファイルに関して、東洋インキ製造株式
会社はいかなる問い合わせも受けかねます。

5. ドキュメント中に記載されている会社名、製品名は、関係各社の商標ま
たは登録商標です。

本プロファイルは、東洋インキ製造株式会社が GretagMacbeth 社製ソフト
ウエア ProfileMaker を使用して作成し、頒布に関して GretagMacbeth 社の
許諾を得ています。

TOYO Offset Coated 2.1 © TOYO INK MFG.CO.,LTD.2004



DIC 標準色プロファイル使用許諾契約

本使用許諾契約（以下本契約といいます）をよくお読み下さい。本契約は、
お客様（個人、法人の別を問いません）と日本国法人 DIC 株式会社（以下
DIC といいます）との間に締結される法的な契約です。お客様が本契約の条
項に同意されない場合には、DIC 標準色プロファイル（以下総称してプロ
ファイルといいます；DIC Standard SFC_AM2.0、DIC Standard 
SFM_AM2.0、DIC Standard SFU_AM2.0、DIC Standard SFC_FM2.0、DIC 
Wakimizu SFC_AM2.0、DIC Wakimizu SFC_FM2.0、DIC ABILIO 
SFC_AM1.0、DIC Hy-Bryte SFC_AM1.0、DIC Standard WebC_AM2.1、
DIC Standard WebC_FM2.1、DIC NewsColor_AM1.0、DIC 
NewsColor_FM1.0）を一切使用することはできません。

1. 使用許諾

DIC は、お客様に対して、本契約の各条項に定める条件に従ったプロファイ
ルの使用のみを無償にて許諾します。プロファイルに関する商標権、著作権
等その他の知的財産権を含む権利は DIC に留保され、その利用を許諾する
ものではありません。

2. 使用方法およびその制限

本契約により、お客様は、プリンタにインストール済みのプロファイルを使
用することができます。また、お客様は、プリンタまたはプリンタ用オプ
ションであるハードディスクドライブのいずれか一台にプロファイルをイン
ストールし、かつ使用することができます。

お客様は、プロファイルの全部またはその一部を、複製、解析、リバースエ
ンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、修正、変換、翻訳、再使用
許諾、譲渡、貸与、リース、頒布等をすることはできません。また、お客様
は、プロファイルの類似品を製作し、または何らかのソフトウェアを改良す
るために、プロファイルを利用することはできません。

プロファイルは、人身損害、重大な物理的損害または環境上の損害をもたら
す可能性のある用途に使用されることを意図するものではないことをお客様
は承認するとともに、このような用途にプロファイルを使用しません。

DIC は、お客様が本契約の各条項のいずれか 1 つにでも違反した場合、本
契約を通知なく、お客様が違反した時点に遡って解除することができるもの
とします。この場合には、お客様は、速やかにプロファイルを全て破棄しな
ければなりません。



3. 不保証

DIC は、お客様がプロファイルを無償で使用されることに鑑み、明示または
黙示を問わず、プロファイルの商品価値および使用可能性、特定目的に対す
る適合性、ならびに第三者の権利侵害を侵害しないこと等その他一切の保証
を行うことなく、プロファイルをお客様に提供します。これらについての一
切のリスクはお客様のご負担とさせていただきます。DIC は、プロファイル
に欠陥または瑕疵が発見された場合であっても、有償または無償を問わず、
これらの欠陥または瑕疵の修正、修復を保証するものではありません。

4. 免責

過失を含むいかなる場合であっても、DIC は、プロファイルに起因する、ま
たは関連する付随的、特別もしくは間接損害、または逸失利益の賠償責任等
その他一切の責任を負いません。たとえ、DIC が、これらの損害の可能性に
ついて事前に知らされていた場合も同様です。

5. 残存条項

第 3 条（不保証）および第 4 条（免責）の規定は、第 2 条（使用方法およ
びその制限）に基づき本契約が解除され、お客様がプロファイルを全て破棄
された後もなお有効に存続するものとします。

6. 準拠法、契約の分離性および管轄裁判所

本契約は、日本の法律に準拠し、同法律に従って解釈されます。何らかの理
由により、管轄権を有する裁判所が本契約のいずれかの条項またはその一部
について効力を失わせた場合であっても、本契約の他の条項は依然として完
全な効力を有するものとします。また、本契約に関する紛争は、東京地方裁
判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。

7. 完全な合意

本契約は、プロファイルの使用について、お客様と DIC の取り決めのすべ
てを記載するものです。

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

OpenSSL License

Copyright (c) 1998-2005 The OpenSSL Project. All rights reserved.



Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions 
and the following disclaimer. 

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

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the follow-
ing acknowledgment: 

“This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL 
Toolkit. (http://www.openssl.org/)”

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

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

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: 

“This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL 
Toolkit (http://www.openssl.org/)”

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT “AS IS” AND ANY 
EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PUR-
POSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CON-
TRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, 
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PRO-
CUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROF-
ITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF 
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLI-
GENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, 
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This 
product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The 
implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.



This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions 
are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the 
RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. 

The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms 
except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young’s, and as such any Copyright notices in the code are not to be 
removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the 
author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program 
startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and 
the following disclaimer.

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

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the 
following acknowledgement:

“This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)” 

The word ‘cryptographic’ can be left out if the rouines from the library being used are not 
cryptographic related :-).

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory 
(application code) you must include an acknowledgement: 

“This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)”

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG “AS IS” AND ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES 
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. 
IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR 
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) 
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, 
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN 
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

 

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



NetSNMP License

Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like)
Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University Derivative Work - 1996, 1998-2000

Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any 
purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in 
all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting 
documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not 
be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific 
written permission.

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL 
WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE 
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, 
INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER 
RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF 
CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN 
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD)
Copyright ©2001-2003, Networks Associates Technology, Inc All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of 
conditions and the following disclaimer.

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

Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of 
its contributors may be used to endorse or promote products derived from this 
software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS 
"AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT 
HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR 
PROFITS;



OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF 
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD)
Portions of this code are copyright ©2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice,this list of 
conditions and the following disclaimer.

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

The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote 
products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER "AS IS'' AND ANY 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY 
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE 
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) 
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD)
Copyright ©2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, 
U.S.A. All rights reserved.

Use is subject to license terms below.

This distribution may include materials developed by third parties.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of 
Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met:



Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of 
conditions and the following disclaimer.

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

Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors 
may be used to endorse or promote products derived from this software without 
specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS 
"AS IS''AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT 
HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR 
PROFITS;

OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF 
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD)
Copyright ©2003-2004, Sparta, Inc All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of 
conditions and the following disclaimer.

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

Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to 
endorse or promote products derived from this software without specific prior 
written permission.



THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS 
''AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT 
HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR 
PROFITS;

OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF 
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD)
Copyright ©2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts and 
Telecommunications. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of 
conditions and the following disclaimer.

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

Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and 
Telecommunications, nor the names of their contributors may be used to endorse 
or promote products derived from this software without specific prior written 
permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS 
''AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT 
HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR 
PROFITS;

OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF 
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.



WPA Supplicant
Copyright (c) 2003-2005, Jouni Malinen <jkmaline@cc.hut.fi> and contributors All Rights 
Reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions 

and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of condi-

tions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with 
the distribution.

3. Neither the name(s) of the above-listed copyright holder(s) nor the names of its contributors 
may be used to endorse or promote products derived from this software without specific 
prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS 
“AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICU-
LAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEM-
PLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCURE-
MENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR 
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, 
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.



もくじ
1 Mac OS X での使い方 ...................................................................................... 25
プリンタードライバーの動作環境 .................................................................... 26
プリンタードライバーのインストール ............................................................. 27

プリンタードライバーのインストール ....................................................... 27
プリントセンターの設定（Mac OS X 10.2.8） ................................................. 32

USB 接続の場合 .......................................................................................... 32
ネットワーク接続の場合 ............................................................................ 34

IP プリント設定 .................................................................................... 34
ポート 9100 設定 .................................................................................. 37
IPP 設定 ................................................................................................ 40

プリンタ設定ユーティリティの設定（Mac OS X 10.3） .................................. 43
USB 接続の場合 .......................................................................................... 43
ネットワーク接続の場合 ............................................................................ 45

IP プリント設定（IPP 設定 /LPD 設定 / ポート 9100 設定） ................. 45
プリンタ設定ユーティリティの設定

（Mac OS X 10.4） ................................................................................................... 48
USB 接続の場合 .......................................................................................... 48
ネットワーク接続の場合 ............................................................................ 50

Bonjour 設定 ......................................................................................... 50
IP プリント設定（IPP 設定 / ポート 9100 設定 /LPD 設定） ................. 53
もくじ 19



プリンター設定（Mac OS X 10.5/10.6） ........................................................... 57
USB 接続の場合 .......................................................................................... 57
ネットワーク接続の場合 ............................................................................. 60

Bonjour 設定 .......................................................................................... 60
IP プリント設定（IPP 設定 /LPD 設定 / ポート 9100 設定） ................. 63

オプションの設定 ............................................................................................. 67
Mac OS X 10.2/10.3/10.4 の場合 ................................................................ 67
Mac OS X 10.5/10.6 の場合 ........................................................................ 69

ページ設定画面の設定 ...................................................................................... 71
ページ属性メニュー .................................................................................... 72

カスタム用紙サイズの設定 ................................................................... 73
プリント画面の設定（Mac OS X 10.4） ........................................................... 74

プリント設定のメニュー ............................................................................. 74
共通のボタン ............................................................................................... 75
印刷部数と印刷ページメニュー .................................................................. 76
レイアウトメニュー .................................................................................... 77
スケジューラメニュー ................................................................................ 78
用紙処理メニュー ....................................................................................... 79
ColorSync メニュー .................................................................................... 80
表紙メニュー ............................................................................................... 80
エラー処理メニュー .................................................................................... 81
給紙メニュー ............................................................................................... 81
カラーオプションメニュー ......................................................................... 82

カラー詳細設定 / イメージ .................................................................... 83
カラー詳細設定 / テキスト .................................................................... 84
カラー詳細設定 / グラフィックス ......................................................... 85
カラー詳細設定 / シミュレーション ..................................................... 86

プリンタの機能メニュー ............................................................................. 87
サプライのレベルメニュー ......................................................................... 87
一覧メニュー ............................................................................................... 88

プリント画面の設定（Mac OS X 10.5/10.6） ................................................... 89
プリント設定のメニュー ............................................................................. 89
共通のボタン ............................................................................................... 90
レイアウトメニュー .................................................................................... 91
カラー・マッチング .................................................................................... 92
用紙処理メニュー ....................................................................................... 93
給紙メニュー ............................................................................................... 94
表紙メニュー ............................................................................................... 95
スケジューラメニュー ................................................................................ 96
カラーオプションメニュー ......................................................................... 97
カラー詳細設定 / イメージ .......................................................................... 98
カラー詳細設定 / テキスト .......................................................................... 99
カラー詳細設定 / グラフィックス ............................................................. 100
カラー詳細設定 / シミュレーション ......................................................... 101
プリンタの機能メニュー ........................................................................... 102
サプライレベルのメニュー ....................................................................... 103
もくじ20



一覧メニュー ............................................................................................. 103
トラブルシューティング ................................................................................ 104

2 NetWare での使い方 ...................................................................................... 107
NetWare による利用 ...................................................................................... 108

NetWare 環境でのネットワーク印刷方法 ................................................. 108
NetWare 4.x バインダリエミュレーション動作モードでの
リモートプリンターモードの場合 ............................................................ 108
NetWare 4.x バインダリエミュレーション動作モードでの
プリントサーバーモードの場合 ................................................................ 109
NetWare 4.x リモートプリンターモード（NDS）の場合 ........................ 111
NetWare 4.x/5.x/6 プリントサーバーモード（NDS）の場合 ................... 112
NetWare 5.x/6 Novell Distributed Print Service（NDPS）の場合 ............. 114
NetWare サーバを使用するときのクライアント（Windows）の設定 ..... 115

3 プリンターユーティリティのインストール ................................................... 117
プリンターユーティリティのインストール ................................................... 118

4 イーサネット設定メニューについて .............................................................. 121
イーサネットメニュー .................................................................................... 122

設定メニューの構成 .................................................................................. 122
イーサネットメニューの表示 ................................................................... 123
イーサネットメニューの設定項目 ............................................................ 124

TCP/IP ................................................................................................ 124
IP ｻｰﾋﾞｽ ............................................................................................... 126
IPX/SPX .............................................................................................. 127
ｽﾋﾟｰﾄﾞ ................................................................................................. 128
802.1X ﾑｺｳ（802.1X 無効） ................................................................. 128
PSÃ ﾌﾟﾛﾄｺﾙ ......................................................................................... 128

5 ネットワーク印刷 ........................................................................................... 129
ネットワーク接続 ........................................................................................... 130

概念図 ....................................................................................................... 130
接続方法 .................................................................................................... 131

イーサネット接続の場合 .................................................................... 131
DHCP を使用する場合 ........................................................................ 132
アドレスを手動設定する場合 ............................................................. 132

ネットワーク印刷 ........................................................................................... 136
ネットワーク印刷に関する用語 ................................................................ 136

Bonjour ................................................................................................ 136
BOOTP ............................................................................................... 136
DDNS（Dynamic DNS） ...................................................................... 137
DHCP .................................................................................................. 137
DNS .................................................................................................... 137
HTTP ................................................................................................... 137
IEEE802.1X ........................................................................................ 138
もくじ 21



IPP ...................................................................................................... 138
IPsec ................................................................................................... 138
IPv6 ..................................................................................................... 138
IPX/SPX .............................................................................................. 138
LPD/LPR ............................................................................................. 138
Port 9100 ............................................................................................ 138
SLP ..................................................................................................... 139
ユニキャスト、マルチキャスト、ブロードキャスト ......................... 139
SMTP .................................................................................................. 139
SNMP .................................................................................................. 140
WSD プリント .................................................................................... 140

IPP（Internet Printing Protocol）印刷 ...................................................... 141
Windows Server 2008/Server 2008 R2 をお使いの場合 ..................... 141
インストーラーからの IPP ポートの追加 ........................................... 141

「プリンタの追加」ウィザードからの IPP ポートの追加
（Windows XP/Server 2003/2000 の場合） ........................................... 143
「プリンタの追加」ウィザードからの IPP ポートの追加
（Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 の場合） ................... 147

Web サービスプリント ............................................................................. 153
Windows Server 2008/Server 2008 R2 をお使いの場合 ..................... 153
ネットワークウィンドウからプリンタードライバーを
認識させる .......................................................................................... 153
ネットワークウィンドウからのインストール .................................... 155
「プリンタの追加」ウィザードからのインストール ........................... 160
接続後にドライバーを更新する .......................................................... 166

サーバーとクライアント OS のビット数が異なる場合の対応 ................. 168
追加ドライバーのインストール方法 .................................................. 168

トラブルシューティング ................................................................................ 175

6 PageScope Web Connection の使い方 ........................................................ 177
PageScope Web Connection について ........................................................ 178

表示言語 .................................................................................................... 178
動作環境 .................................................................................................... 179

Windows Server 2008/Server 2008 R2 で接続の場合 ........................ 179
プリンター内蔵 Web ページの設定 ................................................................ 180

プリンター名の設定 .................................................................................. 180
Web ブラウザの設定 ................................................................................. 181

Internet Explorer（Windows 版バージョン 6.0） ................................. 181
Netscape Navigator（バージョン 7.1） ............................................... 182

PageScope Web Connection ウィンドウについて ...................................... 183
操作方法 .................................................................................................... 183
ステータス表示 ......................................................................................... 184

ログインの方法 ............................................................................................... 185
ログイン画面 ............................................................................................. 185
パブリックユーザーモード ....................................................................... 185
ユーザーモード ......................................................................................... 185
もくじ22



管理者モード ............................................................................................. 186
プリンターの設定（ユーザーモード） ............................................................ 187

システム画面 ............................................................................................. 187
概要（前ページ画面） .......................................................................... 188
オペレーター設定 ............................................................................... 189

ジョブ画面 ................................................................................................ 201
ジョブリスト（上記画面） ................................................................... 201
ダイレクト印刷 ................................................................................... 202
プリンタにダウンロード .................................................................... 203

印刷 ........................................................................................................... 206
ローカルインターフェース ................................................................. 206
デフォルト設定 ................................................................................... 207
フォントリスト ................................................................................... 211

ディレクトリリスト .................................................................................. 212
プリンターの設定（管理者モード） ................................................................ 213

システム画面 ............................................................................................. 213
概要（前ページ画面） .......................................................................... 213
オペレーター設定 ............................................................................... 214
管理 ..................................................................................................... 226

ジョブ画面 ................................................................................................ 231
ジョブリスト（上記画面） ................................................................... 231
ダイレクト印刷 ................................................................................... 232
プリンタにダウンロード .................................................................... 233

印刷 ........................................................................................................... 235
ローカルインターフェース ................................................................. 235
USB（上記画面） ................................................................................. 235
デフォルト設定 ................................................................................... 236
フォントリスト ................................................................................... 240
ディレクトリリスト ............................................................................ 242

ネットワーク画面 ..................................................................................... 243
TCP/IP（上記画面） ............................................................................. 243
IP アドレスフィルタリング ................................................................ 248
IPsec ................................................................................................... 251
WSD プリント .................................................................................... 256
NetWare .............................................................................................. 258
IPP ...................................................................................................... 260
SNMP .................................................................................................. 263
電子メール .......................................................................................... 267
時刻の同期 .......................................................................................... 269
SSL/TLS .............................................................................................. 271
IEEE802.1X ........................................................................................ 282
もくじ 23



もくじ24



1Mac OS X での
使い方



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

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

- Intel プロセッサ

コンピューターとプ
リンターの接続方法

USB 接続（USB 2.0(High-Speed））、
ネットワーク接続（10Base-T/100Base-TX）

オペレーティング
システム

Mac OS X（10.2.8/10.3/10.4/10.5/10.6）（ 新の

パッチの適用を推奨）

メモリ OS が推奨する以上（128 MB 以上を推奨）

ハードディスク
空き容量

256 MB 以上（イメージ展開用）

対応言語 日本語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア
語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、チェ
コ語、ポーランド語、韓国語、繁体字中国語、簡
体字中国語、オランダ語
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プリンタードライバーのインストール
プリンタードライバーのインストールを行うには、コンピューター
の管理者権限が必要です。

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

プリンタードライバーのインストール

下記は、Mac OS X 10.4 を使用した場合の手順です。お使いの OS の
バージョンによっては下記の手順と操作が異なる場合があります。
実際の画面の指示にしたがって操作してください。

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

Mac OS X 10.6 用プリンタドライバは、Printer Driver CD-ROM（For 
Windows 7/Windows Server 2008 R2/Mac OS X 10.6）に収録してい
ます。

2 デスクトップに表示される CD アイコンをダブルクリックし、パッケー
ジファイル「10.4-10.5-mc1650-1.x.x.mpkg」をダブルクリックします。

プリンタードライバーのインストーラーが起動します。

Mac OS X 10.2/10.3 をお使いの場合、「10.2-10.3-mc1650-1.x.x.pkg」
をダブルクリックしてください。

Mac OS X 10.6 をお使いの場合、「10.6-mc1650-1.x.x.mpkg」をダブ
ルクリックしてください。
プリンタードライバーのインストール 27



3［続ける］をクリックします。

4［続ける］をクリックします。
プリンタードライバーのインストール28



5［同意します］をクリックします。

6 インストール先の選択画面で、インストールを行うディスクを選択し、
［続ける］をクリックします。
プリンタードライバーのインストール 29



7［インストール］をクリックします。

8 認証画面で、管理者の名前とパスワードを入力し、［OK］をクリックし
ます。

インストールが始まります。
プリンタードライバーのインストール30



9 インストールが完了したら［閉じる］をクリックします。

これで、プリンタードライバーのインストールが完了しました。
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プリントセンターの設定（Mac OS X 10.2.8）

USB 接続の場合

1 USB ケーブルで、プリンターとコンピューターを接続します。

2 プリンターの電源がオンであることを確認し、コンピューターを再起動
します。

3 ハードディスクから「アプリケーション」→「ユーティリティ」にある
「プリントセンター」を開きます。

4 プリンタリスト画面で、キーボードの [Option]キーを押しながら [追加 ]を
クリックします。

5 プリンタリストのポップアップメニューから「詳細」を選択します。
プリントセンターの設定（Mac OS X 10.2.8）32



6「装置」ポップアップメニューから「magicolor 1650」を選択します。

「magicolor 1650」が表示されないときは、プリンターの電源が
オンになっていることと、USB ケーブルの接続を確認し、コン
ピューターを再起動してください。

7「プリンタの機種」ポップアップメニューから「KONICA MINOLTA」を
選択します。

8「名前」リストで「KONICA MINOLTA mc1650 PPD」を選択します。
プリントセンターの設定（Mac OS X 10.2.8） 33



9 [ 追加 ] をクリックします
プリンタリストに新しいプリンターが表示されます。

オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要が
あります。詳細は「オプションの設定」（p.67）を参照してくださ
い。

ネットワーク接続の場合

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

ランデブー設定はサポート外です。

IP プリント設定

1 プリンターを Ethernet ネットワークに接続します。

2 ハードディスクから「アプリケーション」→「ユーティリティ」にある
「プリントセンター」を開きます。

3 プリンタリスト画面で [ 追加 ] をクリックします。
プリントセンターの設定（Mac OS X 10.2.8）34



4 ポップアップメニューから「IP プリント」を選択します。

5「プリンタのアドレス」ボックスにプリンターの IP アドレスを入力しま
す。「サーバ上のデフォルトのキューを使う」のチェックは外します。
「キュー名」ボックスに「lp」を入力します。

6「プリンタの機種」ポップアップメニューから「KONICA MINOLTA」を
選択します。
プリントセンターの設定（Mac OS X 10.2.8） 35



7「機種名」ボックスで「KONICA MINOLTA mc1650 PPD」を選択します。

8 [ 追加 ] をクリックします。
プリンタリストに新しいプリンターが表示されます。

オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要が
あります。詳細は「オプションの設定」（p.67）を参照してくださ
い。
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ポート 9100 設定

1 プリンターを Ethernet ネットワークに接続します。

2 ハードディスクから「アプリケーション」→「ユーティリティ」にある
「プリントセンター」を開きます。

3 プリンタリスト画面で、キーボードの [Option]キーを押しながら [追加 ]を
クリックします。

4 プリンタリストのポップアップメニューから「詳細」を選択します。
プリントセンターの設定（Mac OS X 10.2.8） 37



5「装置」ポップアップメニューから「AppSocket/HP JetDirect」を選択し
ます。

6「装置名」ボックスにプリンター名を入力します。
例では、「magicolor 1650EN」を入力しています。

7「装置の URI」ボックスで「socket:// ＜ IP アドレス＞」を入力します。

入力例：socket://192.168.1.2

8「プリンタの機種」ポップアップメニューから「KONICA MINOLTA」を
選択します。
プリントセンターの設定（Mac OS X 10.2.8）38



9「名前」ボックスで「KONICA MINOLTA mc1650 PPD」を選択します。

10 [ 追加 ] ボタンをクリックします。
プリンタリストに新しいプリンターが表示されます。

オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要が
あります。詳細は「オプションの設定」（p.67）を参照してくださ
い。
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IPP 設定

1 プリンターを Ethernet ネットワークに接続します。

2 ハードディスクから「アプリケーション」→「ユーティリティ」にある
「プリントセンター」を開きます。

3 プリンタリスト画面で、キーボードの [Option]キーを押しながら [追加 ]を
クリックします。

4 プリンタリストのポップアップメニューから「詳細」を選択します。
プリントセンターの設定（Mac OS X 10.2.8）40



5「装置」ポップアップメニューから「Internet Printing Protocol (http)」を
選択します。

6「装置名」ボックスにプリンター名を入力します。
例では、「magicolor 1650EN」を入力しています。

7「装置の URI」ボックスで「http:// ＜ IP アドレス＞ /ipp」を入力します。

入力例：http://192.168.1.2/ipp

8「プリンタの機種」ポップアップメニューから「KONICA MINOLTA」を
選択します。
プリントセンターの設定（Mac OS X 10.2.8） 41



9「名前」ボックスで「KONICA MINOLTA mc1650 PPD」を選択します。

10 [ 追加 ] ボタンをクリックします。
プリンタリストに新しいプリンターが表示されます。

オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要が
あります。詳細は「オプションの設定」（p.67）を参照してくださ
い。
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プリンタ設定ユーティリティの設定
（Mac OS X 10.3）

USB 接続の場合

1 USB ケーブルで、プリンターとコンピューターを接続します。

2 プリンターの電源がオンであることを確認し、コンピューターを再起動
します。

3 ハードディスクから「アプリケーション」→「ユーティリティ」にある
「プリンタ設定ユーティリティ（Print Center）」を開きます。

4 プリンタリスト画面で、[ 追加 ] をクリックします。

5 プリンタリストのポップアップメニューから「USB」を選択します。
プリンタ設定ユーティリティの設定 （Mac OS X 10.3） 43



6「製品」リストから「magicolor 1650」を選択します。

「magicolor 1650」が表示されないときは、プリンターの電源が
オンになっていることと、USB ケーブルの接続を確認し、コン
ピューターを再起動してください。

7「プリンタの機種」ポップアップリストから「KONICA MINOLTA 
mc1650 PPD」が選択されていることを確認します。

8 [ 追加 ] をクリックします
プリンタリストに新しいプリンターが表示されます。

オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要が
あります。詳細は「オプションの設定」（p.67）を参照してくださ
い。
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ネットワーク接続の場合

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

ランデブー設定はサポート外です。

IP プリント設定（IPP 設定 /LPD 設定 / ポート 9100 設定）

1 プリンターを Ethernet ネットワークに接続します。

2 ハードディスクから「アプリケーション」→「ユーティリティ」にある
「プリンタ設定ユーティリティ（Print Center）」を開きます。

3 プリンタリスト画面で [ 追加 ] をクリックします。

4 ポップアップメニューから「IP プリント」を選択します。
プリンタ設定ユーティリティの設定 （Mac OS X 10.3） 45



5「プリンタのタイプ」ポップアップメニューから、プリンターのタイプ
を選択します。

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

LPD 設定の場合は、「LPD/LPR」を選択します。

ポート 9100 設定の場合は、「Socket/HP JetDirect」を選択します。

6「プリンタのアドレス」ボックスにプリンターの IP アドレスを入力しま
す。

LPD 設定の場合、「キュー名」テキストボックスに「lp」と入力し
ます。

IPP 設定の場合、「キュー名」テキストボックスに「ipp」と入力
します。
プリンタ設定ユーティリティの設定 （Mac OS X 10.3）46



7「プリンタの機種」ポップアップメニューから「KONICA MINOLTA」を
選択します。

8「機種名」ボックスで「KONICA MINOLTA mc1650 PPD」を選択します。

9 [ 追加 ] をクリックします。
プリンタリストに新しいプリンターが表示されます。

オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要が
あります。詳細は「オプションの設定」（p.67）を参照してくださ
い。
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プリンタ設定ユーティリティの設定
（Mac OS X 10.4）

USB 接続の場合

1 USB ケーブルで、プリンターとコンピューターを接続します。

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

3 プリンタリスト画面で、［追加］をクリックします。

プリンタブラウザ画面に、自動検出されたプリンターが表示されます。
プリンタ設定ユーティリティの設定 （Mac OS X 10.4）48



4 プリンタブラウザ画面の「プリンタ名」リストから、「magicolor 1650」
を選択します。

「magicolor 1650」が表示されないときは、プリンターの電源が
オンになっていることと、USB ケーブルの接続を確認し、コン
ピューターを再起動してください。

5「KONICA MINOLTA mc1650 PPD」が、「使用するドライバ」ポップアッ
プリストで選択されていることを確認します。

6［追加］をクリックします。

プリンタリスト画面に新しいプリンターが表示されます。

オプションを装着している場合は、オプションの設定を行う必要が
あります。詳細は「オプションの設定」（p.67）を参照してくださ
い。
プリンタ設定ユーティリティの設定 （Mac OS X 10.4） 49



ネットワーク接続の場合

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

Bonjour 設定

1 プリンターを Ethernet ネットワークに接続します。

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

3 プリンタリスト画面で、［追加］をクリックします。

プリンタブラウザ画面に、自動検出されたプリンターが表示されます。
プリンタ設定ユーティリティの設定 （Mac OS X 10.4）50



4 プリンタブラウザ画面の「プリンタ名」リストから、
「KONICA MINOLTAmagicolor 1650（xx:xx:xx）」を選択します。

xx:xx:xx は MAC アドレスの後半 6 桁です。

5「KONICA MINOLTA mc1650 PPD」が、「使用するドライバ」ポップアッ
プリストで選択されていることを確認します。

6［追加］をクリックします。
プリンタ設定ユーティリティの設定 （Mac OS X 10.4） 51



7 お使いの環境に合わせて、給紙ユニットと両面ユニットを設定します。

8［続ける］をクリックします。

プリンタリスト画面に、新しいプリンターが表示されます。
プリンタ設定ユーティリティの設定 （Mac OS X 10.4）52



IP プリント設定（IPP 設定 / ポート 9100 設定 /LPD 設定）

1 プリンターを Ethernet ネットワークに接続します。

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

3 プリンタリスト画面で［追加］をクリックします。

4［IP プリンタ］をクリックします。
プリンタ設定ユーティリティの設定 （Mac OS X 10.4） 53



5「プロトコル」ポップアップメニューから、プロトコルを選択します。

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

LPD 設定の場合、「LPD（Line Printer Daemon）」を選択します。

ポート 9100 設定の場合、「Socket/HP Jet Direct」を選択します。
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6「アドレス」ボックスにプリンターの IP アドレスを入力します。

LPD 設定の場合、「キュー」テキストボックスに「lp」と入力しま
す。

IPP 設定の場合、「キュー」テキストボックスに「ipp」と入力し
ます。

7 必要に応じて、「名前」ボックスにプリンターの名前を入力します。

8 必要に応じて、「場所」ボックスにプリンターの設置場所を入力します。

9「KONICA MINOLTA mc1650 PPD」が、「使用するドライバ」ポップアッ
プリストで選択されていることを確認します。

10［追加］をクリックします。
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11 お使いの環境に合わせて、給紙ユニットと両面ユニットを設定します。

12［続ける］をクリックします。

プリンタリスト画面に新しいプリンターが表示されます。
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プリンター設定（Mac OS X 10.5/10.6）

USB 接続の場合

1 USB ケーブルで、プリンターとコンピューターを接続します。

2 アップルメニューより「システム環境設定」を選択します。

3「プリントとファクス」をクリックします。

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

5 プリンターブラウザー画面の「プリンタ名」リストから「KONICA 
MINOLTA magicolor 1650」を選択します。

「KONICA MINOLTA magicolor 1650」が表示されないときは、プリン
ターの電源がオンになっていることと、USB ケーブルの接続を確認
し、コンピューターを再起動してください。
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6「KONICA MINOLTA mc1650 PPD」が、「ドライバ」ポップアップリスト
で選択されていることを確認します。

7［追加］をクリックします。

8 お使いの環境に合わせて、給紙ユニットと両面ユニットを選択します。

9［続ける］をクリックします。

「プリントとファクス」画面が表示されます。
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ネットワーク接続の場合

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

Bonjour 設定

1 プリンターを Ethernet ネットワークに接続します。

2 アップルメニューより「システム環境設定」を選択します。

3「プリントとファクス」をクリックします。

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

5 プリンターブラウザー画面の「プリンタ名」リストから「KONICA 
MINOLTAmagicolor 1650(xx:xx:xx)」を選択します。

“xx:xx:xx”は MAC アドレスの後半 6 桁です。
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6「KONICA MINOLTA mc1650 PPD」が、「ドライバ」ポップアップリスト
で選択されていることを確認します。

7［追加］をクリックします。

8 お使いの環境に合わせてオプションの給紙ユニットと両面ユニットを選
択します。

9［続ける］をクリックします。

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

1 プリンターを Ethernet ネットワークに接続します。

2 アップルメニューより「システム環境設定」を選択します。

3「プリントとファクス」をクリックします。

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

6「プロトコル」ポップアップメニューから、プロトコルを選択します。

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

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

－ ポート 9100 設定の場合、「HP Jetdirect - Socket」を選択します。
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7「アドレス」ボックスにプリンターの IP アドレスを入力します。

－ LPD 設定の場合、「キュー」テキストボックスに「lp」と入力しま
す。

－ IPP 設定の場合、「キュー」テキストボックスに「ipp」と入力し
ます。

8 必要に応じて、「名前」ボックスにプリンターの名前を入力します。

9 必要に応じて、「場所」ボックスにプリンターの設置場所を入力します。

10「KONICA MINOLTA mc1650 PPD」が、「ドライバ」ポップアップリスト
で選択されていることを確認します。

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

Mac OS X 10.2/10.3/10.4 の場合

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

2 プリンタリスト画面で本機を選択し、「プリンタ」メニューから「情報
を見る」を選択します。

3 ポップアップメニューから「インストール可能なオプション」を選択し
ます。
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4 お使いの環境に合わせて、給紙ユニットと両面ユニットを選択します。

5［変更を適用］をクリックします。

6 プリンタ情報画面を閉じます。
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Mac OS X 10.5/10.6 の場合

1 アップルメニューより「システム環境設定」を選択します。

2「プリントとファクス」をクリックします。

3 プリンタリストから本機を選択し、「オプションとサプライ」をクリッ
クします。

4「ドライバ」を選択します。
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5 お使いの環境に合わせてオプションの給紙ユニットと両面ユニットを選
択します。

6［OK］をクリックします。

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

1「ファイル」メニューから「用紙設定 ...」または「ページ設定 ...」を選択
します。

ページ設定画面が表示されます。

2「対象プリンタ」ポップアップメニューから本機を選択します。

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

設定 設定内容

ページ属性 用紙サイズ、印刷方向、拡大縮小の設定を行
います。

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

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

用紙サイズ

用紙サイズをポップアップメニューから選択します。

方向

印刷方向を選択します。

拡大縮小

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

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

ページ属性画面（前ページ）の「用紙サイズ」ポップアップメニューから
「カスタムサイズを管理」を選択すると、カスタム・ページ・サイズ画面が
表示されます。

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

＋

新しくカスタム用紙サイズを作成するときにクリックします。

－

選択しているカスタム用紙サイズを削除するときにクリックします。

複製

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

ページサイズ

縦と横のサイズを入力して、カスタム用紙サイズを設定します。

本プリンターで設定できる数値は、以下のとおりです。

幅： 9.2 cm ～ 21.6 cm

高さ（普通紙）の場合： 19.5 cm ～ 35.6 cm

高さ（厚紙）の場合： 18.4 cm ～ 29.7 cm

プリンタの余白

ページの上下左右の余白（マージン）の値を設定します。

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

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

プリント画面が表示されます。

2「プリンタ」ポップアップメニューから本機を選択します。

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

プリント設定のメニュー

メニュー 設定内容

印刷部数と印刷ページ 印刷するページや部数を設定します。

レイアウト 印刷時のページレイアウトや、両面印刷の設
定をします。

スケジューラ ジョブを印刷するタイミングや優先順位を設
定します。

用紙処理 印刷するページの順番や、印刷するページを
設定します。

ColorSync ColorSync の設定をします。

表紙 表紙の設定をします。

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

共通のボタン

?（ヘルプボタン）

プリント画面のヘルプを表示します。

PDF

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

プレビュー

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

キャンセル

変更した設定を無効（キャンセル）にして、画面を閉じます。

プリント

変更した設定を有効にして、印刷を行います。

給紙 給紙方法を設定します。

カラーオプション カラー印刷の設定をします。

プリンタの機能 用紙種類、解像度の設定をします。

サプライのレベル 消耗品の状態を表示します。

一覧 現在の印刷設定を確認することができます。

メニュー 設定内容
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印刷部数と印刷ページメニュー

印刷部数と印刷ページ画面では、印刷するページや部数の設定を行います。

部数

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

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

ページ

すべて： すべてのページを印刷します。

開始、終了： 印刷するページを指定します。
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レイアウトメニュー

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

ページ数／枚

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

レイアウト方向

1 枚の用紙に複数ページを印刷する場合に、ページをどのような方向、
順番で印刷するかをクリックして選択します。

境界線

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

両面

両面印刷に関する設定を行います。

切： 両面印刷を行いません。

長辺とじ： 長辺とじで両面印刷を行います。

短辺とじ： 短辺とじで両面印刷を行います。

両面印刷を行うときは、あらかじめ「オプションの設定」（p.67）で
「両面ユニット」を選択しておいてください。
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スケジューラメニュー

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

書類をプリント

今すぐプリント：すぐに印刷を開始します。

後でプリント： 印刷を開始する時刻を指定します。

保留： プリントジョブを保留します。

優先順位

保留しているジョブを印刷する時の優先順位を設定します。
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用紙処理メニュー

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

ページの順序

自動：文書のページ順序で印刷するときに選択します。

通常：通常のページ順序で印刷するときに選択します。

逆送り：印刷するページの順番を逆にして印刷するときに選択します。

プリント

すべてのページ：すべてのページを印刷します。

奇数ページ：奇数ページのみ印刷します。

偶数ページ：偶数ページのみ印刷します。

出力用紙サイズ

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

用紙サイズに合わせる：書類の用紙サイズを、プリンターで使用されて
いる用紙サイズに合わせるときに選択します。プリンターで使用されて
いる用紙サイズを指定します。
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ColorSync メニュー

カラー変換

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

Quartz フィルタ

Quartz フィルタを選択し、色調を変更できます。

表紙メニュー

表紙をプリント

書類の前か、書類の後に表紙を印刷できます。

表紙のタイプ

表紙の種類を選択します。

課金情報

表紙に印刷される課金情報を設定します。
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エラー処理メニュー

PostScript エラー

PostScript エラーを出力するかどうかを選択します。

トレイの切り替え

このプリンタードライバーでは使用しません。

給紙メニュー

給紙画面では、給紙方法の設定を行います。

全体

すべてのページで使用する給紙トレイを選択します。

先頭ページのみ

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

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

オプションの給紙ユニットを装着している場合は、あらかじめ「オ
プションの設定」（p.67）で「給紙ユニット」を選択しておいてくだ
さい。「給紙ユニット」が選択されていない場合は、トレイ 2 がグ
レー表示になり選択できません。

カラーオプションメニュー

クイックカラー

クイックカラーを選択します。

グレースケール

この項目にチェックをつけると、カラー部分をグレースケールで印刷し
ます。

エコノミー印刷

エコノミー印刷を行うかどうかを選択します。

カラー詳細設定

クリックすると、カラー詳細設定ページを表示します。

クイックカラーを「カスタム」に設定している場合に有効です。
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カラー詳細設定 / イメージ

RGB カラー

イメージの RGB ソースプロファイルを選択します。

RGB 色変換

イメージの RGB カラー特性を選択します。

RGB グレー再現

RGB イメージの黒色とグレーの再現方法を選択します。

スクリーン

イメージの中間色の再現性を選択します。

プロファイルの管理

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

詳細設定を隠す

カラー詳細設定ページを隠し、カラーオプションページを表示します。
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カラー詳細設定 / テキスト

RGB カラー

テキストの RGB ソースプロファイルを選択します。

RGB 色変換

テキストの RGB カラー特性を選択します。

RGB グレー再現

RGB のテキストデータの黒色とグレーの再現方法を選択します。

スクリーン

テキストの中間色の再現性を選択します。

プロファイルの管理

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

詳細設定を隠す

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

RGB カラー

グラフィックスの RGB ソースプロファイルを選択します。

RGB 色変換

グラフィックスの RGB カラー特性を選択します。

RGB グレー再現

RGB のグラフィックスの黒色とグレーの再現方法を選択します。

スクリーン

グラフィックスの中間色の再現性を選択します。

プロファイルの管理

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

詳細設定を隠す

カラー詳細設定ページを隠し、カラーオプションページを表示します。
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カラー詳細設定 / シミュレーション

シミュレーションプロファイル

RGB カラープロファイルを選択します。

用紙下地色にあわせる

下地色を印刷するかどうかを選択します。

CMYK グレー再現

プリントジョブ内の中間色を印刷する方法を選択します。

プロファイルの管理

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

詳細設定を隠す

カラー詳細設定ページを隠し、カラーオプションページを表示します。
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プリンタの機能メニュー

用紙種類

用紙の種類を選択します。

解像度

解像度を選択します。

サプライのレベルメニュー

サプライのレベル画面では、現在の消耗品の状態を確認することができま
す。

サプライのレベルメニューは、Mac OS X v10.4 で Bonjour 接続、IPP
接続、LPD 接続された場合に表示されます。

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

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

1「ファイル」メニューから「プリント…」または「印刷…」を選択しま
す。

2「プリンタ」ポップアップメニューから本機を選択します。

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

プリント設定のメニュー

メニュー 設定内容

レイアウト 印刷時のページレイアウトや、両面印刷の設
定をします。

カラー・マッチング カラーマッチングの方法を設定します。

用紙処理 印刷するページの順番や、印刷するページを
設定します。

給紙 給紙方法を設定します。

表紙 表紙の設定をします。

スケジューラ ジョブを印刷するタイミングや優先順位を設
定します。
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共通のボタン

?（ヘルプボタン）

プリント画面のヘルプを表示します。

PDF

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

キャンセル

変更した設定を無効（キャンセル）にして、画面を閉じます。

プリント

変更した設定を有効にして、印刷を行います。

部数

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

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

「両面」にチェックをつけると、文書を紙の両側に印刷します。

ページ

すべて： すべてのページを印刷します。

開始、終了： 印刷するページを指定します。

用紙サイズ

用紙サイズをポップアップメニューから選択します。

方向

印刷方向を選択します。

カラーオプション カラー印刷の設定を行います。

プリンタの機能 用紙種類と解像度の設定を行います。

サプライのレベル 消耗品の状態を表示します。

一覧 現在の印刷設定を確認することができます。

メニュー 設定内容
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レイアウトメニュー

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

ページ数／枚

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

レイアウト方向

1 枚の用紙に複数ページを印刷する場合に、ページをどのような方向、
順番で印刷するかをクリックして選択します。

境界線

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

両面

両面印刷に関する設定を行います。

切： 両面印刷を行いません。

長辺とじ： 長辺とじで両面印刷を行います。

短辺とじ： 短辺とじで両面印刷を行います。

両面印刷を行うときは、あらかじめ「オプションの設定」（p.67）
で「両面ユニット」を選択しておいてください。

ページの方向を反転

印刷する方向を上下反転させます。

左右反転（OS X 10.6 のみ）

左右反転して印刷するかどうか指定します。
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カラー・マッチング

カラー・マッチング

ColorSync： コンピューターでカラーマッチングを行いま
す。

プリンタのカラー： プリンターでカラーマッチングを行います。

プロファイル

カラーマッチングを行うためのプロファイルを選択します。
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用紙処理メニュー

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

プリントするページ

すべてのページ： すべてのページを印刷します。

奇数ページのみ： 奇数ページのみ印刷します。

偶数ページのみ： 偶数ページのみ印刷します。

出力用紙サイズ

ソフトウェアが作成した書類のサイズを使用するときに選択します。

用紙サイズに合わせる：書類の用紙サイズを、プリンターで使用されて
いる用紙サイズに合わせるときに選択します。
プリンターで使用されている用紙サイズを指定
します。

縮小のみ： 印刷サイズを縮小する場合に選択してください。

ページの順序

自動： 文書のページ順序で印刷するときに選択します。

通常： 通常のページ順序で印刷するときに選択します。

逆送り： 印刷するページの順番を逆にして印刷するときに選択
します。
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給紙メニュー

給紙画面では、給紙方法の設定を行います。

全体

すべてのページで使用する給紙トレイを選択します。

先頭ページのみ

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

残りのページ

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

オプションの給紙ユニットを装着している場合は、あらかじめ「オ
プションの設定」（p.67）で「給紙ユニット」を選択しておいてくだ
さい。オプションの設定画面で「給紙ユニット」が選択されていな
い場合は、給紙画面のトレイ２がグレー表示になり選択できません。
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表紙メニュー

表紙をプリント

書類の前か、書類の後に表紙を印刷できます。

表紙のタイプ

表紙の種類を選択します。

課金情報

表紙に印刷される課金情報を設定します。
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スケジューラメニュー

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

書類のプリント

今すぐプリント：すぐに印刷を開始します。

後でプリント： 印刷を開始する時刻を指定します。

保留： プリントジョブを保留します。

優先順位

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

クイックカラー

クイックカラーを選択します。

グレースケール

この項目にチェックをつけると、カラー部分をグレースケールで印刷し
ます。

エコノミー印刷

エコノミー印刷を行うかどうかを選択します。

カラー詳細設定

クリックすると、カラー詳細設定ページを表示します。

クイックカラーを「カスタム」に設定している場合に有効です。
プリント画面の設定（Mac OS X 10.5/10.6） 97



カラー詳細設定 / イメージ

RGB カラー

イメージの RGB ソースプロファイルを選択します。

RGB 色変換

イメージの RGB カラー特性を選択します。

RGB グレー再現

RGB イメージの黒色とグレーの再現方法を選択します。

スクリーン

イメージの中間色の再現性を選択します。

プロファイルの管理

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

詳細設定を隠す

カラー詳細設定ページを隠し、カラーオプションページを表示します。
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カラー詳細設定 / テキスト

RGB カラー

テキストの RGB ソースプロファイルを選択します。

RGB 色変換

テキストの RGB カラー特性を選択します。

RGB グレー再現

RGB テキストの黒色とグレーの再現方法を選択します。

スクリーン

テキストの中間色の再現性を選択します。

プロファイルの管理

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

詳細設定を隠す

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

RGB カラー

グラフィックスの RGB ソースプロファイルを選択します。

RGB 色変換

グラフィックスの RGB カラー特性を選択します。

RGB グレー再現

RGB グラフィックスの黒色とグレーの再現方法を選択します。

スクリーン

グラフィックスの中間色の再現性を選択します。

プロファイルの管理

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

詳細設定を隠す

カラー詳細設定ページを隠し、カラーオプションページを表示します。
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カラー詳細設定 / シミュレーション

シミュレーションプロファイル

RGB カラープロファイルを選択します。

用紙下地色にあわせる

下地色を印刷するかどうかを選択します。

CMYK グレー再現

プリントジョブ内の中間色を印刷する方法を選択します。

プロファイルの管理

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

詳細設定を隠す

カラー詳細設定ページを隠し、カラーオプションページを表示します。
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プリンタの機能メニュー

用紙種類

用紙の種類を選択します。

解像度

解像度を選択します。
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サプライレベルのメニュー

サプライレベルの画面では、現在の消耗品の状態を確認することができま
す。

サプライのレベルメニューは、Mac OS X v10.4/10.5/10.6 で Bonjour
接続、IPP 接続、LPD 接続された場合に表示されます。

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

一覧メニュー

一覧画面では、現在のプリント設定を確認することができます。
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トラブルシューティング

症状 対応・処置

プリセットで保存した機能
が反映されない。

プリンターの機能によっては、プリセットで
は保存されません。

プリンターが作動しない。 OS の不具合により、用紙サイズと用紙種類

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

Bonjour でプリンターが検

出できない。

PageScope Web Connection を使って、

Network － TCP/IP － Bonjour 有効をチェッ

クしてください。詳しくは、「ネットワーク
画面」（p.243）をごらんください。

プリンタードライバーおよ
び PPD ファイルのバー

ジョンを確認したい。

Mac OS X 10.4 の場合：

「プリンタ設定ユーティリティ」よりプリン
ターを選択し、「プリンタ」メニューから
「情報を見る」を選択します。プリンタ情報
画面のポップアップメニューから「名前と場
所」を選択します。

Mac OS X 10.5/10.6 の場合：

「プリントとファクス」よりプリンターを選
択します。「オプションとサプライ」をク
リックし、「一般」タブをクリックします。

他社製のプリンターから切
り替えたとき、画面の表示
がおかしい。

一旦プリント画面を閉じ、開き直してくださ
い。

カスタム用紙サイズが、設
定した値と違う。

OS の不具合により、カスタム用紙サイズで

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

2-up 印刷時に用紙の中央

に印刷されない。

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

キャップ、ガバメントリーガル、ステートメ
ント、Folio
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Acrobat Reader からの印

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

Acrobat Reader で印刷に不具合が出る場合

は、OS に付属の「プレビュー」で印刷して

ください。

Mac OS X 10.4 を使用し

て、カスタム用紙サイズを
選択し、幅を 21.6 cm に設

定し、ジョブを送信すると
Letter サイズの用紙を要求

される。

カスタム用紙サイズの幅を 21.59 cm に変更

し、再度ジョブを送信してください。

症状 対応・処置
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2NetWare での
使い方



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

NetWare 環境でのネットワーク印刷方法

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

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

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

2 Pconsole を起動します。

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

4「プリントサーバー名」、「プリンター名」、「プリントキュー名」、「ボ
リューム名」を入力し、プリンターの「タイプ」名を「その他／不明」
に設定して、保存します。

5［Esc］キーを押し、Pconsole を終了します。

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

キューを使用するユーザー権限、プリンター通知オプション、複数
のキューの割当て、パスワードは、NetWare のドキュメントを参照
して、必要に応じて設定してください。

NetWare バー
ジョン

使用するプロ
トコル

エミュレーション サービスモード

NetWare 4.x IPX バインダリ /NDS プリントサーバー
／リモートプリン
ター

NetWare 5.x/6 IPX NDS プリントサーバー

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

– NetWare 有効：　チェック済み

– フレームタイプ：　自動（ネットワーク環境によって、フレームタ
イプを選択してください）

– 動作モード：　プリントサーバー／リモートプリンター

– プリントサーバー名：　手順 4 で設定したプリンター名

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

8 プリンターの電源の再投入（オフ／オン）を行います。

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

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

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

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

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

4「プリントサーバー名」、「プリンター名」、「プリントキュー名」、「ボ
リューム名」を入力し、プリンターの「タイプ」名を「その他／不明」
に設定して、保存します。

5［Esc］キーを押し、Pconsole を終了します。

6 PageScope Web Connection の管理者モードで「ネットワーク」タブか
ら「NetWare」メニューを選択し、各項目を設定します。

– NetWare 有効：　チェック済み

– フレームタイプ：　自動（ネットワーク環境によって、フレームタ
イプを選択してください）

– 動作モード：　 プリントサーバー

– プリントサーバー名：　手順 4 で作成したプリントサーバー名

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

– プリントサーバモード：　 両方

– 優先ファイルサーバ：　Pserver を接続するファイルサーバー名

– プリントキュー取得間隔：　1（必要に応じて変更してください）

7 プリンターの電源の再投入（オフ／オン）を行います。
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8 NetWare Server のコンソールで、MONITOR.NLM をロードしてくださ
い。

9 接続情報を選択し、アクティブな接続欄で、作成した Pserver が接続さ
れていることを確認してください。

NetWare 4.x リモートプリンターモード（NDS）の場合

1 クライアントより NetWare に Admin 権限でログインします。

2 NWadmin を起動します。

3 プリントサービスを行う組織、または、部門コンテナを選択し、ツール
メニューから「プリントサービスクイックセットアップ」を選択しま
す。

4「プリントサーバー名」、「プリンター名」、「プリントキュー名」、「ボ
リューム名」を入力し、プリンターの「タイプ」名を「その他／不明」
に設定して、保存します。

キューを使用するユーザー権限、プリンター通知オプション、複数
のキューの割当て、パスワードは、NetWare のドキュメントを参照
して、必要に応じて設定してください。

5 PageScope Web Connection の管理者モードで「ネットワーク」タブか
ら「NetWare」メニューを選択し、各項目を設定します。
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– NetWare 有効：　チェック済み

– フレームタイプ：　自動（ネットワーク環境によって、フレームタ
イプを選択してください）

– 動作モード：　プリントサーバー／リモートプリンター

– プリントサーバー名：　手順 4 で設定したプリンター名

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

6 プリンターの電源の再投入（オフ／オン）を行います。

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

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

NetWare 4.x/5.x/6 プリントサーバーモード（NDS）の場合

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

1 クライアントより NetWare に Admin 権限でログインします。

2 NWadmin を起動します。

3 プリントサービスを行う組織、または、部門コンテナを選択し、ツール
メニューから「プリントサービスクイックセットアップ（非 NDPS）」
を選択します。

4「プリントサーバー名」、「プリンター名」、「プリントキュー名」、「ボ
リューム名」を入力し、プリンターの「タイプ」名を「その他／不明」
に設定して、［作成］をクリックします。

キューを使用するユーザー権限、プリンター通知オプション、複数
のキューの割当て、パスワードは、NetWare のドキュメントを参照
して、必要に応じて設定してください。
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5 PageScope Web Connection の管理者モードで「ネットワーク」タブか
ら「NetWare」メニューを選択し、各項目を設定します。

– NetWare 有効：　チェック済み

– フレームタイプ：　自動（ネットワーク環境によって、フレームタ
イプを選択してください）

– 動作モード：　 プリントサーバー

– プリントサーバー名：　手順 4 で作成したプリントサーバー名

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

– プリントサーバモード /NDS：　NDS

– 優先 NDS ツリー名：　Pserver がログインするツリー名

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

– プリントキュー取得間隔：　1（必要に応じて変更してください）

6 プリンターの電源の再投入（オフ／オン）を行います。

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

8 接続情報を選択し、アクティブな接続欄で、作成した Pserver が接続し
ていることを確認してください。
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NetWare 5.x/6 Novell Distributed Print Service（NDPS）
の場合

NDPS に関する設定を行う前に、NDPS ブローカーと NDPS マネー
ジャが作成、ロードされていることを確認してください。 

NetWare サーバーで TCP/IP プロトコルが設定されていることを確認
し、本機に IP アドレスが設定され、本機が起動していることを確認
して、作業を行ってください。

1 クライアントより NetWare に Admin 権限でログインします。

2 NWAdmin を起動します。

3 プリンターエージェントを作成する「組織」、「部門」コンテナを右ク
リックし、作成より、「NDPS プリンタ」を選択します。

4「NDPS プリンタ名」欄に、「プリンタ名」を入力します。

5「プリンタエージェントのソース」欄で「新規プリンタエージェントを
作成する」を選択し、「作成」をクリックします。

6 プリンタエージェント名を確認し、「NDPS マネージャ名」欄で、NDPS 
マネージャをブラウズし、登録します。

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

8「Novell NDPS の設定」ウインドウで、プリンタ「（なし）」、ポートハン
ドラ「Novell ポートハンドラ」を選択し、登録します。

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

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

11 プリンタードライバーの登録画面が現れますが、各 OS とも「なし」を
選択して登録を終了してください。

プリンターを使用するユーザー権限、プリンター通知オプション、
キューの割当ては、NetWare のドキュメントを参照して、必要に応
じて設定してください。
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NetWare サーバを使用するときのクライアント
（Windows）の設定

1 Windows 2000 の場合は、「スタート」をクリックし、「設定」 ― 「プリ
ンタ」をクリックします。
Windows Vista/Server 2008 の場合は、「スタート」メニューから「コン
トロールパネル」－「ハードウェアとサウンド」－「プリンタ」をク
リックし、プリンタ画面を表示します。
Windows XP/Server 2003 の場合は、「スタート」をクリックして、「プ
リンタと FAX」をクリックします。
Windows 7/Server 2008 R2 の場合は、「スタート」メニューから「コン
トロールパネル」－「ハードウェアとサウンド」－「デバイスとプリン
ター」をクリックします。

「スタート」メニューに「プリンタと FAX」が表示されていない場合
は、「スタート」メニューから「コントロールパネル」－「プリンタ
とその他のハードウェア」－「プリンタと FAX」をクリックします。

2 Windows 2000/Server 2003 の場合は、「プリンタの追加」をダブルク
リックします。
Windows Vista/Server 2008 の場合は、ツールバーの「プリンタのイン
ストール」をクリックします。
Windows XP の場合は、「プリンタのタスク」メニューから「プリンタの
インストール」をクリックします。
Windows 7/Server 2008 R2 の場合は、「プリンターの追加」をクリック
します。
「プリンタの追加ウィザード」が起動します。

3 印刷先ポートの設定で、ネットワークを参照し、作成したキュー名（ま
たは NDPS プリンタ名）を指定します。

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

5 画面の指示にしたがってインストールを完了します。
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3プリンター
ユーティリティの

インストール



プリンターユーティリティのインストール
インストールを行うには、コンピューターの管理者権限が必要です。

インストールを行う前に、すべてのアプリケーションを終了させて
ください。

Windows Vista/Server 2008 を使用時に「ユーザーアカウント制御」
に関する画面が表示されるときは、「続行」または「はい」をクリッ
クします。

プリンターユーティリティをインストールする手順を説明します。

ユーザツール

Status Monitor

PageScope Direct Print

設定・管理ツール

PageScope Plug and Print

PageScope Net Care Device Manager

PageScope Net Care Device Manager Plug-in

PageScope Network Setup

1 Utilities and Documentation CD-ROM を CD/DVD-ROM ドライブに入れま
す。

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

インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、CD-ROM 内
の「AutoRun.exe」アイコンをダブルクリックしてください。

2 ツールフォルダーを選択します。

3 インストールしたい種類のツールをクリックします。

4［インストール］をクリックします。

前のページに戻るには、［戻る］ボタンをクリックします。

トップページに戻るには、［トップメニューへ］ボタンをクリッ
クします。

5 画面の指示に従って、インストールを進めます。

6 インストールが完了したら、Utilities and Documentation CD-ROM を CD/
DVD-ROM ドライブから取り出し、安全な場所に保管してください。
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PageScope Net Care Device Manager をインストールする場合
は、あらかじめ基本モジュール（Microsoft .NET Framework 2.0、
Microsoft.Net Framework の言語パッケージ、Microsoft SQL 
Server 2005 Express Edition）、Server for PageScope Enterprise 
Suite をインストールする必要があります。基本パッケージにつ
いては、Utilities and Documentation CD-ROM よりインターネッ
ト経由でダウンロードすることができます。
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4イーサネット設定
メニューについて



イーサネットメニュー

設定メニューの構成

セキュリティ設定（ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ ー ｼｽﾃﾑ ー ｾｷｭﾘﾃｨ ー ｾｷｭﾘﾃｨ ｾｯﾃｲ ー 
ﾕｳｺｳ） を「ｵﾝ」にしている場合、ｲｰｻﾈｯﾄ設定に入るときに管理者パス
ワードが必要になります。

ｲﾝｻﾂ ｶﾉｳ ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ ｲﾝｻﾂ

ﾖｳｼ

ﾋﾝｼﾂ

ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ ｲｰｻﾈｯﾄ TCP/IP ﾕｳｺｳ

IPv4 DHCP/BOOTP

IP ｱﾄﾞﾚｽ

ｹﾞｰﾄｳｪｲ

ｻﾌﾞﾈｯﾄ ﾏｽｸ

ｼﾞﾄﾞｳ IP ﾕｳｺｳ

IPv6 ﾕｳｺｳ

ｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾌｧｲﾔ

ｼﾞﾄﾞｳｾｯﾃｲ ﾕｳｺｳ

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾚﾌｨｯｸｽ

IP ｻｰﾋﾞｽ HTTP ﾕｳｺｳ 

ｼﾞｭｼﾝﾌｨﾙﾀ ﾑｺｳ

IPsec ﾑｺｳ

IPX/SPX ﾌﾚｰﾑﾀｲﾌﾟ

ｽﾋﾟｰﾄﾞ

802.1X ﾑｺｳ
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イーサネットメニューの表示

プリンターの操作パネルで以下のキー操作を行い、プリンターのイーサネッ
トメニューの設定項目を表示します。このメニューでは、設定可能なネット
ワークの項目をすべて表示できます。

以下のイーサネットの設定を行うと、プリンターを再起動する必要
があります。プリンターの表示を印刷可能な状態に戻すと、再起動
を確認するメッセージが表示されます。ﾊｲを選択し、再起動を行っ
てください。

TCP/IP ― ﾕｳｺｳ
DHCP/BOOTP

IP ｱﾄﾞﾚｽ

PS ﾌﾟﾛﾄｺﾙ

USB ﾕｳｺｳ

IO ﾀｲﾑｱｳﾄ

ｼｽﾃﾑ

ﾎｼｭ ﾒﾆｭｰ

ｹﾞﾝｺﾞｷﾘｶｴ

押すキー ディスプレイ（このように表示されるまで）

ｲﾝｻﾂ ｶﾉｳ

ﾒﾆｭｰ
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ

ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ
ｲﾝｻﾂ

ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ
ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ

ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ
ｲｰｻﾈｯﾄ

ｲｰｻﾈｯﾄ
TCP/IP
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ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸ

ｹﾞｰﾄｳｪｲ

ｼﾞﾄﾞｳ IP ﾕｳｺｳ

802.1X ﾑｺｳ

IPX/SPX －ﾌﾚｰﾑﾀｲﾌﾟ

ｽﾋﾟｰﾄﾞ

IPv6 ― ｼﾞﾄﾞｳｾｯﾃｲ ﾕｳｺｳ（「ｲｲｴ」から「ﾊｲ」に変更した場合）

イーサネットメニューの設定項目

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

手動で IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを設定する場
合は、はじめに DHCP の設定を「ｲｲｴ」にしてください。

TCP/IP
ﾕｳｺｳ（有効）

IPv4 ― DHCP/BOOTP

IPv4 ― IP ｱﾄﾞﾚｽ

目的 TCP/IP を有効にするかどうかを設定します。

「ﾊｲ」に設定すると、TCP/IP が有効になります。

「ｲｲｴ」に設定すると、TCP/IP が無効になります。

設定値 ﾊｲ
ｲｲｴ

初期値 ﾊｲ

目的 ネットワーク内に DHCP サーバーまたは BOOTP サー

バーがある場合に、DHCP サーバーまたは BOOTP サー

バーから自動的に IP アドレスを取得するかどうか、また

は他のネットワーク情報を読み込むかどうかを設定しま
す。

設定値 ﾊｲ
ｲｲｴ

初期値 ﾊｲ

目的 本プリンターのネットワーク上の IP アドレスを設定しま

す。
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IPv4 ― ｹﾞｰﾄｳｪｲ

IPv4 ― ｻﾌﾞﾈｯﾄ ﾏｽｸ

IPv4 ― ｼﾞﾄﾞｳ IP ﾕｳｺｳ（自動 IP 有効）

範囲 各 3 桁の数値：0 ～ 255

、 キーを押して各桁の数値を増減させます。

、 キーを押して3桁の数値4つの間を移動させます。

初期値 192.168.001.002

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

範囲 各 3 桁の数値：0 ～ 255

、 キーを押して各桁の数値を増減させます。

、 キーを押して 3桁の数値 4つの間を移動させま

す。

初期値 000.000.000.000

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

範囲 各 3 桁の数値：0 ～ 255

、 キーを押して各桁の数値を増減させます。

、 キーを押して 3 桁の数値 4 つの間を移動させま

す。

初期値 000.000.000.000

目的 DHCP/BOOTP、PING、ARP から応答がない場合に、プ

リンターの IP アドレスを自動で取得するか固定して設定

するかを選択します。

設定値 ﾊｲ
ｲｲｴ

初期値 ﾊｲ
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IPv6  ― ﾕｳｺｳ（有効）

IPv6  ―  ｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾌｧｲﾔ

IPv6  ― ｼﾞﾄﾞｳｾｯﾃｲ ﾕｳｺｳ（自動設定有効）

IPv6  ―  ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾚﾌｨｯｸｽ

IP ｻｰﾋﾞｽ
HTTP ﾕｳｺｳ（HTTP 有効）

目的 IPv6 アドレスを有効にするかどうかを設定します。

「ﾊｲ」に設定すると、IPv6 が有効になります。

「ｲｲｴ」に設定すると、IPv6 が無効になります。

設定値 ﾊｲ
ｲｲｴ

初期値 ﾊｲ

目的 リンクローカルアドレスが表示されます。

目的 IPv6 アドレスの自動設定を有効にするかどうかを設定し

ます。

「ﾊｲ」に設定すると、IPv6 の自動設定が有効になります。

「ｲｲｴ」に設定すると、IPv6 の自動設定が無効になりま

す。

設定値 ﾊｲ
ｲｲｴ

初期値 ﾊｲ

目的 グローバルアドレスが表示されます。

目的 HTTP を有効にするかどうかを設定します。

「ﾊｲ」に設定すると、HTTP が有効になります。

「ｲｲｴ」に設定すると、HTTP が無効になります。

設定値 ﾊｲ
ｲｲｴ

初期値 ﾊｲ
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ｼﾞｭｼﾝﾌｨﾙﾀﾑｺｳ（受信フィルター無効）

IPsec ﾑｺｳ（IPsec 無効）

IPX/SPX
ﾌﾚｰﾑﾀｲﾌﾟ

目的 フィルターを無効にするかどうかを設定します。

「ﾊｲ」に設定すると、受信フィルターが無効になります。

設定値 ﾊｲ
ｲｲｴ

初期値 ｲｲｴ

目的 IPsec を無効にするかどうかを設定します。

「ﾊｲ」に設定すると、IPsec が無効になります。

設定値 ﾊｲ
ｲｲｴ

初期値 ｲｲｴ

目的 IPX/SPX を使用するためのプロトコルを設定します。

設定値 ｼﾞﾄﾞｳ

802.2

802.3

ETHER II

SNAP

初期値 ｼﾞﾄﾞｳ
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ｽﾋﾟｰﾄﾞ

802.1X ﾑｺｳ（802.1X 無効）

PS ﾌﾟﾛﾄｺﾙ

目的 ネットワークの通信速度と双方向通信での通信方式の設
定ができます。

設定値 ｼﾞﾄﾞｳ

100 FULL DUPLEX

100 HALF DUPLEX

10 FULL DUPLEX

10 HALF DUPLEX

初期値 ｼﾞﾄﾞｳ

目的 IEEE802.1X を無効にするかどうかを設定します。

「ﾊｲ」に設定すると、IEEE802.1X が無効になります。

設定値 ﾊｲ
ｲｲｴ

初期値 ｲｲｴ

目的 PS プロトコルを設定します。

設定値 ﾊﾞｲﾅﾘ

ｸｵｰﾃｯﾄﾞﾊﾞｲﾅﾘ

初期値 ﾊﾞｲﾅﾘ
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5ネットワーク印刷



ネットワーク接続

概念図

プリンターを TCP/IP ネットワー
クに接続するには、内部ネット
ワークアドレスをプリンターに
設定しておく必要があります。

多くの場合、他で使用さ
れていない IP アドレスの
みを入力します。ただし、
ネットワーク環境によっ
ては、サブネットマスク
／ゲートウェイ（ルー
ター）アドレスも入力す
る必要があります。
ネットワーク接続130



接続方法

イーサネット接続の場合

標準イーサネットインターフェースは RJ45 コネクタで、伝送速度が 10 ～
100 メガビット／秒（Mbit/s）です。

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

IP アドレス：TCP/IP ネットワーク上で各デバイスを識別する固有の値

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

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

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

DHCP を使用する場合

アドレスを手動設定する場合
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DHCP を使用する場合

お使いのネットワークで DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）を
使用している場合は、プリンターの電源をオンにすると、DHCP サーバー
によってプリンターの IP アドレスが自動的に割り当てられます。（DHCP
の説明については、「ネットワーク印刷」（p.136）を参照してください。）

プリンターの IP アドレスが自動的に設定されない場合は、プリン
ターの設定で DHCP が使用可能になっているかを確認してください
（ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ - ｲﾝｻﾂ - ｾｯﾃｲ ﾘｽﾄ）。DHCP が使用可能になっていない場
合は、「ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ ― ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ ― ｲｰｻﾈｯﾄ ― TCP/IP ― IPv4 ― DHCP/
BOOTP」メニューで「ﾊｲ」を選択してください。

1 プリンターをネットワークに接続します。

イーサネットケーブルのコネクタ（RJ45）を、プリンターのインター
フェースパネルのイーサネットポートに差し込んで、プリンターをネッ
トワークに接続します。

2 コンピューターとプリンターの電源をオンにします。

3 プリンターのメッセージ画面に「ｲﾝｻﾂ ｶﾉｳ」と表示されたら、設定リス
トページを印刷し、IP アドレスが設定されているかを確認します。

4 プリンタードライバーをインストールします。

アドレスを手動設定する場合

以下の方法で、プリンターの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェ
イを手動で設定変更することができます。（詳しくは、第 4 章 “ イーサネット
設定メニューについて ” を参照してください。）

手動で IP アドレスを設定する場合は、「ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ ― ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ ― 
ｲｰｻﾈｯﾄ ― TCP/IP ― IPv4 ― DHCP/BOOTP」で「ｲｲｴ」を選択して
ください。
また、IP アドレスを変更した場合は、あらたにポートを追加するか、
プリンタードライバーを再インストールしてください。

ご注意

プリンターの IP アドレスを変更する場合は、必ずネットワーク管理者に連
絡してください。

1 コンピューターとプリンターの電源をオンにします。
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2 プリンターのメッセージ画面に「ｲﾝｻﾂ ｶﾉｳ」と表示されたら、IP アドレ
スの設定を行います。

押すキー ディスプレイ（このように表示されるまで）

ｲﾝｻﾂ ｶﾉｳ

ﾒﾆｭｰ
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ

ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ
ｲﾝｻﾂ

ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ
ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ

ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ 
ｲｰｻﾈｯﾄ

ｲｰｻﾈｯﾄ
TCP/IP

TCP/IP
ﾕｳｺｳ

TCP/IP
IPv4

IPv4
DHCP/BOOTP

IPv4
IP ｱﾄﾞﾚｽ

IP ｱﾄﾞﾚｽ
192.168.001.002

、 キーを押して各桁の数値を増減させます。

、 キーを押して 3 桁の数値 4 つの間を移動させます。

xxx.xxx.xxx.xxx
ｶﾞ ｾﾝﾀｸ ｻﾚﾏｼﾀ
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3 ゲートウェイとサブネットマスクを設定しない場合は、手順 5 にすすん
でください。

ゲートウェイを設定せずにサブネットマスクを設定する場合は、手順 4
にすすんでください。

ゲートウェイを設定する場合は、以下の操作を行います。

4 サブネットマスクを設定しない場合は、手順 5 にすすんでください。

サブネットマスクを設定する場合は、以下の操作を行います。

押すキー ディスプレイ（このように表示されるまで）

IPv4
ｹﾞｰﾄｳｪｲ

ｹﾞｰﾄｳｪｲ
000.000.000.000

、 キーを押して 3 桁の数値 4 つの間を移動させます。

、 キーを押して各桁の数値を増減させます。

xxx.xxx.xxx
ｶﾞ ｾﾝﾀｸ ｻﾚﾏｼﾀ

押すキー ディスプレイ（このように表示されるまで）

IPv4
ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸ

ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸ
000.000.000.000

、 キーを押して 3 桁の数値 4 つの間を移動させます。

、 キーを押して各桁の数値を増減させます。

xxx.xxx.xxx
ｶﾞ ｾﾝﾀｸ ｻﾚﾏｼﾀ
ネットワーク接続134



5 設定変更を保存し、プリンターを印刷可能な状態に戻します。

6 設定リストページを印刷し、IP アドレス、サブネットマスク、ゲート
ウェイが正しく設定されているかを確認します。

押すキー ディスプレイ（このように表示されるまで）

キーを 6回押します。

REBOOT
* ﾊｲ

REBOOTING…

押すキー ディスプレイ（このように表示されるまで）

ｲﾝｻﾂｶﾉｳ

ﾒﾆｭｰ
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ

ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ
ｲﾝｻﾂ

ｲﾝｻﾂ
ﾒﾆｭｰ ﾏｯﾌﾟ

ｲﾝｻﾂ
ｾｯﾃｲ ﾘｽﾄ

ｾｯﾃｲ ﾘｽﾄ
ﾊｲ
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ネットワーク印刷

ネットワーク印刷に関する用語

ここでは、ネットワーク印刷に関する用語を説明します。

Bonjour

BOOTP

DDNS

DHCP

DNS

HTTP

IEEE802.1X

IPP

IPsec

IPv6

IPX/SPX

LPD/LPR

Port 9100

SLP

SMTP

SNMP

WSD プリント

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

Bonjour

Bonjour は、ネットワーク上に接続しているデバイスを自動的に検出し、設
定を行う、Macintosh のネットワーク技術です。以前は Rendezvous と呼ば
れていましたが、Mac OS X v10.4 から Bonjour と名称変更されました。

BOOTP

BOOTP（Bootstrap Protocol）は、ディスクレスクライアントが、自己の IP
アドレス、ネットワーク上の BOOTP サーバーの IP アドレス、
起動するためにメモリにロードするファイルを取得できるようにするイン
ターネットプロトコルです。BOOTP により、クライアントは、ハードディ
スクドライブやフロッピーディスクドライブがなくても起動できるようにな
ります。
ネットワーク印刷136



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

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

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

DHCP

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

DNS

Domain Name System の略。ネットワーク環境において、ホスト名から対
応する IP アドレスを取得できるようにするシステムのことです。これによ
りユーザーは、憶えにくく、分かりにくい IP アドレスではなく、ホストの
名前を指定してネットワーク上の他のコンピューターにアクセスできるよう
になります。

HTTP

HTTP（HyperText Transfer Protocol）は、ワールドワイドウェブ（WWW）
で使用されている基礎となるプロトコルです。HTTP では、メッセージの書
式、送信方法や、各種コマンドに対する Web サーバーとブラウザーの動作
が規定されています。例えば、ブラウザーで URL を入力すると、実際には、
要求した Web ページの取得と送信を指示する HTTP コマンドがその Web
サーバーに送られます。
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IEEE802.1X

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

IPP

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

IPP の使用方法についての詳細は、「IPP（Internet Printing Protocol）印刷」
（p.141）を参照してください。

IPsec

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

IPv6

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

IPX/SPX

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

LPD/LPR

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

Port 9100

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

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

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

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

ユニキャスト、マルチキャスト、ブロードキャスト

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

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

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

SMTP

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

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

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

WSD プリント

Windows Vista で搭載された Web サービス機能を使用した印刷方法です。
Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 では、Web サービス機能によ
り、ネットワーク接続されたプリンターを自動的に検出して WSD プリン
ターとしてインストールします。印刷時に WSD プリンターを指定すること
で、通信に HTTP を使用して印刷できます。
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IPP（Internet Printing Protocol）印刷

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

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

Windows Vista/7/Server 2008/Server 2008 R2 を使用時に「ユーザー
アカウント制御」に関する画面が表示されるときは、「続行」または
「はい」をクリックします。

IPP 印刷を行うにはネットワークの設定が必要です。詳細は「接続方
法」（p.131）、「IPP」（p.138）をごらんください。

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

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

1［スタート］をクリックします。

2「管理ツール」から「サーバーマネージャ」を選択します。

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

3 サーバーマネージャ画面の「機能の概要」から、「機能の追加」を選択
します。 

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

5 コンピューターを再起動します。

インストーラーからの IPP ポートの追加

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

インストールプログラムが自動的に起動し、メインメニュー画面が表示
されます。

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

インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、CD-ROM 内
の「AutoRun.exe」アイコンをダブルクリックしてください。

2 メインメニュー画面から「プリンタのインストール」をクリックしま
す。
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3 インストーラーライセンス契約画面が表示されますので、内容をお読み
ください。［同意します］をクリックします。

［同意しません］を選択した場合、メインメニュー画面に戻ります。

4 お読みください画面が表示されますので、内容を確認して［次へ］をク
リックします。

5「プリンタのインストール」を選択して［次へ］をクリックします。

6 プリンターが検出され、デバイスリストに表示されます。インストール
したいプリンターを選択します。

［全てクリア］をクリックすると、リストに表示されているデバイス
の選択（チェックマーク）をすべて解除します。

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

7 印刷方法のプルダウンリストから「インターネット印刷」を選択し、 
［次へ］ をクリックします。
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8 インストールする内容を確認し、［インストール］をクリックします。

「インストールされるコンポーネント」を変更したい場合は、［イン
ストール設定］をクリックして変更してください。

9［完了］をクリックします。

「プリンタの追加」ウィザードからの IPP ポートの追加
（Windows XP/Server 2003/2000 の場合）

Windows XP Home Edition の場合：［スタート］ボタンをクリックし、
「コントロールパネル」から「プリンタとその他のハードウェア」―
「プリンタと FAX」を選択します。次に「プリンタのインストール」
をクリックします。

Windows XP Professional/Server 2003 の場合：［スタート］ボタンを
クリックし、「プリンタと FAX」を選択します。次に「プリンタのイ
ンストール」をクリックします。

Windows 2000 の場合：［スタート］ボタンをクリックし、「設定」か
ら「プリンタ」を選択します。次に「プリンタの追加」をクリック
します。
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1 2 番目に表示される画面で「ネットワークプリンタ、またはほかのコン
ピュータに接続されているプリンタ」（Windows XP/Server 2003 の場
合）、または「ネットワーク プリンタ」（Windows 2000 の場合）を選択
し、［次へ］をクリックします。

2 次に表示される画面で、「URL」に以下のいずれかの形式でプリンター
のネットワークパス名を入力し、［次へ］をクリックします。

http://IP アドレス /ipp

http://IP アドレス :80/ipp

http://IP アドレス :631/ipp

システムがプリンターに接続できない場合、以下のメッセージが表示さ
れます。

Windows XP/Server 2003：「プリンタへ接続できませんでした。入力
されたプリンタ名が正しくないか、または指定されたプリンタが
サーバーに接続されていません。詳細な情報を参照するには、［ヘル
プ］をクリックしてください。」というメッセージが表示されます。
［OK］をクリックして前の画面に戻り、有効なパス名を入力しなお
してください。

Windows 2000：「プリンタへ接続できませんでした。入力されたプ
リンタ名が正しくないか、または指定されたプリンタがサーバーに
接続されていません。詳細な情報については［ヘルプ］をクリック
してください。」というメッセージが表示されます。［OK］をクリッ
クして前の画面に戻り、有効なパス名を入力しなおしてください。

Windows XP/Server 2003 Windows 2000

Windows XP/Server 2003 Windows 2000
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3 Windows XP/Server 2003 の場合：手順 4 にすすんでください。

Windows 2000 の場合：手順 2 で有効なパス名を入力すると、
「KONICA MINOLTA magicolor 1650 プリンタが接続されているサーバー
に正しいプリンタドライバがインストールされていません。ローカルコ
ンピュータにドライバをインストールする場合は［OK］をクリックし
てください。」というメッセージが表示されます。これはプリンタード
ライバーがまだインストールされていないためです。［OK］をクリック
します。

4［ディスク使用］をクリックします。

5［参照］をクリックします。

6 CD-ROM 内のプリンタードライバーファイルがあるフォルダー（例：
Drivers\Windows\color\Drivers\Win_x86\PS\japanese）を指定し、[ 開
く ] をクリックします。
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7［OK］をクリックします。

8［OK］をクリックします。

9 通常使うプリンタとして使うかを選択し、［次へ］をクリックします。
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10［完了］をクリックします。

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

1「スタート」メニューから「コントロールパネル」－「ハードウェアと
サウンド」－「プリンタ」（Windows Vista/Server 2008 の場合）/「デバ
イスとプリンターの表示」（Windows 7/Server 2008 R2 の場合）をク
リックし、プリンタ画面を表示します。

2 ツールバーの「プリンタのインストール」（Windows Vista/Server 2008
の場合）/「プリンターの追加」（Windows 7/Server 2008 R2 の場合）を
クリックします。

「プリンタの追加」が表示されます。
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3「ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetooth プリンタを追加します」を
クリックします。

4「探しているプリンタはこの一覧にはありません」をクリックします。
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5 次に表示される画面で、「共有プリンタを名前で選択する」に以下のい
ずれかの形式でプリンターのネットワークパス名を入力し、［次へ］を
クリックします。

http://IP アドレス /ipp

http://IP アドレス :80/ipp

http://IP アドレス :631/ipp

プリンターへ接続できなかった場合、以下のメッセージが表示され
ます。

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

7 [ 参照 ] をクリックします。

8 CD-ROM 内のプリンタードライバーファイルがあるフォルダー（例：
Drivers\Windows\color\Drivers\Win_x86\PS\japanese）を指定し、［開
く］をクリックします。
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9 [OK] をクリックします。

10 [OK] をクリックします。
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11 [ 次へ ] をクリックします。

12 [ 完了 ] をクリックします。
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Web サービスプリント

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

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

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

「ユーザーアカウント制御」に関する画面が表示されるときは、「続
行」または「はい」をクリックします。

Web サービスプリントを利用する場合は、コンピューターの [ ネット
ワークと共有センター ] で [ ネットワーク探索 ] が「有効」に設定さ
れていることを確認します。

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

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

1［スタート］をクリックします。

2「管理ツール」から「サーバーマネージャ」を選択します。

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

3 サーバーマネージャ画面の「役割の概要」から、「役割の追加」を選択
します。

4「印刷サービス」または「印刷とドキュメントサービス」にチェックし
て機能をインストールします。

ネットワークウィンドウからプリンタードライバーを認識さ
せる

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

1 本機のプリンタードライバーをインストールします。
インストーラーまたはプリンターの追加ウィザードでプリンタード
ライバーをインストールします。
インストールするポートはどのポートでも構いません。
詳しくは、「インストレーションガイド」（Utilities and 
Documentation CD-ROM 内の PDF マニュアル）または「「プリンタ
の追加」ウィザードからの IPP ポートの追加（Windows Vista/7/
Server 2008/Server 2008 R2 の場合）」（p.147）をごらんください。
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2 本機をネットワークに接続した状態で電源をオンにします。
インストール途中でプリンターを検索するため、本機をネットワー
クに接続した状態にしてください。

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

4［ネットワーク］ウィンドウを開きます。
Windows Vista/Server 2008 の場合は、［スタート］をクリックして、
［ネットワーク］をクリックします。

Windows 7/Server 2008 R2 の場合は、［コンピューター］を開いて、
［ネットワーク］をクリックします。
［コンピューター］に［ネットワーク］が表示されないときは、［コ
ントロール パネル］の［ネットワークとインターネット］カテゴリ
をクリックし、［ネットワークのコンピューターとデバイスの表示］
をクリックします。

接続されているコンピューターとデバイスが検索されます。

5 本機のデバイス名を選択し、ツールバーの［インストール］をクリック
します。

本機のプリンタードライバーが検索され、印刷の準備が完了します。

6 インストール終了後、インストールしたプリンターアイコンが［プリン
タ］ウィンドウまたは［デバイスとプリンター］ウィンドウに表示され
ていることを確認します。

プリンタードライバーが正しくインストールされない場合は、［ドラ
イバーの更新 ...］が必要です。
詳しくは、「接続後にドライバーを更新する」（p.166）をごらんくだ
さい。

Windows Vista/Server 2008 の場合は、先にプリンタードライバーを
インストールしていない状態でも、引き続きプリンタードライバー
のインストールディスクを指定してインストールできます。
［新しいハードウェアが見つかりました］画面が表示されたら、画面
の指示にしたがって操作します。詳しくは、「ネットワークウィンド
ウからのインストール」（p.155）をごらんください。

Windows 7/Server 2008 R2 の場合は、接続したあとにインストール
ディスクを指定することができません。あらかじめプリンタードラ
イバーをインストールしてください（手順 1）。
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ネットワークウィンドウからのインストール

Windows Vista/Server 2008 の場合は、本機を接続してからでもプリンター
ドライバーをインストールできます。

Windows 7/Server 2008 R2 の場合は、接続したあとにインストール
ディスクを指定する画面が表示されません。「ネットワークウィンド
ウからプリンタードライバーを認識させる」（p.153）方法で接続し
てください。

1［スタート］メニューから「コントロールパネル」－「ネットワークと
インターネット」を開き、「ファイルの共有の設定」を選びます。

2「ネットワーク探索」が有効になっていることを確認します。

3 Printer Driver CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブに入れます。

インストールプログラムが自動的に起動し、メインメニュー画面が表示
されます。

CD-ROM 挿入時に自動再生ダイアログが表示されるので、
「AutoRun.exe の実行」をクリックしてください。

インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、CD-ROM 内
の「AutoRun.exe」アイコンをダブルクリックしてください。

4 インストールプログラムを終了します。

5［スタート］をクリックして、「ネットワーク」をクリックします。

「ネットワーク」ウィンドウが開き、接続されている PC とデバイスが検
索されます。
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6 本機のデバイス名を選択し、ツールバーの「インストール」をクリック
します。

7「ドライバソフトウェアを検索してインストールします（推奨）」をク
リックします。
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8 Windows Vista をご使用の場合は、手順 9 へすすんでください。

Windows Server 2008 をご使用の場合は、「オンラインで検索しません」
をクリックしてください。

9「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します（上級）」
をクリックします。
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10［参照］をクリックします。

11 CD-ROM 内のプリンタードライバーファイルがあるフォルダー
（例：Drivers\Windows\color\Drivers\Win_x86\PS\japanese）を指定し
て、［OK］をクリックします。

12［次へ］をクリックします。
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13［閉じる］をクリックします。
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「プリンタの追加」ウィザードからのインストール

Windows Vista/Server 2008 の場合は、本機を接続してからでもプリンター
ドライバーをインストールできます。

Windows 7/Server 2008 R2 の場合は、接続したあとにインストール
ディスクを指定する画面が表示されません。「ネットワークウィンド
ウからプリンタードライバーを認識させる」（p.153）方法で接続し
てください。

1［スタート］メニューから「コントロールパネル」－「ネットワークと
インターネット」を開き、「ファイルの共有の設定」を選びます。

2「ネットワーク探索」が有効になっていることを確認します。

3 Printer Driver CD-ROM を CD-ROM/DVD ドライブに入れます。

インストールプログラムが自動的に起動し、メインメニュー画面が表示
されます。

CD-ROM 挿入時に自動再生ダイアログが表示されるので、
「AutoRun.exe の実行」をクリックしてください。

インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、CD-ROM 内
の「AutoRun.exe」アイコンをダブルクリックしてください。

4 インストールプログラムを終了します。

5［スタート］メニューから、［コントロールパネル］－［ハードウェアと
サウンド］を開き、［プリンタ］を選びます。

6「プリンタのインストール」をクリックします。

7「ローカルプリンタを追加します」をクリックします。
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8「新しいポートの作成」にチェックをつけ、「Standard TCP/IP Port」を
選択して、［次へ］をクリックします。

9 デバイスの種類より「Web サービスデバイス」を選択し、プリンタの IP
アドレスを入力して、［次へ］をクリックします。
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10「ドライバソフトウェアを検索してインストールします（推奨）」をク
リックします。

11 Windows Vista をご使用の場合は、手順 12 へすすんでください。

Windows Server 2008 をご使用の場合は、「オンラインで検索しません」
をクリックしてください。
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12「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します（上級）」
をクリックします。
ネットワーク印刷 163



13［参照］をクリックします。

14 CD-ROM 内のプリンタードライバーファイルがあるフォルダー
（例：Drivers\Windows\color\Drivers\Win_x86\PS\japanese）を指定し
て、［OK］をクリックします。

15［次へ］をクリックします。
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16［閉じる］をクリックします。

17 必要に応じてプリンター名を変更し、［次へ］をクリックします。
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18 プリンターを共有するかどうかを設定し、［次へ］をクリックします。

19［完了］をクリックします。

接続後にドライバーを更新する

Windows 7/Server 2008 R2 でプリンタードライバーを先にインストールせ
ずに本機を接続した場合、プリンタードライバーが正しく認識されません。
この場合は、［ドライバーの更新 ...］が必要です。

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

インストールプログラムが自動的に起動し、メインメニュー画面が表示
されます。

CD-ROM 挿入時に自動再生ダイアログが表示されるので、
「AutoRun.exe の実行」をクリックしてください。
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インストールプログラムが自動的に起動しない場合は、CD-ROM 内
の「AutoRun.exe」アイコンをダブルクリックしてください。

2 インストールプログラムを終了します。

3［スタート］メニューから［コントロール パネル］－［ハードウェアと
サウンド］－［デバイスとプリンターの表示］をクリックし、［デバイ
スとプリンター］ウィンドウを開きます。

［コントロール パネル］がアイコン表示になっている場合は、［デバ
イスとプリンター］をダブルクリックします。

4［未指定］カテゴリに表示されている本機のデバイス名を右クリックし、
［プロパティ］をクリックします。

本機のデバイス名でなく［不明なデバイス（Unknown Device）］と
表示されているときは、右クリックでデバイスを削除してから、プ
リンタードライバーをインストールしてください。本機との接続は、
「ネットワークウィンドウからプリンタードライバーを認識させる」
（p.153）方法で接続してください。

5［ハードウェア］タブの［プロパティ］をクリックします。

6［全般］タブの［設定の変更］をクリックします。

7［ドライバー］タブの［ドライバーの更新 ...］をクリックします。

8 ドライバーソフトウェアの検索方法を選択する画面で［コンピューター
を参照してドライバーソフトウェアを検索します］をクリックします。

9［参照 ...］ をクリックします。

10 CD-ROM 内のプリンタードライバーファイルがあるフォルダー（例：
Drivers\Windows\color\Drivers\Win_x86\PS\japanese）を指定して、
［OK］をクリックします。

11［次へ］をクリックします。

12 画面の指示にしたがって操作します。
［Windows セキュリティ］の発行元検証に関する画面が表示されると
きは、［このドライバー ソフトウェアをインストールします］をク
リックします。

13［閉じる］をクリックします。

14 インストール終了後、インストールしたプリンターアイコンが［デバイ
スとプリンター］ウィンドウに表示されていることを確認します。

15 CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出します。

これで、プリンタードライバーの更新が完了しました。

Windows Vista/Server 2008 でも、［ドライバの更新 ...］を利用できま
す。Windows Vista/Server 2008 の場合は、［デバイスマネージャ］
で［ほかのデバイス］に表示されている本機の［プロパティ］を開
くと、［ドライバの更新 ...］が指定できます。

［デバイスマネージャ］は、［コンピュータ］を右クリックして［プ
ロパティ］をクリックし、表示される［タスク］で選択できます。
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サーバーとクライアント OS のビット数が異なる場合の対応

プリントサーバーで Windows Server 2008/Server 2008 R2 が稼動していて、
かつ、プリントサーバーとクライアントコンピューターで稼動している OS
のビット数が異なる場合、プリントサーバーに追加ドライバーを正しくイン
ストールできないことがあります。
この問題は、プリントサーバーに追加ドライバーをインストールするとき
に、異なるビット数の OS のセットアップ情報ファイル（ntprint.inf）を指
定することで、解決できます。
ここでは、プリントサーバーとは別のコンピューターにあるセットアップ情
報ファイルを指定して、追加ドライバーをインストールする方法を説明しま
す。

あらかじめ、プリントサーバーとは別のクライアントコンピュー
ターを設定のために準備して、プリントサーバーとは違うビット数
の OS をインストールしてください。

プリントサーバー側で、クライアントコンピューターのシステムド
ライブを、ネットワークドライブとして割り当てます。あらかじめ、
割り当てるドライブを共有するよう設定する必要があります。

追加ドライバーのインストール方法

ここでは、例として、プリントサーバー Windows Server 2008（64 ビット）
に、クライアントコンピューター Windows Vista (32 ビット）をインストー
ルした場合の操作について説明します。

32ビットのサーバーOSに64ビットのPostScriptドライバーを追加イ
ンストールする場合は、以下の手順において「64 ビット」と「32
ビット」をそれぞれ読み替えてください。

1 クライアントコンピューター (32 ビット ) の、OS がインストールされて
いるドライブ（通常は C ドライブ）を一時的に共有するよう設定しま
す。
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2「ツール」－「ネットワークドライブの割り当て」の手順で、手順 1 で共
有した、クライアントコンピューターのドライブ（例：「C」）を、ネッ
トワークドライブ（例：「z」）として割り当てます。

3［参照］をクリックし、クライアントコンピューター（32 ビット）の共
有設定したドライブを指定します。

4［完了］をクリックします。
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5 プリントサーバー（64 ビット）に、64 ビットの PS ドライバーをインス
トールします。

プリンタードライバーのインストールについて詳しくは「インスト
レーションガイド」（Utilities and Documentation CD-ROM 内の PDF
マニュアル）をごらんください。

6 インストールしたプリンターアイコンを右クリックし、「プロパティ」
をクリックします。

プリンターのプロパティ画面が表示されます。
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7「共有」タブを選択し、「このプリンタを共有する」にチェックをつけま
す。

8［追加ドライバ］をクリックします。

追加ドライバ画面が表示されます。

9「プロセッサ」列の「x86」にチェックをつけ、［OK］をクリックしま
す。

10 セットアップ情報ファイルを要求する画面が表示されます。

11［参照］をクリックし、32 ビットのプリンタードライバーのあるフォル
ダーもしくは、Driver CD-ROM 内のプリンタードライバーがあるフォル
ダー（例：Drivers\Windows\color\Drivers\Win_x86\PS\japanese）を
指定します。
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12 プリンタードライバーにある inf ファイルを指定し、［開く］をクリック
します。

13［OK］をクリックします。

14 コンポーネントをインストールする画面が表示されるので、［参照］ボ
タンをクリックします。
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15 ネットワークドライブを割り当てたクライアントコンピューターにあ
る、セットアップ情報ファイル (ntprint.inf) を指定します。

－以下のファイルを指定します。
「z:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\ntprint.inf_xxx」

－上記のパスで、「z」は割り当てたネットワークドライブです。また、
後の「_xxx」は、ドライバーのバージョンによって異なるかもしれま

せん。

お使いのクライアントコンピューターによっては、セットアップ
情報ファイルが格納されている場所が異なる場合があります。
「ntprint.inf」と同じ階層に「amd64」というフォルダーが存在す
る場合、そのフォルダーの中の 64 ビット OS 用のセットアップ
情報ファイルを指定してください。また、32 ビット用 OS のド
ライバーを追加インストールする場合は、「ntprint.inf」と同じ階
層に「i386」というフォルダーがあるセットアップ情報ファイル
を指定してください。
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16 ntprint.inf ファイルを指定し、［開く］をクリックします。

17［OK］をクリックします。

18 インストールが完了するとプリンタードライバーのプロパティ画面が表
示されますので［閉じる］をクリックします。

これで、32 ビット OS 用のドライバーの追加インストールが完了しまし
た。
ネットワーク印刷174



トラブルシューティング

症状 対応処置

サーバーが Windows 
Server 2003/Server 2008/
Server 2008 R2 で、

クライアントが Windows 
2000/XP/Vista/7 のとき、

ポイントアンドプリントで
クライアント側の一部の機
能が使えない。

クライアント側に直接プリンタードライバー
をインストールしてください。
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6PageScope
Web Connection

の使い方



PageScope Web Connection について
PageScope Web Connection は、プ
リンターに内蔵されている HTTP
（Hyper-Text Transfer Protocol）ベー
スの Web ページで、Web ブラウ
ザーを使用してアクセスすることが
できます。

PageScope Web Connection を使用
すると、プリンターのステータス
（状況）や、プリンターで頻繁に使
用する設定内容をすぐに確認するこ
とができます。どなたでも Web ブ
ラウザーを使用してネットワーク上
のプリンターにアクセスすることが
できます。また、パスワードを正し
く入力すれば、そのコンピューター
上でプリンターの設定を変更するこ
とができます。

管理者からパスワードを知らされていないユーザーは、設定内容を
確認できますが、設定内容を変更できません。

表示言語

PageScope Web Connection 上で表示される言語は、システム－管理－言語
切り替えのページで設定できます。言語切り替えについて詳しくは、「言語
切り替え」（p.228）をごらんください。

ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ｼｽﾃﾑ－ｾｷｭﾘﾃｨ－ｾｷｭﾘﾃｨ ｾｯﾃｲ－ﾕｳｺｳに設定されている場
合、管理者パスワードを入力してから、「言語切り替え」のページを
表示できます。
PageScope Web Connection について178



動作環境

PageScope Web Connection を使用するには、以下の環境が必要です。

Windows 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2、
Mac OS X 10.2.8/10.3.9/10.4/10.5/10.6

Microsoft Internet Explorer バージョン 6.0 以降
Netscape Navigator バージョン 7.0 以降

インターネットへ接続する必要はありません。

お使いのコンピューターにTCP/IP接続ソフトウェアがインストールされ
ていること（PageScope Web Connection で使用されます）

お使いのコンピューターとプリンターの両方がネットワークに接続され
ていること

ローカル接続（USB 接続）の場合は、PageScope Web 
Connection にアクセスできません。

Windows Server 2008/Server 2008 R2 で接続の場合

Windows Server 2008/Server 2008 R2 をお使いの場合、PageScope Web 
Connection の表示において、「システム」タブのみ表示され、「ジョブ」、
「印刷」、「ネットワーク」 のタブが表示されない場合があります。その場合、
JAVA をインストールし、以下の手順でセキュリティ設定を行う必要があり
ます。

インターネットエクスプローラーのすべての画面を閉じてください。

1［スタート］をクリックします。

2「管理ツール」から「サーバーマネージャ」を選択します。

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

3 サーバーマネージャ画面の「セキュリティ情報」から、「IE ESC の構成」
を選択します。

4 管理者とユーザーを「オフ」に設定します。

5［OK］をクリックします。 
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プリンター内蔵 Web ページの設定
プリンター内蔵 Web ページをネットワーク上で動作させるためには、以下
の 2 つの設定が必要です。

プリンターの名前とアドレスを設定します。

Web ブラウザー上で「プロキシなし」の設定を行います。

プリンター名の設定

プリンターの内蔵 Web ページには、以下の 2 種類の方法でアクセスできま
す。

ネットワークが WINS をサポートしている場合は、WINS 経由でプリンター
名を指定することもできます。

プリンターに割り当てられた名前を使用する

プリンター名はコンピューター内の IP ホストテーブル（ファイル名は
“hosts”）で設定されており、通常システム管理者によって割り当てられ
ます（例：magicolor 1650EN）。IP アドレスよりもプリンター名を使用
する方が扱いやすい場合もあります。

コンピューター内のホストテーブルファイルの場所
Windows XP/Vista/7/2000 Server/Server 2003/Server 2008/
Server 2008 R2
\windows\system32\drivers\etc\hosts

Windows 2000
\winnt\system32\drivers\etc\hosts

プリンターの IP アドレスを使用する

プリンターの IP アドレスは固有の番号であるため、特にネットワーク
上で多くのプリンターが動作している場合は、入力する値として識別し
やすい必要があります。プリンターの IP アドレスは、設定リストペー
ジに記載されています。

プリンターの設定メニュー内の設定リストページの場所
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ｲﾝｻﾂ－ｾｯﾃｲﾘｽﾄ
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Web ブラウザの設定

プリンターはイントラネット上にあり、ネットワークのファイアウォールを
越えてはアクセスできないため、お使いの Web ブラウザで正しく設定を行
う必要があります。Web ブラウザの設定画面の「プロキシなし」のリスト
にプリンターの名前または IP アドレスを追加する必要があります。

この操作は一度だけ行えば、それ以降は設定の必要ありません。

以下に記載しているサンプル画面は、ソフトウェアのバージョンや使用して
いる OS によって異なる場合があります。

ここでの例では、プリンターの IP アドレスの部分を
「xxx.xxx.xxx.xxx」と表しています。必ず上位桁の 0 を入れずにお使
いのプリンターの IP アドレスを入力してください。例えば、
192.168.001.002 の場合は 192.168.1.2 として入力します。

Internet Explorer（Windows 版バージョン 6.0）
1 Internet Explorer を起動しま

す。

2「ツール」メニューから「イ
ンターネット オプション」
を選択します。

3 画面の「接続」タブをク
リックします。

4［LAN の設定］ボタンをク
リックして、ローカル エリ
ア ネットワーク（LAN）の
設定画面を表示します。

5 プロキシ サーバー内の［詳
細設定］ボタンをクリックして、プロキシの設定画面を表示します。

6 必要に応じて「例外」テキストボックスにお使いのプリンターの名前ま
たは IP アドレスを入力します。

7［OK］を 3 回クリックして、Web ブラウザーのメインウィンドウに戻り
ます。

8 URL 入力ボックスにプリンターの IP アドレスを入力して、プリンターの
Web ページにアクセスします。
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Netscape Navigator（バージョン 7.1）
1 Netscape Navigatorを起動し

ます。

2「編集」メニューから「設
定」を選択します。

3 画面の左側の欄から「詳細
／プロキシ」ディレクトリ
を選択します。

4「手動でプロキシを設定す
る」を選択します。

5「プロキシなし」テキスト
ボックスに、 後のエント
リの後にコンマを入力して
から、お使いのプリンターの名前または IP アドレスを入力します。

6［OK］をクリックして、Web ブラウザーのメインウィンドウに戻りま
す。

7 URL 入力ボックスにプリンターの名前または IP アドレスを入力して、プ
リンターの Web ページにアクセスします。
プリンター内蔵 Web ページの設定182



PageScope Web Connection ウィンドウにつ
いて

以下の画面図では、PageScope Web Connection ウィンドウ内をナビゲー
ションエリアと設定エリアに分けて説明しています。

操作方法

メインタブとサブメニューを選択すると、選択した設定項目が設定エリアに
表示されます。

現在の設定を変更する場合は、現在設定されている値をクリックし、項目の
選択や新しい値の入力を行います。

設定変更の適用、保存を行うためには、管理者モードでログインす
る必要があります。（「ログインの方法」（p.185）を参照してくださ
い。）

プリンター名メインタブの
切り替え

サブメニュー
の切り替え

設定エリア

KONICA MINOLTA
の Web サイトへの
リンク

ステータス表示

現在のモー
ドからログ
アウトする

PageScope Web 
Connection の
バージョンを表示
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ステータス表示

プリンターの現在の状態（ステータス）は、PageScope Web Connection
ウィンドウの上部に常に表示されます。以下のアイコンによって、ステータ
スの種類を表します。

アイコン ステータス 説明 例

レディ プリンターがオンラ
イン状態で、印刷可
能状態または印刷中
です。

ｲﾝｻﾂｶﾉｳ
ｲﾝｻﾂﾁｭｳ 1/1

警告 プリンターに注意が
必要ですが、印刷は
続行可能です。

ｲｴﾛｰ ﾄﾅｰ ﾛｰ

エラー 次に印刷を行う前に
注意が必要です。

ｲｴﾛｰ ﾄﾅｰ ﾅｼ
ｶﾐﾂﾞﾏﾘ ﾃｲﾁｬｸ ﾕﾆｯﾄ

トラブル プリンターを再起動
する必要がありま
す。再起動してもエ
ラーが消えない場合
は、修理が必要で
す。

ｻｰﾋﾞｽｺｰﾙ XXX
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ログインの方法

ログイン画面

PageScope Web Connection でセキュリティの設定を行うことができます。
セキュリティ設定を行うと、管理者モードもしくはユーザーモードでログイ
ンしなければなりません。

パブリックユーザーモード

セキュリティ設定が有効の場合、パブリックユーザーモードでは、設定内容
を確認できますが、設定内容の変更はできません。

セキュリティ設定が無効の場合、パブリックユーザーモードでは
ユーザーモードと管理者モードとで同じ操作ができます。

ユーザーモード

PageScope Web Connection 上で設定を変更する場合は、まずユーザーモー
ドにログインする必要があります。

1 テキストボックスにユーザーパスワードを入力します。

パスワードの初期設定は「1」ですが、管理者モードでログイン
後、システム－管理－セキュリティでパスワードを変更すること
ができます。

2［ログイン］ボタンをクリックします。
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管理者モード

管理者モードでは、管理設定とネットワーク設定を変更することができま
す。

1 テキストボックスに管理者パスワードを入力します。

パスワードの初期設定はプリンターのシリアル番号の後半 4 桁で
す。管理者モードでログイン後、システム－管理－セキュリティ
でパスワードを変更することができます。

2［ログイン］ボタンをクリックします。
ログインの方法186



プリンターの設定（ユーザーモード）

システム画面

システム画面では、プリンターのステータス（状態）、現在のシステム構成、
プリンター名、他の設定画面へリンクされたタブやメニューが表示されま
す。
プリンターの設定（ユーザーモード） 187



概要（前ページ画面）

システム ― 概要画面では、以下の項目を確認できます。

項目 説明

プリンタ名 本機のプリンタ名が表示されます。

システムリリース リリースされたシステムコードのバージョンが表
示されます。

IP アドレス 本機の IP アドレスが表示されます。

IPv6 ローカルリンクア

ドレス

イーサネットインターフェースの IPv6 ローカルリ

ンクアドレスを表示します。

IPv6 グローバルアドレ

ス

イーサネットインターフェースの IPv6 グローバル

アドレスを表示します。

メモリ容量 本機にインストールされたメモリの容量が表示さ
れます。

両面ユニット オプションの両面ユニットが装着されているかど
うかが表示されます。

リアルタイムクロック リアルタイムクロックが装着されているかどうか
が表示されます。

トレイ 2 オプションのトレイ 2 が装着されているかどうか

が表示されます。

印刷品質 現在の印刷品質の設定が表示されます。

［ログアウト］ボタン このボタンをクリックすると、ユーザーモードか
らログアウトできます。
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オペレーター設定

用紙設定

システム ― オペレーター設定 ― 用紙設定画面では、以下の項目を設定でき
ます。

項目 説明

トレイ 1 切り替えモー

ド

トレイ１の設定をプリンタードライバーで行うか
( 自動 )、操作パネルで行うか（トレイ優先）を選

択します。
設定値：自動、トレイ優先
初期値：自動
同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ﾖｳｼ－ｷｭｳｼ ﾄﾚｲ－ﾄﾚｲ 1 ｷﾘｶｴ ﾓｰﾄﾞ
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トレイ 1 用紙のサイ
ズ

トレイ 1 にセットする用紙のサイズを設定します。

設定値：レター、リーガル、エグゼクティブ、A4、
A5、B5、B5(ISO)、G. レター、ステート

メント、Folio、UK クオート、Foolscap、
G. リーガル、ヨウケイ 2、フウトウ DL、
ハガキ、カイ 16、カイ 32、16K、SP 
Folio、Oficio、カスタム

初期値：A4
同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ﾖｳｼ－ｷｭｳｼ ﾄﾚｲ－ﾄﾚｲ 1 －ﾖｳｼ ﾉ ｻｲｽﾞ

用紙の種類 トレイ１にセットする用紙の種類を設定します。
設定値：普通紙、ラベル紙、レターヘッド、封筒、

ハガキ、厚紙 1、厚紙 2
初期値：普通紙
同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ﾖｳｼ－ｷｭｳｼ ﾄﾚｲ－ﾄﾚｲ 1 －ﾖｳｼ ﾉ ｼｭﾙｲ

トレイ 2 用紙のサイ
ズ

トレイ 2 にセットする用紙のサイズを設定します。

設定値：A4、レター

初期値：A4
同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ﾖｳｼ－ｷｭｳｼ ﾄﾚｲ－ﾄﾚｲ 2 －ﾖｳｼ ﾉ ｻｲｽﾞ

このメニューは、オプションの給紙ユニット
が装着されている場合のみ表示されます。

両面印刷モード 両面印刷の設定を行います。

「オフ」が選択されている場合、片面印刷されま
す。
「長辺綴」が選択されている場合、長辺綴じで両面
印刷されます。
「短辺綴」が選択されている場合、短辺綴じで両面
印刷されます。
設定値：オフ、長辺綴、短辺綴
初期値：オフ
同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ﾖｳｼ－ﾘｮｳﾒﾝｲﾝｻﾂ

この項目は、オプションの両面ユニットが装
着されている場合のみ表示されます。

項目 説明
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印刷方向 印刷方向を縦向きか横向きか設定します。
設定値：縦、横
初期値：縦
同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ﾖｳｼ－ﾖｳｼﾎｳｺｳ

ページリカバリー 印刷途中で紙づまりが発生したとき、紙づまりを
処理した後、印刷されていないページを再印刷す
るか設定します。
設定値： オン、オフ
初期値： オン
同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ﾖｳｼ－ﾍﾟｰｼﾞﾘｶﾊﾞﾘｰ

トレイ切り替え 給紙トレイの用紙がなくなった場合、自動的に同
じサイズの用紙がセットされているトレイに切り
替えて印刷を続行するか設定します。
設定値：はい、いいえ
初期値：はい
同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ﾖｳｼ－ｷｭｳｼ ﾄﾚｲ－ﾄﾚｲ ｷﾘｶｴ

このメニューは、オプションの給紙ユニット
が装着されている場合のみ表示されます。

自動継続 プリントジョブの用紙サイズ・種類と指定した給
紙トレイの用紙サイズ・種類が異なる場合、印刷
を継続するかどうかを設定します。
設定値：オフ、オン
初期値：オフ
同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ﾖｳｼ－ｷｭｳｼ ﾄﾚｲ－ｼﾞﾄﾞｳ ｹｲｿﾞｸ

カスタム用
紙サイズ

幅 「用紙サイズ」をカスタムに設定した場合、カスタ
ム用紙の幅を設定します。
範囲： 92 ～ 216 mm
初期値： 92 mm
同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ﾖｳｼ－ｷｭｳｼ ﾄﾚｲ－ｶｽﾀﾑｻｲｽﾞ－ﾊﾊﾞ (mm)

高さ 「用紙サイズ」をカスタムに設定した場合、カスタ
ム用紙の長さを設定します。
範囲
普通紙： 195 ～ 356 mm
厚紙： 184 ～ 297 mm
同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ﾖｳｼ－ｷｭｳｼ ﾄﾚｲ－ｶｽﾀﾑｻｲｽﾞ－ﾀｶｻ (mm)

項目 説明
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［適用］ボタン この画面で行った設定を適用します。

［リセット］ボタン この画面で行った設定をリセットします。

［カスタム保存］ボタ
ン

現在の数値をカスタム設定として保存します。

［カスタム設定］ボタ
ン

すべての設定をカスタム設定値に変更します。

［初期設定］ボタン すべての設定を初期設定値にします。

項目 説明
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トレイマッピング

システム ― オペレーター設定 ―トレイマッピング画面では、以下の項目を
設定できます。

トレイマッピングページはオプションの給紙ユニットを装着してい
る場合のみ表示されます。

項目 説明

トレイマッピングモー
ド

トレイマッピング機能を使用するかしないかを設
定します。
設定値：オン、オフ
初期値：オン
同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ﾖｳｼ－ｷｭｳｼ ﾄﾚｲ－ﾄﾚｲ ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ－ﾓｰﾄﾞ

論理トレイ 0~9 他社のプリンタードライバーからプリンタージョ
ブを受信したときに、どの給紙トレイを使用して
印刷するかを設定します。

論理トレイ2の初期設定値は物理トレイ2です
が、その他の論理トレイの初期設定値は物理
トレイ 1 になります。

設定値： 物理トレイ 1、物理トレイ 2
同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ﾖｳｼ－ｷｭｳｼ ﾄﾚｲ－ﾄﾚｲ ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ－
ﾛﾝﾘ ﾄﾚｲ 0~9
プリンターの設定（ユーザーモード） 193



カラーと画質品質

システム ― オペレーター設定 ―カラーと画質品質画面では、以下の項目を
設定できます。

［適用］ボタン この画面で行った設定を適用します。

［リセット］ボタン この画面で行った設定をリセットします。

項目 説明

印刷品質 印刷の解像度を設定します。
設定値： 高品質、標準
初期値： 高品質
同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ｼｽﾃﾑ－ｲﾝｼﾞ ﾋﾝｼﾂ

カラーモード モノクロ印刷をするかカラー印刷をするかを設定
します。
設定値：カラー、モノクロ
同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ｼｽﾃﾑ－ｶﾗｰ ﾓｰﾄﾞ

項目 説明
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トナー出力動作 トナーがなくなった時に、本機がジョブを受け入
れ続けるか停止するかどうかを設定します。「継
続」を選択すると、トナーがなくなっても印刷を
続行できますが、印刷結果は保証されません。
設定値： 停止、継続
初期値： 停止
同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ﾋﾝｼﾂ－ﾄﾅｰｼｭﾂﾘｮｸﾄﾞｳｻ

トナー濃度調整 各色（シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック）
のトナー濃度を設定します。設定値が高いほど、
濃度が濃くなります。
範囲： 1 ～ 5
初期値： 3

［適用］ボタン この画面で行った設定を適用します。

［リセット］ボタン この画面で行った設定をリセットします。

［カスタム保存］ボタ
ン

現在の数値をカスタム設定として保存します。

［カスタム設定］ボタ
ン

すべての設定をカスタム設定値に変更します。

［初期設定］ボタン すべての設定を初期設定値にします。

項目 説明
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システムページ印刷

システム ― オペレーター設定 ―システムページ印刷画面では、システム
ページを印刷できます。

項目 説明

システムページ印刷 システムページを印刷します。印刷したいページ
を選択し、［適用］をクリックします。メッセージ
画面が現れたら、［OK］をクリックします。

同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ｲﾝｻﾂ

［リセット］をクリックすると、選択したリ
ストのチェックが解除されます。
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消耗品の状態

システム ― オペレーター設定 ― 消耗品の状態画面では、以下の情報を確認
できます。

画面に表示される消耗品の残業表示は、実際の使用量と完全に一致
するものではなく、あくまで目安の値です。

項目 説明

消耗品 プリンターの消耗品が表示されます。

パーセント残り 各消耗品の残りの寿命が表示されます。

トナーカートリッジ、イメージングカートリッ

ジ：％表示

種類 消耗品の種類が表示されます。

同梱トナー、標準、大容量
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オンラインヘルプ

システム ― オペレーター設定 ― オンラインヘルプ画面では、以下の項目を
設定できます。

項目 説明

お問い合わせ名 プリンターに関する問い合わせ先を設定します。
範囲： 半角 64 文字以内

初期値： KONICA MINOLTA Customer Support

お問い合わせ先情報 問い合わせ先の Web サイトの URL を設定します。

範囲： 半角 127 文字以内

初期値： http://printer.konicaminolta.com

プリンターヘルプ URL 製品情報が載っている Web サイトの URL を設定

します。
範囲： 半角 127 文字以内

初期値： http://printer.konicaminolta.com

コーポレート URL KONICA MINOLTA の Web サイトの URL を設定し

ます。
範囲： 半角 127 文字以内

初期値： http://printer.konicaminolta.com

消耗品及びアクセサ
リー

消耗品とアクセサリー（付属品）の発注先の Web
サイトの URL を設定します。

範囲： 半角 127 文字以内

初期値： http://www.q-shop.com

［適用］ボタン この画面で行った設定を適用します。

［リセット］ボタン この画面で行った設定変更をリセットします。
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設定ページ

システム ― オペレーター設定 ― 設定ページ画面では、以下の項目を確認で
きます。

項目 説明

プリンター情報 基本的なプリンターの情報が表示されます。

オプション プリンターのオプションとオプションの状態が表
示されます。

用紙設定 プリンターの用紙設定が表示されます。

プリンターインター
フェース

プリンターのインターフェースの情報が表示され
ます。
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統計ページ

システム ― オペレーター設定 ― 統計ページ画面では、以下の項目を確認で
きます。

項目 説明

消耗品の状態 各消耗品の状態が表示されます。

印刷枚数情報 用紙サイズごとの印刷枚数、用紙種類ごとの印刷
枚数が表示されます。

基準換算情報 基準換算カウントの合計、基準換算カバレッジが
表示されます。

A4サイズを1ページとして換算した場合の印
刷枚数が表示されます。
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ジョブ画面

ジョブ画面では、現在処理されているプリントジョブの状況を確認できま
す。

ジョブリスト（上記画面）

ジョブ ― ジョブリスト画面では、 大 49 個のプリントジョブの以下の項
目を確認できます。

項目 説明

ジョブ ID プリントジョブの ID 番号が表示されます。プリン

ターに送られたすべてのプリントジョブには、固
有の ID 番号が割り当てられます。

状態 プリントジョブの現在の状況が表示されます。

所有者 プリントジョブの所有者がわかる場合は、所有者
名が表示されます。

タイトル プリントジョブのジョブ名が表示されます。

インターフェイス プリントジョブを取り込んだインターフェイスが
表示されます。

USB、ETHERNET、DIRECT PRINT、IPP、
INTERNAL

ページ / シート プリントジョブで印刷されるページ数が表示され
ます。
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ダイレクト印刷

ジョブ－ダイレクト印刷画面では、アプリケーションを起動せずに、直接プ
リンターからファイルを印刷できます。

ダイレクト印刷では、PS、PCL、テキスト、TIFF、JPEG 形式の
ファイルが印刷できます。

項目 説明

ファイル名 印刷するファイルの場所を指定します。

［参照］ボタン クリックすると、印刷するファイルを参照するダ
イアログボックスを表示します。

［適用］ボタン この画面で指定したジョブをプリンタへ送信しま
す。
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プリンタにダウンロード

ジョブ ― プリンタにダウンロード画面では、以下の項目を設定できます。

項目 説明

エミュレーション プリンターのエミュレーションを指定します。
設定値：PostScript、PCL5
初期値：PostScript

「PCL5」を選択した場合、テキストボックス
に PCL ID を指定します。

ファイルの種類 プリンターにダウンロードするファイルタイプを
指定します。
設定値：フォント、プロファイル、フォーム、

シンボルセット、マクロ
初期値：フォント
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アクション 選択したファイルタイプをダウンロードするか削
除するかを指定します。
設定値：ダウンロード、削除
初期値：ダウンロード

エミュレーションで「PostScript」を選択し
た場合、「削除」を選択すると「削除する
ファイル名」テキストボックスが表示されま
す。テキストボックスに削除するファイル名
を指定します。

ロケーション ダウンロード先を指定します。
設定値；フラッシュ、メモリ
初期値：フラッシュ

空き フラッシュとメモリの空き容量を表示します。

［適用］ボタン この画面で行った設定を適用します。

項目 説明
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プリンタにダウンロード（ファイル指定）

ジョブ－プリンタにダウンロード画面（ファイル指定）では、以下の項目を
設定できます。

項目 説明

ファイル名 ダウンロードするファイルを指定します。

［参照］ボタン クリックすると、ダウンロードするファイルを参
照するダイアログボックスを表示します。

［適用］ボタン この画面で指定したファイルをプリンタにダウン
ロードします。
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印刷

印刷画面では、プリンターの設定に関するより詳細な情報を確認できます。

ローカルインターフェース

USB（上記画面）

印刷 ― ローカルインターフェース ― USB では、以下の項目を設定できま
す。

項目 説明

USB 有効 USB ポートを利用するかどうかを設定します。選

択しない場合、USB を通して印刷することができ

ません。
初期値：  （チェック済み）

同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰー ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ ー USB ー ﾕｳｺｳ

ジョブタイムアウト 受信タイムアウト（秒）を設定します。
範囲： 0 - 999 秒

初期値： 60 秒

同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰー ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ ー USB ー IO ﾀｲﾑｱｳﾄ

［適用］ボタン この画面で行った設定を適用します。

［リセット］ボタン この画面で行った設定変更をリセットして、前回
の設定値に戻します。
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デフォルト設定

一般

印刷 ― デフォルト設定 ― 一般画面では、以下の項目を設定できます。

項目 説明

デフォルトエミュレー
ション

エミュレーションが識別できない印刷ジョブの場
合は、デフォルトエミュレーションで設定された
エミュレーションが割り当てられます。
設定値： 自動、ポストスクリプト、PCL5、PCL 

XL、ヘキサダンプ

初期値： 自動

同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰー ｼｽﾃﾑ ー ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝ ｾｯﾃｲ ー ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝ 
ｾﾝﾀｸ

デフォルト自動判別 デフォルトエミュレーションで「自動」が選択さ
れた場合、プリンターは印刷ジョブに適したエ
ミュレーションを割り当てます。プリンターが自
動で割り当てができない場合、この設定のエミュ
レーションが割り当てられます。
設定値： PCL5、ポストスクリプト

初期値： PCL5
同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰー ｼｽﾃﾑ ー ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝ ｾｯﾃｲ ー ｼﾞﾄﾞｳ ｾﾝﾀｸ

［適用］ボタン この画面で行った設定を適用します。

［リセット］ボタン この画面で行った設定変更をリセットして、前回
の設定値に戻します。

［カスタム保存］ボタ
ン

現在の設定をカスタム設定として保存します。
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ポストスクリプト

印刷 ― デフォルト設定 ― ポストスクリプト画面では、以下の項目を設定で
きます。

［カスタム設定］ボタ
ン

すべての設定をカスタム設定値に変更します。

［初期設定］ボタン すべての設定を初期設定値に変更します。

項目 説明

PS エラーページ 印刷できなかった場合やエラーが発生した場合に、
エラーページを印刷するかどうか設定します。
設定値： オン、オフ

初期値： オン

同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰー ｼｽﾃﾑ ー ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝ ｾｯﾃｲ ー ﾎﾟｽﾄｽｸﾘﾌﾟﾄ 
- ｴﾗｰ ﾚﾎﾟｰﾄ

PS プロトコルイーサ

ネット

ポストスクリプトのジョブを受信するプロトコル
を設定します。
設定値： バイナリ、クオーテッドバイナリ

初期値： バイナリ

同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰー ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ ー ｲｰｻﾈｯﾄ ー PS ﾌﾟﾛﾄｺﾙ

［適用］ボタン この画面で行った設定を適用します。

［リセット］ボタン この画面で行った設定変更をリセットして、前回
の設定値に戻します。

［カスタム保存］ボタ
ン

現在の設定をカスタム設定として保存します。

項目 説明
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PCL

印刷 ― デフォルト設定 ― PCL 画面では、以下の項目を設定できます。

［カスタム設定］ボタ
ン

すべての設定をカスタム設定値に変更します。

［初期設定］ボタン すべての設定を初期設定値に変更します。

項目 説明

改行指定 PCL 言語での改行コードの定義を設定しま

す。
設定値： CR=CR LF=CRLF、CR=CR 

LF=LF、 CR=CRLF LF=LF、 
CR=CRLF LF=CRLF

初期値： CR=CR LF=CRLF
同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰー ｼｽﾃﾑ ー ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝ ｾｯﾃｲ ー 
PCL ー ｶｲｷﾞｮｳ ｼﾃｲ

項目 説明
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PCL フォント ピッチサイ
ズ

PCL 言語でのビットマップフォントサイズを

設定します。
範囲： 0.44 - 99.99
初期値： 10.00
同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰー ｼｽﾃﾑ ー ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝ ｾｯﾃｲ ー 
PCL ー ﾌｫﾝﾄ ー ﾋﾟｯﾁ

フォント番
号

PCL 言語でのデフォルトのフォントを設定し

ます。
範囲： 0 - 32767
初期値： 0
同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰー ｼｽﾃﾑ ー ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝ ｾｯﾃｲ ー 
PCL ー ﾌｫﾝﾄ ー ﾊﾞﾝｺﾞｳ

ポイント PCL 言語でのアウトラインフォントサイズを

設定します。
範囲： 4.00 - 999.75
初期値： 12.00
同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰー ｼｽﾃﾑ ー ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝ ｾｯﾃｲ ー 
PCL ー ﾌｫﾝﾄ ー ﾎﾟｲﾝﾄ

シンボル
セット

PCL 言語で使用するシンボルセットを設定し

ます。
初期値： PC8
同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰー ｼｽﾃﾑ ー ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝ ｾｯﾃｲ ー 
PCL ー ﾌｫﾝﾄ ー ｼﾝﾎﾞﾙｾｯﾄ

［適用］ボタン この画面で行った設定を適用します。

［リセット］ボタン この画面で行った設定変更をリセットして、
前回の設定値に戻します。

［カスタム保存］ボタン 現在の設定をカスタム設定として保存しま
す。

［カスタム設定］ボタン すべての設定をカスタム設定値に変更しま
す。

［初期設定］ボタン すべての設定を初期設定値に変更します。

項目 説明
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フォントリスト

PS フォント

印刷 ― フォントリスト ― PS フォント画面では、プリンターにインストー
ルされているポストスクリプトフォントリストが表示されます。

同機能のプリンター操作パネルのメニュー：

ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰー ｲﾝｻﾂ ー ﾌｫﾝﾄ ﾘｽﾄ ー ﾎﾟｽﾄｽｸﾘﾌﾟﾄ

PCL フォント

印刷 ― フォントリスト ― PCL フォント画面では、プリンターにインス
トールされている PCL フォントリストが表示されます。

同機能のプリンター操作パネルのメニュー：

ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰー ｲﾝｻﾂ ー ﾌｫﾝﾄ ﾘｽﾄ ー PCL
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ディレクトリリスト

フラッシュメモリー

印刷 ― ディレクトリリスト ― フラッシュメモリー画面では、プリンターの
フラッシュメモリーにインストールされているファイルのリストが表示され
ます。

同機能のプリンター操作パネルのメニュー：

ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰー ｲﾝｻﾂ ー ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ ﾘｽﾄ
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プリンターの設定（管理者モード）
PageScope Web Connection を使用して設定変更を行うためには、まず管理
者モードに入る必要があります。管理者モードにログインする方法について
は、「管理者モード」（p.186）を参照してください。

システム画面

システム画面では、ユーザー設定とプリンターに関する設定を行うことがで
きます。

概要（前ページ画面）

システム ― 概要画面では、以下の項目を確認できます。

項目 説明

プリンタ名 本機のプリンター名が表示されます。

システムリリース リリースされたシステムコードのバージョンが表
示されます。

IP アドレス 本機の IP アドレスが表示されます。

IPv6 ローカルリンクア

ドレス

イーサネットインターフェースの IPv6 ローカルリ

ンクアドレスを表示します。

IPv6 グローバルアドレ

ス

イーサネットインターフェースの IPv6 グローバル

アドレスを表示します。

メモリ容量 本機にインストールされたメモリの容量が表示さ
れます。
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オペレーター設定

用紙設定

両面ユニット オプションの両面ユニットが装着されているかど
うかが表示されます。

リアルタイムクロック リアルタイムクロックが装着されているかどうか
が表示されます。

トレイ 2 オプションのトレイ 2 が装着されているかどうか

が表示されます。

印刷品質 現在の印刷品質の設定が表示されます。

［ログアウト］ボタン このボタンをクリックすると、ユーザーモードか
らログアウトできます。

項目 説明
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システム ― オペレーター設定 ― 用紙設定画面では、以下の項目を設定でき
ます。

項目 説明

トレイ 1 切り替えモード トレイ１の設定をプリンタードライバーで行
うか ( 自動 )、操作パネルで行うか（トレイ

優先）を選択します。
設定値：自動、トレイ優先
初期値：自動
同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ﾖｳｼ－ｷｭｳｼ ﾄﾚｲ－ﾄﾚｲ 1 ｷﾘｶｴ ﾓｰﾄﾞ

トレイ 1 用紙のサイズ トレイ 1 にセットする用紙のサイズを設定し

ます。
設定値：レター、リーガル、エグゼクティ

ブ、A4、A5、B5、B5(ISO)、G. レ
ター、ステートメント、Folio、UK
クオート、Foolscap、G. リーガ

ル、ヨウケイ 2、フウトウ DL、ハ

ガキ、カイ 16、カイ 32、16K、
SP Folio、Oficio、カスタム

初期値：A4
同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ﾖｳｼ－ｷｭｳｼ ﾄﾚｲ－ﾄﾚｲ 1 －ﾖｳｼ ﾉ 

ｻｲｽﾞ

用紙の種類 トレイ１にセットする用紙の種類を設定しま
す。
設定値：普通紙、ラベル紙、レターヘッド、
封筒、ハガキ、厚紙 1、厚紙 2
初期値：普通紙
同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ﾖｳｼ－ｷｭｳｼ ﾄﾚｲ－ﾄﾚｲ 1 －ﾖｳｼ ﾉ 

ｼｭﾙｲ

トレイ 2 用紙のサイズ トレイ 2 にセットする用紙のサイズを設定し

ます。
設定値：A4、レター

初期値：A4
同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ﾖｳｼ－ｷｭｳｼ ﾄﾚｲ－ﾄﾚｲ 2 －ﾖｳｼ ﾉ 

ｻｲｽﾞ

このメニューは、オプションの給紙ユ
ニットが装着されている場合のみ表示
されます。
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両面印刷モード 両面印刷の設定を行います。
「オフ」が選択されている場合、片面印刷さ
れます。
「長辺綴」が選択されている場合、長辺綴じ
で両面印刷されます。
「短辺綴」が選択されている場合、短辺綴じ
で両面印刷されます。
設定値：オフ、長辺綴、短辺綴
初期値：オフ

同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ﾖｳｼ－ﾘｮｳﾒﾝｲﾝｻﾂ

この項目は、オプションの両面ユニッ
トが装着されている場合のみ表示され
ます。

印刷方向 印刷方向を縦向きか横向きか設定します。

設定値：縦、横
初期値：縦

同機能のプリンター操作パネルのメニュー：

ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ﾖｳｼ－ﾖｳｼﾎｳｺｳ

ページリカバリー 印刷途中で紙づまりが発生したとき、紙づま
りを処理した後、印刷されていないページを
再印刷するか設定します。
設定値： オン、オフ
初期値： オン
同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ﾖｳｼ－ﾍﾟｰｼﾞﾘｶﾊﾞﾘｰ

トレイ切り替え 指定した給紙トレイの用紙がなくなった場
合、自動的に同じサイズの用紙がセットされ
ているトレイに切り替えて印刷を続行するか
設定します。
設定値： はい、いいえ
初期値： はい
同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ﾖｳｼ－ｷｭｳｼ ﾄﾚｲ－ﾄﾚｲ ｷﾘｶｴ

このメニューは、オプションの給紙ユ
ニットが装着されている場合のみ表示
されます。

項目 説明
プリンターの設定（管理者モード）216



自動継続 プリントジョブの用紙サイズ・種類と指定し
た給紙トレイの用紙サイズ・種類が異なる場
合、印刷を継続するかどうかを設定します。
設定値： オフ、オン
初期値： オフ
同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ﾖｳｼ －ｷｭｳｼ ﾄﾚｲ－ｼﾞﾄﾞｳ ｹｲｿﾞｸ

カスタム用
紙サイズ

幅 「用紙サイズ」をカスタムに設定した場合、
カスタム用紙の幅を設定します。
範囲： 92 ～ 216 mm
初期値： 92 mm
同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ﾖｳｼ －ｷｭｳｼ ﾄﾚｲ－ｶｽﾀﾑｻｲｽﾞ－
ﾊﾊﾞ (mm)

高さ 「用紙サイズ」をカスタムに設定した場合、
カスタム用紙の長さを設定します。
範囲
普通紙： 195 ～ 356 mm
厚紙： 184 ～ 297 mm
同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ﾖｳｼ －ｷｭｳｼ ﾄﾚｲ－ｶｽﾀﾑｻｲｽﾞ－
ﾀｶｻ (mm)

［適用］ボタン この画面で行った設定を適用します。

［リセット］ボタン この画面で行った設定をリセットします。

［カスタム保存］ボタン 現在の数値をカスタム設定として保存しま
す。

［カスタム設定］ボタン すべての設定をカスタム設定値に変更しま
す。

［初期設定］ボタン すべての設定を初期設定値にします。

項目 説明
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トレイマッピング

システム ― オペレーター設定 ―トレイマッピング 画面では、以下の項目を
設定できます。

トレイマッピングページはオプションの給紙ユニットを装着してい
る場合のみ表示されます。

項目 説明

トレイマッピングモー
ド

トレイマッピング機能を使用するかしないかを設
定します。
設定値：オン、オフ
初期値：オン
同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ﾖｳｼ－ｷｭｳｼ ﾄﾚｲ－ﾄﾚｲ ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ－ﾓｰﾄﾞ
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カラーと画質品質

論理トレイ 0~9 他社のプリンタードライバーからプリンタージョ
ブを受信したときに、どの給紙トレイを使用して
印刷するかを設定します。

論理トレイ2の初期設定値は物理トレイ2です
が、その他の論理トレイの初期設定値は物理
トレイ 1 になります。

設定値：物理トレイ 1、物理トレイ 2
同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ﾖｳｼ－ｷｭｳｼ ﾄﾚｲ－ﾄﾚｲ ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ－ﾛﾝﾘ ﾄﾚｲ 
0~9

［適用］ボタン この画面で行った設定を適用します。

［リセット］ボタン この画面で行った設定をリセットします。

項目 説明
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システム ― オペレーター設定 ― カラーと画質品質画面では、以下の項目を
設定できます。

項目 説明

印刷品質 印刷の解像度を設定します。
設定値： 高品質、標準
初期値： 高品質
同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ｼｽﾃﾑ－ｲﾝｼﾞ ﾋﾝｼﾂ

カラーモード モノクロ印刷をするかカラー印刷をするかを設定
します。
設定値： カラー、モノクロ
同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ｼｽﾃﾑ－ｶﾗｰ ﾓｰﾄﾞ

トナー出力動作 トナーがなくなった時に、プリンターがジョブを
受け入れ続けるか停止するかどうかを設定します。
「継続」を選択すると、トナーがなくなっても印刷
を続行できますが、印刷結果は保証されません。
設定値： 停止、継続
初期値： 停止
同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ﾋﾝｼﾂ－ﾄﾅｰｼｭﾂﾘｮｸﾄﾞｳｻ

トナー濃度調整 各色（シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック）
のトナー濃度を設定します。設定値が高いほど、
濃度が濃くなります。
範囲： 1 ～ 5
初期値： 3

［適用］ボタン この画面で行った設定を適用します。

［リセット］ボタン この画面で行った設定をリセットします。

［カスタム保存］ボタ
ン

現在の数値をカスタム設定として保存します。

［カスタム設定］ボタ
ン

すべての設定をカスタム設定値に変更します。

［初期設定］ボタン すべての設定を初期設定値にします。
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システムページ印刷

システム ― オペレーター設定 ―システムページ印刷画面では、システム
ページを印刷できます。

項目 説明

システムページ印刷 システムページを印刷します。印刷したいページ
を選択し、［適用］をクリックします。メッセージ
画面が現れたら、［OK］をクリックします。

同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ｲﾝｻﾂ

［リセット］をクリックすると、選択したリ
ストのチェックが解除されます。
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消耗品の状態

システム ― オペレーター設定 ― 消耗品の状態画面では、以下の項目を確認
できます。

画面に表示される消耗品の残業表示は、実際の使用量と完全に一致
するものではなく、あくまで目安の値です。

項目 説明

消耗品 プリンターの消耗品が表示されます。

パーセント残り 各消耗品の残りの寿命が表示されます。

トナーカートリッジ、イメージングカートリッ

ジ：
％表示

種類 消耗品の種類が表示されます。

同梱トナー、標準、大容量
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オンラインヘルプ

システム ― オペレーター設定 ―オンラインヘルプ画面では、以下の項目を
設定できます。

項目 説明

お問い合わせ名 プリンターに関する問い合わせ先を設定します。
範囲： 半角 64 文字以内

初期値： KONICA MINOLTA Customer Support

お問い合わせ先情報 問い合わせ先の Web サイトの URL を設定します。

範囲： 半角 127 文字以内

初期値： http://printer.konicaminolta.com

プリンターヘルプ URL 製品情報が載っている Web サイトの URL を設定

します。
範囲： 半角 127 文字以内

初期値： http://printer.konicaminolta.com

コーポレート URL KONICA MINOLTA の Web サイトの URL を設定し

ます。
範囲： 半角 127 文字以内

初期値： http://printer.konicaminolta.com

消耗品及びアクセサ
リー

消耗品とアクセサリー（付属品）の発注先の Web
サイトの URL を設定します。

範囲： 半角 127 文字以内

初期値： http://www.q-shop.com
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設定ページ

システム－オペレーター設定－設定ページ画面では、以下の項目を確認でき
ます。

［適用］ボタン この画面で行った設定を適用します。

［リセット］ボタン この画面で行った設定変更をリセットします。

項目 説明

プリンター情報 基本的なプリンターの情報が表示されます。

オプション プリンターのオプションとオプションの状態が表
示されます。

用紙設定 プリンターの用紙設定が表示されます。

プリンターインター
フェース

プリンターのインターフェースの情報が表示され
ます。

項目 説明
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統計ページ

システム－オペレーター設定－統計ページ画面では、以下の項目を確認でき
ます。

項目 説明

消耗品の状態 各消耗品の状態が表示されます。

印刷枚数情報 用紙サイズごとの印刷枚数、用紙種類ごとの印刷
枚数が表示されます。

基準換算情報 基準換算カウントの合計、基準換算カバレッジが
表示されます。

A4サイズを1ページとして換算した場合の印
刷枚数が表示されます。
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管理

スタートオプション及びリセット

システム－管理－スタートオプション及びリセット画面では、以下の項目を
設定できます。

項目 説明

節電時間 プリンターを起動させたまま一定時間使用しない
場合、節電モードに移行するまでの時間を設定し
ます。
設定値： 15 分後、30 分後、1 時間後

初期値： 30 分後

同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ｼｽﾃﾑ－ｾﾂﾃﾞﾝﾓｰﾄﾞ

リセットプリンター プリンターを再起動します。

SNMP Console Display
を表示する

チェックをつけると、SNMP コンソールウィンド

ウに表示されます。
初期値：チェック済み
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プリンタ名 プリンター名を設定します。
範囲： 半角 127 文字以内

初期値： magicolor 1650 xxxxxx

xxxxxxには、MACアドレスの後半6桁が16進
数で表示されます。

スタートページ プリンターの電源を入れたときに、スタートペー
ジを印刷するかどうかを設定します。
設定値： はい、いいえ
初期値： いいえ
同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ｼｽﾃﾑ－ｽﾀｰﾄ ｵﾌﾟｼｮﾝ－ｽﾀｰﾄ ﾍﾟｰｼﾞ

リセット プリンターの設定をリセットします。
設定値： なし、初期設定、カスタム保存、カスタ

ム設定
初期値： なし
同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ｼｽﾃﾑ－ﾒﾆｭｰ ｾｯﾃｲｼｮｷｶ

［適用］ボタン この画面で行った設定を適用します。

［リセット］ボタン この画面で行った設定をリセットします。

項目 説明
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言語切り替え

システム－管理－言語切り換え画面では、以下の項目を設定できます。

項目 説明

操作パネルの言語 プリンター操作パネルの表示言語を設定します。
言語の選択欄では、それぞれの言語で表示されま
す。（「ドイツ語」の場合は「Deutsch」と表示され

ます）
設定値：英語、チェコ語、フランス語、ドイツ語、

イタリア語、ポルトガル語、スペイン語、
オランダ語、日本語（ニホンゴ）、ポーラ
ンド語

初期値：日本語（ニホンゴ）
同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ｹﾞﾝｺﾞ ｷﾘｶｴ

PSWC 言語 PageScope Web Connection の言語を設定します。

言語の選択欄では、それぞれの言語で表示されま
す。（「ドイツ語」の場合は「Deutsch」と表示され

ます）
設定値：英語、チェコ語、フランス語、ドイツ語、

イタリア語、ポルトガル語、スペイン語、
簡体中国語、繁体中国語、ロシア語、オ
ランダ語、日本語、ポーランド語

初期値：日本語

［適用］ボタン この画面で行った設定を適用します。

［リセット］ボタン この画面で行った設定をリセットします。
プリンターの設定（管理者モード）228



セキュリティ

システム－管理－セキュリティ画面では、以下の項目を設定できます。

項目 説明

セキュリティ有効 チェックをつけると、プリンターのセキュリ
ティ機能が有効になり、プリンターの設定を
変更するためのパスワードが必要になりま
す。
初期値：（チェックなし）
同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ｾｷｭﾘﾃｨ－ｾｷｭﾘﾃｨ ｾｯﾃｲ－ﾕｳｺｳ

ユーザパス
ワード

パスワード設定 プリンターのユーザパスワードを設定しま
す。
範囲： 半角 16 文字以内

初期値： 1
同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ｾｷｭﾘﾃｨ－ｾｷｭﾘﾃｨ ｾｯﾃｲ－
ﾕｰｻﾞﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ ｾｯﾃｲ

確認用パスワー
ド

確認用として、パスワード設定で設定したパ
スワードを再入力します。
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フラッシュメモリ操作

システム－管理－フラッシュメモリ操作画面では、以下の項目を設定できま
す。

管理者パス
ワード

パスワード設定 プリンターの管理者パスワードを設定しま
す。
範囲： 半角 16 文字以内

初期値：プリンターのシリアル番号の後半 4
桁
同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ｾｷｭﾘﾃｨ－ｾｷｭﾘﾃｨ ｾｯﾃｲ－
ｶﾝﾘｼｬﾊﾟｽﾜｰﾄﾞｾｯﾃｲ

確認用パスワー
ド

確認用として、パスワード設定で設定したパ
スワードを再入力します。

［適用］ボタン この画面で行った設定を適用します。

［リセット］ボタン この画面で行った設定をリセットします。

項目 説明

なし フラッシュメモリの操作がされません。

フラッシュメモリの消
去

プリンターのフラッシュメモリを消去します。

同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ｼｽﾃﾑ－ﾌｫｰﾏｯﾄ－ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘﾉｼｮｳｷｮ

［適用］ボタン この画面で行った設定を適用します。

［リセット］ボタン この画面で行った設定をリセットします。

項目 説明
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ジョブ画面

ジョブ画面では、現在処理されているプリントジョブの状況を確認できま
す。

ジョブリスト（上記画面）

ジョブ ― ジョブリスト画面では、 大 49 個のプリントジョブの以下の項
目を確認できます。

項目 説明

ジョブ ID プリントジョブの ID 番号が表示されます。プリン

ターに送られたすべてのプリントジョブには、固
有の ID 番号が割り当てられます。

所有者 プリントジョブの所有者がわかる場合は、所有者
名が表示されます。

タイトル プリントファイル名が表示されます。

状態 プリントジョブの現在の状況が表示されます。

インターフェイス プリントジョブを取り込んだインターフェイスが
表示されます。

USB、ETHERNET、DIRECT PRINT、IPP、
INTERNAL

ページ / シート プリントジョブで印刷されるページ数が表示され
ます。
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ダイレクト印刷

ジョブ－ダイレクト印刷画面では、アプリケーションを起動せずに、直接プ
リンターからファイルを印刷できます。

ダイレクト印刷では、PS、PCL、テキスト、TIFF、JPEG 形式の
ファイルが印刷できます。

項目 説明

ファイル名 印刷するファイルの場所を指定します。

［参照］ボタン クリックすると、印刷するファイルを参照するダ
イアログボックスを表示します。

［適用］ボタン この画面で指定したジョブをプリンタへ送信しま
す。
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プリンタにダウンロード

ジョブ ―プリンタにダウンロード画面では、以下の項目を設定できます。

項目 説明

エミュレーション プリンターのエミュレーションを指定します。
設定値： PostScript、PCL5
初期値： PostScript

「PCL5」を選択した場合、テキストボックス
に PCL ID を指定します。

ファイルの種類 プリンターにダウンロードするファイルタイプを
指定します。
設定値： フォント、プロファイル、フォーム、

シンボルセット、マクロ
初期値： フォント
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プリンタにダウンロード（ファイル指定）

ジョブ－プリンタにダウンロード画面（ファイル指定）では、以下の項目を
設定できます。

アクション 選択したファイルタイプをダウンロードするか削
除するかを指定します。
設定値： 削除、ダウンロード
初期値： ダウンロード

エミュレーションで「PostScript」を選択し
た場合、「削除」を選択すると「削除する
ファイル名」テキストボックスが表示されま
す。テキストボックスに削除するファイル名
を指定します。

ロケーション ダウンロード先を指定します。
設定値： フラッシュ、メモリ
初期値： フラッシュ

空き フラッシュとメモリの空き容量を表示します。

［適用］ボタン この画面で行った設定を適用します。

項目 説明

ファイル名 ダウンロードするファイルを指定します。

［参照］ボタン クリックすると、ダウンロードするファイルを参
照するダイアログボックスが表示されます。

［適用］ボタン この画面で指定したファイルをプリンタにダウン
ロードします。

項目 説明
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印刷

印刷画面では、より詳細なプリンターの設定を行うことができます。

ローカルインターフェース

USB（上記画面）

印刷 ― ローカルインターフェース―USB 画面では、以下の項目を設定でき
ます。

項目 説明

USB 有効 USB ポートを使用するかどうかを選択します。選

択しない場合、USB ポートを通じて印刷すること

ができません。
初期値：（チェック済み）
同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ－ USB －ﾕｳｺｳ

ジョブタイムアウト 受信タイムアウト（秒）を設定します。
範囲： 0 - 999 秒

初期値： 60 秒

同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ－ USB － IO ﾀｲﾑｱｳﾄ

［適用］ボタン この画面で行った設定を適用します。

［リセット］ボタン この画面で行った設定変更をリセットします。
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デフォルト設定

一般設定

印刷 ― デフォルト設定 ― 一般設定画面では、以下の項目を設定できます。

項目 説明

デフォルトエミュレー
ション

エミュレーションが識別できない印刷ジョブの場
合は、デフォルトエミュレーションで設定された
エミュレーションが割り当てられます。
設定値： 自動、ポストスクリプト、PCL5、

PCLXL、ヘキサダンプ

初期値： 自動
同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ｼｽﾃﾑ－ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝ ｾｯﾃｲ－ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝ ｾﾝﾀｸ

デフォルト自動判別 デフォルトエミュレーションで「自動」が選択さ
れた場合、プリンターは印刷ジョブに適したエ
ミュレーションを割り当てます。プリンターが自
動で割り当てができない場合、この設定のエミュ
レーションが割り当てられます。
設定値： PCL5、ポストスクリプト

初期値： PCL5
同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ｼｽﾃﾑ－ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝ ｾｯﾃｲ－ｼﾞﾄﾞｳ ｾﾝﾀｸ

［適用］ボタン この画面で行った設定を適用します。

［リセット］ボタン この画面で行った設定変更をリセットして、前回
の設定値に戻します。
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ポストスクリプト

印刷－デフォルト設定－ポストスクリプト画面では、以下の項目を設定でき
ます。

［カスタム保存］ボタ
ン

現在の設定をカスタム設定として保存します。

［カスタム設定］ボタ
ン

すべての設定をカスタム設定値に変更します。

［初期設定］ボタン すべての設定を初期設定値に変更します。

項目 説明

PS エラーページ 印刷できなかった場合やエラーが発生した場合に、
エラーページを印刷するかどうか設定します。
設定値： オン、オフ
初期値： オン
同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ｼｽﾃﾑ－ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝ ｾｯﾃｲ－ﾎﾟｽﾄｽｸﾘﾌﾟﾄ－ｴﾗｰ 
ﾚﾎﾟｰﾄ

PS プロトコルイーサ

ネット

ポストスクリプトのジョブを受信するプロトコル
を設定します。
設定値： バイナリ、クオーテッドバイナリ
初期値： バイナリ
同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ－ｲｰｻﾈｯﾄ－ PS ﾌﾟﾛﾄｺﾙ

［適用］ボタン この画面で行った設定を適用します。

項目 説明
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PCL

印刷－デフォルト設定－ PCL 画面では、以下の項目を設定できます。

［リセット］ボタン この画面で行った設定変更をリセットとして、前
回の設定値に戻します。

［カスタム保存］ボタ
ン

現在の設定をカスタム設定として保存します。

［カスタム設定］ボタ
ン

すべての設定をカスタム設定値に変更します。

［初期設定］ボタン すべての設定を初期設定値に変更します。

項目 説明

改行指定 PCL 言語での改行コードの定義を設定しま

す。
設定値： CR=CR LF=CRLF, CR=CR 

LF=LF, CR=CRLF LF=LF, 
CR=CRLF LF=CRLF

初期値： CR=CR LF=CRLF
同機能のプリンター操作パネルのメニュー
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ｼｽﾃﾑ－ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝ ｾｯﾃｲ－ PCL －

ｶｲｷﾞｮｳ ｼﾃｲ

項目 説明
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PCL フォント ピッチサイズ PCL 言語でのビットマップフォントサイズ

を設定します。
範囲： 0.44 - 99.99
初期値： 10.00
同機能のプリンター操作パネルのメニュー
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ｼｽﾃﾑ－ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝ ｾｯﾃｲ－ PCL －

ﾌｫﾝﾄ－ﾋﾟｯﾁ

フォント番号 PCL 言語でのデフォルトのフォントを設定

します。
範囲： 0 - 32767
初期値： 0
同機能のプリンター操作パネルのメニュー
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ｼｽﾃﾑ－ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝ ｾｯﾃｲ－ PCL －

ﾌｫﾝﾄ－ﾊﾞﾝｺﾞｳ

ポイント PCL 言語でのアウトラインフォントサイズ

を設定します。
範囲： 4.00 - 999.75
初期値： 12.00
同機能のプリンター操作パネルのメニュー
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ｼｽﾃﾑ－ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝ ｾｯﾃｲ－ PCL －

ﾌｫﾝﾄ－ﾎﾟｲﾝﾄ

シンボルセット PCL 言語で使用するシンボルセットを設定

します。
初期値： PC8
同機能のプリンター操作パネルのメニュー
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ｼｽﾃﾑ－ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝ ｾｯﾃｲ－ PCL －

ﾌｫﾝﾄ－ｼﾝﾎﾞﾙｾｯﾄ

［適用］ボタン この画面で行った設定を適用します。

［リセット］ボタン この画面で行った設定変更をリセットし
て、前回の設定値に戻します。

［カスタム保存］ボタン 現在の設定をカスタム設定として保存しま
す。

［カスタム設定］ボタン すべての設定をカスタム設定値に変更しま
す。

［初期設定］ボタン すべての設定を初期設定値に変更します。

項目 説明
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フォントリスト

PS フォント

印刷－フォントリスト－ PS フォント画面では、プリンターにインストール
されているポストスクリプトフォントリストが表示されます。

同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ﾌｫﾝﾄﾘｽﾄ－ﾎﾟｽﾄｽｸﾘﾌﾟﾄ
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PCL フォント

印刷－フォントリスト－ PCL フォント画面では、プリンターにインストー
ルされている PCL フォントリストが表示されます。

同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ｲﾝｻﾂ－ﾌｫﾝﾄ ﾘｽﾄ－ PCL
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ディレクトリリスト

フラッシュメモリー

印刷－ディレクトリリスト－フラッシュメモリー画面では、プリンターのフ
ラッシュメモリーにインストールされているファイルのリストが表示されま
す。

同機能のプリンター操作パネルのメニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ｲﾝｻﾂ－ ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ ﾘｽﾄ
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ネットワーク画面

ネットワーク画面では、ネットワークの設定を行うことができます。これら
のプロトコルの詳細については、第 5 章 “ ネットワーク印刷 ” を参照してくだ
さい。

TCP/IP（上記画面）

ネットワーク ― TCP/IP 画面では、以下の項目を設定できます。

項目 説明

イーサネット スピード イーサネットの動作モードを設定します。
設定値： 自動、10 FULL DUPLEX、10 
HALF DUPLEX、100 FULL DUPLEX、100 
HALF DUPLEX
初期値： 自動
同機能のプリンター操作パネルのメニュー
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ－ｲｰｻﾈｯﾄ－ｽﾋﾟｰﾄﾞ
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TCP/IP 有効 TCP/IP を有効にするかどうかを設定しま

す。
初期値： チェック済み
同機能のプリンター操作パネルのメ
ニュー：
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ ﾒﾆｭｰ－ｲｰｻﾈｯﾄ－ TCP/
IP －ﾕｳｺｳ

IPv4 設定 IP アドレス プリンターの IP アドレスを設定します。

初期値： 192.168.1.2
同機能のプリンター操作パネルのメニュー
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ－ｲｰｻﾈｯﾄ－ TCP/IP －

IPv4 － IP ｱﾄﾞﾚｽ

サブネットマス
ク

プリンターのサブネットマスクを設定しま
す。
初期値： 0.0.0.0
同機能のプリンター操作パネルのメニュー
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ－ｲｰｻﾈｯﾄ－ TCP/IP －

IPv4 －ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸ

ゲートウェイ プリンターのデフォルトゲートウェイを設
定します。
初期値： 0.0.0.0
同機能のプリンター操作パネルのメニュー
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ－ｲｰｻﾈｯﾄ－ TCP/IP －

IPv4 －ｹﾞｰﾄｳｪｲ

IPv4 自動設定

有効

IPv4 アドレスの自動割り当て方法を設定

します。
初期値： チェック済み

DHCP 有効 チェックをつけると、DHCP が有効になり

ます。

「IPv4 設定 - 自動 IP 有効」の設定が
「チェック済み」または「チェック
なし」いずれの場合でも有効です。

初期値：チェック済み
同機能のプリンター操作パネルのメ
ニュー
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ－ｲｰｻﾈｯﾄ－
TCP/IP － IPv4 － DHCP/BOOTP

項目 説明
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IPv4 設定 PING/ARP 有効 チェックをつけると、PING/ARP が有効に

なります。
初期値： チェック済み

自動 IP 有効 チェックをつけると、IP アドレスが自動で

割り当てられます。

「IPv4 設定 - DHCP 有効」のチェック
ボックスがチェック済みの場合に有
効です。

初期値：チェック済み
同機能のプリンター操作パネルのメニュー
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ－ｲｰｻﾈｯﾄ－ TCP/IP －

IPv4 －ｼﾞﾄﾞｳ IP ﾕｳｺｳ

DNS 設定 ホスト名 ホスト名を指定します。
設定値： 半角 63 文字以内

初期値： KMBTxxxxxx

xxxxxxにはMACアドレスの後半6桁
が 16 進数で表示されます。

ドメイン名自動
取得

チェックをつけると、自動的にドメイン名
を取得します。
初期値： チェック済み

ドメイン名 ドメイン名を指定します。
設定値： 半角 253 文字以内

初期値： 空白

DNS サーバ自

動取得

チェックをつけると、DNS サーバーアド

レスを DHCP サーバーなどから自動的に

取得する設定にします。
初期値： チェック済み

DNS サーバ DNS サーバーを設定します。 大 3 つま

で登録できます。
初期値： 0.0.0.0

IPv4または IPv6アドレスを設定でき
ます。

ダイナミック
DNS 有効

ダイナミック DNS を使用するかどうかを

設定します。
初期値：チェックなし

項目 説明
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IPv6 IPv6 有効 IPv6 を有効にするかどうかを設定します。

初期値： チェック済み
同機能のプリンター操作パネルのメニュー
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ－ｲｰｻﾈｯﾄ－ TCP/IP －

IPv6 －ﾕｳｺｳ

IPv6 ローカル

リンクアドレス

IPv6 リンクローカルアドレスが表示され

ます。
同機能のプリンター操作パネルのメニュー
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ－ｲｰｻﾈｯﾄ－ TCP/IP －

IPv6 －ｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾌｧｲﾔ

グローバルアド
レス自動設定有
効

IPv6 アドレスを自動的に取得するかどう

かを設定します。
初期値： チェック済み
同機能のプリンター操作パネルのメニュー
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ－ｲｰｻﾈｯﾄ－ TCP/IP －

IPv6 －ｼﾞﾄﾞｳｾｯﾃｲ ﾕｳｺｳ

IPv6 グローバ

ルアドレス

IPv6 グローバルアドレスを設定します。

範囲： 半角 43 文字以内

同機能のプリンター操作パネルのメニュー
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ－ｲｰｻﾈｯﾄ－ TCP/IP －

IPv6 －ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾟﾚﾌｨｯｸｽ

グローバルアドレス自動設定有効が
「有効」に設定されている場合、こ
こでの設定変更は適用されません。

IPv6 ゲート

ウェイアドレス

IPv6 ゲートウェイアドレスを設定します。

同機能のプリンター操作パネルのメニュー
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ－ｲｰｻﾈｯﾄ－ TCP/IP －

IPv6 －ｹﾞｰﾄｳｪｲ

範囲： 半角 39 文字以内

グローバルアドレス自動設定有効が
「有効」に設定されている場合、こ
こでの設定変更は適用されません。

項目 説明
プリンターの設定（管理者モード）246



プロトコル LPD 有効 LPD を有効にするかどうかを設定します。

初期値： チェック済み

キュー名 LPD のキュー名を表示します。

FTP 有効 FTP を有効にするかどうかを設定します。

初期値： チェック済み

FTP ポート番号 FTP ポート番号を指定します。

設定値： 1 - 65535
初期値： 21

RAW ポート有

効

RAW ポートを使用するかどうかを設定し

ます。
初期値： チェック済み

RAW ポート番

号

プリンターの TCP/IP ポートの RAW ポー

ト番号が表示されます。
設定値： 1 - 65535
初期値： 9100

RAW ポート双

方向

RAW ポートの双方向通信を有効にするか

どうかを設定します。
初期値： チェック済み

TCP Discovery 
Services

SLP 有効 SLP を有効にするかどうかを設定します。

初期値： チェック済み

Bonjour 有効 Bonjour を有効にするかどうかを設定しま

す。
初期値： チェック済み

Bonjour プリン

タ名

プリンターの Bonjour 名を設定します。

範囲： 半角 63 文字以内

初期値： KONICA MINOLTAmagicolor 
1650(xx:xx:xx)

xx:xx:xxはMACアドレスの後半6桁で
す。

優先プロトコル Bonjour で優先的に接続するプロトコルを

指定します。
設定値： IPP、LPD、RAW ポート

初期値： IPP

［適用］ボタン この画面で行った設定を適用します。

［リセット］ボタン この画面で行った設定変更をリセットし
て、前回の設定値に戻します。
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IP アドレスフィルタリング

ネットワーク ― TCP/IP ― IP アドレスフィルタリング画面では、IP アドレ
スを指定して、プリンターへのアクセスを制限します。

以下の設定は、DNS サーバーおよび DHCP サーバーへの通信には適
用されません。
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「許可アドレス」で許可した IP アドレスの範囲が、「拒否アドレス」
で拒否した IP アドレス範囲と重複した場合は、「拒否アドレス」の
拒否設定が優先されます。

項目 説明

受信許可フィルタ チェックをつけると、プリンターへのアクセスを
許可する IP アドレスの範囲を指定できます。

許可する IP アドレスの範囲は、5 つまで指定でき

ます。また、指定した範囲以外の IP アドレスから

のアクセスは拒否されます。
チェックをはずすと、アクセス許可設定は無効に
なります。
設定値： 有効、無効
初期値： 無効

範囲 1 ～ 5 プリンターへのアクセスを許可する IP アドレスの

範囲を指定します。左のテキストボックスに開始
IP アドレスを、右のテキストボックスに終了 IP ア

ドレスを入力します。
範囲 : 各 3 桁の数値が 0~225
初期値 : 0.0.0.0

単独の IP アドレスを指定する場合には、開始
IP アドレスと終了 IP アドレスとに同じ IP ア
ドレスを入力するか、開始 IP アドレスもし
くは終了 IP アドレスに 0.0.0.0 を入力しま
す。

終了IPアドレスよりも開始IPアドレスの方が
値が大きい場合、設定は反映されません。

受信拒否フィルタ有効 チェックをつけると、プリンターへのアクセスを
拒否する IP アドレスの範囲を指定できます。

拒否する IP アドレスの範囲は、5 つまで指定でき

ます。
チェックをはずすと、アクセス拒否設定は無効に
なります。
設定値： 有効、無効
初期値： 無効
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範囲 1 ～ 5 プリンターへのアクセスを拒否する IP アドレスの

範囲を指定します。左のテキストボックスに開始
IP アドレスを、右のテキストボックスに終了 IP ア

ドレスを入力します。
範囲 : 各 3 桁の数値が 0~225
初期値 : 0.0.0.0

単独の IP アドレスを指定する場合には、開始
IP アドレスと終了 IP アドレスとに同じ IP ア
ドレスを入力するか、開始 IP アドレスもし
くは終了 IP アドレスに 0.0.0.0 を入力しま
す。

終了IPアドレスよりも開始IPアドレスの方が
値が大きい場合、設定は反映されません。

［適用］ボタン この画面で行った設定を適用します。

［リセット］ボタン この画面で行った設定変更をリセットします。

* これらのアドレスを入力するときは、各 3 桁中の上位桁の 0 を入れずに

入力してください。例えば、131.011.010.001 の場合は 131.11.10.1 として

入力します。
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IPsec

ネットワーク ― IPsec 画面では、以下の項目を設定できます。TCP/IP の詳
細については、第 5 章 “ ネットワーク印刷 ” を参照してください。

項目 説明

IPsec 有効 IPsec を有効にするかどうかを設定

します。
初期値： チェックなし

IKE 暗号鍵の有効期限 IKE の使用期限を設定します。

範囲： 80 ～ 604800（秒）

初期値： 28800

IKE Diffie-Hellman
グループ

IKE Diffie-Hellman グループを選択し

ます。
設定値： グループ 1、グループ 2
初期値： グループ 1

設定オプション 登録されている設定が表示されます。
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IPsec（IKE 編集）

ネットワーク－ IPsec ― IKE 編集画面では、以下の項目を設定できます。

TCP/IP の詳細については、第 5 章 “ ネットワーク印刷 ” を参照ください。

セキュリティアソ
シエーション

暗号鍵の有効期限 IPsec SA の使用期限を設定します。

範囲： 120 ～ 604800（秒）

初期値： 3600

セキュリティアソ
シエーション設定

登録されている設定が表示されます。

Peer アドレス Peer アドレス設

定

登録されている設定が表示されます。

［適用］ボタン この画面で行った設定を適用します。

［リセット］ボタン この画面で行った設定を適用したく
ない場合にこのボタンを押してくだ
さい。設定変更をリセットして、
IPsec 画面に戻ります。

項目 説明

IKE オプション 登録された番号が表示されます。

項目 説明
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IPsec（セキュリティアソシエーション編集）

ネットワーク ― IPsec ― セキュリティアソシエーション編集画面では、以
下の項目を設定できます。

暗号化アルゴリズム 制御用トンネルを作るときに使用する暗号化アル
ゴリズムを指定します。
設定値： DES-CBC、3DES-CBC
初期値： DES-CBC

ハッシュアルゴリズム 制御用トンネルを作るときに使用する認証アルゴ
リズムを指定します。
設定値： MD5、SHA-1
初期値： MD5

［適用］ボタン この画面で行った設定を適用します。

［キャンセル］ボタン この画面で行った設定変更をリセットして、IPsec
画面に戻ります。

項目 説明

セキュリティアソシ
エーションオプション

登録された番号が表示されます。

項目 説明
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セキュリティプロトコ
ル

セキュリティプロトコルを設定します。
設定値： AH、ESP、ESP & AH
初期値： AH

ESP 暗号化アルゴリズ

ム

セキュリティプロトコルが「ESP」または「ESP & 
AH」に設定されている場合、ESP 暗号化アルゴリ

ズムを設定します。
設定値： なし、DES-CBC、3DES-CBC、

AES-CBC、AES-CTR
初期値： なし

ESP 認証アルゴリズム セキュリティプロトコルが「ESP」または「ESP & 
AH」に設定されている場合、ESP 認証アルゴリズ

ムを設定します。
設定値： なし、MD5、SHA-1
初期値： なし

AH 認証アルゴリズム セキュリティプロトコルが「AH」または「ESP & 
AH」に設定されている場合、AH 認証アルゴリズ

ムを設定します。
設定値： MD5、SHA-1
初期値： MD5

［適用］ボタン この画面で行った設定を適用します。

［キャンセル］ボタン この画面で行った設定変更をリセットし、IPsec 画

面に戻ります。

項目 説明
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IPsec (IP アドレス編集 )

ネットワーク－ IPsec － IP アドレス編集画面では、以下の項目を設定でき
ます。

TCP/IP の詳細については、第 5 章 “ ネットワーク印刷 ” を参照ください。

項目 説明

アドレス番号 登録されたアドレス番号が表示されます。

IP アドレス 通信先の IP アドレスを設定します。

範囲： 半角 45 文字以内

初期値：（空白）

IPv4 または IPv6 のアドレスを設定できます。

パーフェクトフォワー
ドセキュリティー有効

IKE の強度を上げたい場合は、選択します。

初期値： 未チェック

プレ共有キー 通信相手先と共有する Pre-Shared Key 文字列を設

定します。
範囲： 半角 64 文字以内

初期値：（空白）

カプセル化モード IPsec の動作モードを設定します。

設定値： トンネルモード、トランスポートモード
初期値：トンネルモード

［適用］ボタン この画面で行った設定を適用します。
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WSD プリント

ネットワーク ― WSD プリント画面では、以下の項目を設定できます。

［キャンセル］ボタン この画面で行った設定変更をリセットして、IPsec
画面に戻ります。

項目 説明

WSD プリントモード WSD プリント機能を使用するかどうかを設定しま

す。
設定値： 有効、無効、SSL 有効

初期値： 有効

プリンタ名 プリンター名が表示されます。
範囲： 半角 127 文字以内

初期値： magicolor 1650 (xxxxxx)

xxxxxxには、 MACアドレスの後半6桁が16進
数で表示されます。

プリンタの場所 プリンターの設置場所が表示されます。
範囲： 半角 127 文字以内

初期値：（空白）

項目 説明
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プリンター情報 プリンターの情報が表示されます。
範囲： 半角 127 文字以内

初期値： http://printer.konicaminolta.com

［適用］ボタン この画面で行った設定を適用します。

［リセット］ボタン この画面で行った設定変更をリセットします。

項目 説明
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NetWare
NetWare

ネットワーク ― NetWare 画面では、以下の項目を設定できます。

項目 説明

基本設定 NetWare 有効 NetWare を有効にするかどうかを設定しま

す。
初期値： チェック済み

フレームタイプ フレームタイプを設定します。
設定値： 自動、Ethernet 802.2、Ethernet 
802.3、Ethernet II、Ethernet SNAP
初期値： 自動
同機能のプリンター操作パネルのメニュー
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ－ｲｰｻﾈｯﾄ－ IPX/SPX
－ﾌﾚｰﾑﾀｲﾌﾟ

動作モード NetWare の動作モードを設定します。

設定値： プリントサーバー
リモートサーバー

初期値： プリントサーバー
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プリントサー
バー設定

プリントサー
バー名

プリンターのサーバー名を設定します。
範囲： 半角 63 文字以内

初期値： KMBTxxxxxx

xxxxxx には、MAC アドレスの後半
6 桁が 16 進数で表示されます。

プリントサー
バーパスワード

プリントサーバーのパスワードを設定しま
す。
範囲： 半角 63 文字以内

初期値：（空白）

有効パスワード 確認のため、新しいパスワードを再入力し
ます。
範囲： 半角 63 文字以内

初期値：（空白）

プリントサーバ
モード

プリンターのサーバーモードを設定しま
す。
設定値： バインダリ、NDS、両方

初期値： NDS

優先ファイル
サーバ

プリンターの優先ファイルサーバーを設定
します。
範囲： 半角 47 文字以内

初期値：（空白）

優先 NDS ツ

リー名

プリンターの優先 NDS ツリーを設定しま

す。
範囲： 半角 63 文字以内

初期値：（空白）

優先 NDS コン

テキスト名

プリンターの優先 NDS コンテキストを設

定します。
範囲： 半角 191 文字以内

初期値：（空白）

プリントキュー
取得間隔

キュースキャン間隔を設定します。
範囲： 1 ～ 65535（秒）

初期値： 1

プリンター番号 プリンター番号を設定します。
範囲： 0 ～ 255
初期値： 255

［適用］ボタン この画面で行った設定を適用します。

［リセット］ボタン この画面で行った設定変更をリセットしま
す。

項目 説明
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IPP

ネットワーク ― IPP 画面では、以下の項目を設定できます。IPP の詳細に
ついては、第 5 章 “ ネットワーク印刷 ” を参照してください。

設定を有効にするためには、設定後にプリンターを再起動してくだ
さい。

項目 説明

IPP 有効 IPP を有効にするかどうかを設定します。

初期値： チェック済み

プリンタ名 プリンター名が表示されます。
範囲： 半角 127 文字以内

初期値： magicolor 1650 xxxxxx

xxxxxxには、MACアドレスの後半 6桁
が 16 進数で表示されます。
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プリンタの場所 プリンターを設置してある場所が表示され
ます。
範囲： 半角 127 文字以内

初期値：（空白）

IPP ジョブの受信 IPP ジョブの受信を有効にするかどうかを

設定します。
設定値： 有効、無効
初期値： 有効

プリンタモデル名 プリンターのモデル名が表示されます。

プリンタ URL プリンターの URL が表示されます。

– http://IP アドレス /ipp
– http://FQDN:/ipp

– ipp://IP アドレス /ipp

– ipp://FQDN:/ipp
– https://IP アドレス /ipp

– https://FQDN:/ipp 

"https://IPアドレス /ipp"および"https://
FQDN:/ipp" は、SSL/TLS 設定が有効
な場合にのみ表示されます。

サポートす
る操作

印刷ジョブ この項目にチェックをつけると、ジョブが
プリントできるようになります。
初期値：（チェック済み）

有効ジョブ この項目にチェックをつけると、プリント
ジョブを確認できるようになります。
初期値：（チェック済み）

ジョブのキャン
セル

この項目にチェックをつけると、ジョブを
キャンセルできるようになります。
初期値：（チェック済み）

ジョブ属性の取
得

この項目にチェックをつけると、ジョブの
属性を取得できるようになります。
初期値：（チェック済み）

ジョブの取得 この項目にチェックをつけると、ジョブを
取得できるようになります。
初期値：（チェック済み）

プリンタ属性の
取得

この項目にチェックをつけると、プリン
ターの属性を取得できるようになります。
初期値：（チェック済み）
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認証方式 IPP 印刷時の認証方式を設定します。

設定値：なし、要求されたユーザ名、
ベーシック認証、ダイジェスト認証

初期値：要求されたユーザ名

ユーザー名 ベーシック認証、ダイジェスト認証で使用
するユーザー名を設定します。
範囲： 半角 20 文字以内

初期値： user

パスワード ベーシック認証、ダイジェスト認証で使用
するパスワードを設定します。
範囲： 半角 20 文字以内

初期値： pass

領域 認証方式がベーシック認証またはダイジェ
スト認証の場合、領域を設定します。
範囲： 半角 127 文字以内

初期値： IPP

［適用］ボタン この画面で行った設定を適用します。

［リセット］ボタン この画面で行った設定変更をリセットしま
す。

項目 説明
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SNMP

ネットワーク ― SNMP 画面では、以下の項目を設定できます。

項目 説明

SNMP SNMP v1/
v2C 有効

SNMP v1/v2c(IP) を使用する場合は、チェックをつ

けます。
設定値： 有効、無効
初期値： 有効

SNMP v3
有効

SNMP v3(IP) を使用する場合は、チェックをつけ

ます。
設定値： 有効、無効
初期値： 有効

IPX SNMP 
v1 有効

SNMP v1(IPX) を使用する場合は、チェックをつけ

ます。
設定値： 有効、無効
初期値： 有効
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UDP
ポート

UDP ポート番号を設定します。

範囲： 1 ～ 65535
初期値： 161

SNMP v1/
v2C

読み取り専
用コミュニ
ティ名

読み取り時に使用されるコミュニティ名を設定し
ます。
範囲： 半角 15 文字以内

初期値： public

読み取り /
書き込みコ
ミュニティ
名

読み書き時に使用されるコミュニティ名を設定し
ます。
範囲： 半角 15 文字以内

初期値： private

SNMP v3 コンテキス
ト名

コンテキスト名を設定します。
範囲： 半角 63 文字以内

初期値：（空白）

開示 ユーザ名の
開示有効

検出用ユーザー名を有効にするかどうかを設定し
ます。
設定値： 有効、無効
初期値： 有効

開示
ユーザ名

検出用ユーザー名を設定します。
範囲： 半角 32 文字以内

初期値： public

セキュリ
ティレベル

開示ユーザーのセキュリティレベルを表示します。

アクセス権 開示ユーザーのアクセス権を表示します。

読み取り専
用アカウン
ト

ユーザー名 読み取り専用ユーザーのユーザー名を設定します。
範囲：  半角 32 文字以内

初期値： initial

開示ユーザー名とは別の名前を設定してくだ
さい。

認証パス
ワード

読み取り専用ユーザーの認証パスワードを設定し
ます。
範囲： 半角 8 ～ 32 文字

初期値： AuthPassword

プライバ
シーパス
ワード

プライバシー（暗号）に使用する読み取り専用
ユーザーのプライバシーパスワードを設定します。
範囲： 半角 8 ～ 32 文字

初期値： PrivPassword

項目 説明
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セキュリ
ティレベル

読取り専用のユーザーのセキュリティレベルを設
定します。
設定値：noAuthNoPriv、authNoPriv、AuthPriv
初期値：AuthPriv

読み取り /
書き込み
アカウント

ユーザー名 読み書き専用ユーザーのユーザー名を設定します。
範囲： 半角 32 文字以内

初期値： restrict

開示ユーザー名とは別の名前を設定してくだ
さい。

認証パス
ワード

読み書き専用ユーザーの認証パスワードを設定し
ます。
範囲： 半角 8 ～ 32 文字

初期値： <Mac address>（コロンは含まない）

プライバ
シーパス
ワード

プライバシー（暗号化）に使用される読み書き専
用ユーザーのプライバシーパスワードを設定しま
す。
範囲： 半角 8 ～ 32 文字

初期値： <Mac address>（コロンは含まない）

セキュリ
ティレベル

読み書き専用ユーザーのセキュリティレベルを設
定します。
設定値： noAuthNoPriv、authNoPriv、AuthPriv
初期値： AuthPriv

SNMP ト

ラップ

トラップ有
効

トラップ機能を使用するかどうかを設定します。
設定値： 有効、無効
初期値： 有効

認証失敗時
トラップ有
効

認証失敗時にトラップ機能を使用するかどうかを
設定します。
設定値： 有効、無効
初期値： 無効

トラップコ
ミュニティ
名 1

プリンターのコミュニティ名 1 を設定します。

範囲： 半角 15 文字以内

初期値： public

トラップ
IP アドレ

ス 1

プリンターの IP アドレスを設定します。IPv4、
IPv6 または FQDN のアドレスを設定できます。

範囲： 半角 255 文字以内

初期値： 0.0.0.0

項目 説明
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トラップ
UDP ポー

ト番号 1

プリンターの UDP ポート番号を設定します。

設定値： 1 - 65535
初期値： 162

トラップコ
ミュニティ
名 2

プリンターのコミュニティ名 2 を設定します。

範囲： 半角 15 文字以内

初期値： public

トラップ
IP アドレ

ス 2

プリンターの IP アドレスを設定します。IPv4、
IPv6 または FQDN のアドレスを設定できます。

範囲： 半角 255 文字以内

初期値： 0.0.0.0

トラップ
UDP ポー

ト番号 2

プリンターの UDP ポート番号を設定します。

設定値：1 - 65535
初期値：162

［適用］ボタン この画面で行った設定を適用します。

［リセット］ボタン この画面で行った設定変更をリセットします。

項目 説明
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電子メール

ネットワーク ― 電子メール画面では、以下の項目を設定できます。

項目 説明

電子メール 差出 電子メールの差出アドレスを設定します。
範囲： 128 文字以内

初期値：（空白）

メールアドレスはRFCの形式規格に従って入
力してください。
name@domain_name
カンマ、セミコロン、コロン、スペースは使
用できません。

宛先 電子メールの宛先アドレスを設定します。
範囲： 128 文字以内

初期値：（空白）

件名 電子メールに付加する件名を設定します。
範囲： 128 文字以内

初期値：（空白）
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エラー発生時に E メー

ル通知を行う

エラーが発生した場合に E メール通知を行うまで

の時間を設定します。
範囲： オフ、1 分後、30 分後、1 時間後、

テスト
初期値： オフ

SMTP
メールサー
バー

メールサー
バー
アドレス

メール送信サーバーのアドレスを設定します。
IPv4 アドレスまたは SMTP サーバーの FQDN を設

定できます。
範囲： 半角 255 文字以内

初期値： 0.0.0.0

ポート番号 メール送信サーバーのポート番号を設定します。
範囲： 1 ～ 65535
初期値： 25

接続タイム
アウト

メール送信時の接続タイムアウト時間を設定しま
す。
範囲： 30 ～ 300（秒）

初期値： 60

SMTP
認証

アカウント SMTP 認証で使用されるアカウント名を設定しま

す。
範囲： 半角 255 文字以内

初期値：（空白）

パスワード SMTP 認証で使用されるパスワードを設定します。

範囲： 半角 128 文字以内

初期値：（空白）

領域 認証方式が「Digest-MD5」の場合、realm を設定

します。
範囲： 半角 255 文字以内

初期値：（空白）

［適用］ボタン この画面で行った設定を適用します。

［リセット］ボタン この画面で行った設定変更をリセットします。

* これらのアドレスを入力するときは、各 3 桁中の上位桁の 0 を入れずに

入力してください。例えば、131.011.010.001 の場合は 131.11.10.1 として

入力します。

項目 説明
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時刻の同期

ネットワーク－時刻の同期画面では、以下の項目を設定できます。

項目 説明

日付 / 時刻

設定

日、月、年 プリンターに内蔵されている時計の日、月、年を
設定します。
同機能のプリンター操作パネルのメニュー
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ｼｽﾃﾑ－ﾋﾂﾞｹ

時、分、秒 プリンターに内蔵されている時計の時、分、秒を
設定します。
同機能のプリンター操作パネルのメニュー
ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ－ｼｽﾃﾑ－ﾋﾂﾞｹ

SNTP 有効 プリンターに内蔵されている時計を SNTP で自動

的に補正するかどうかを設定する。
設定値： 有効、無効
初期値： 無効（チェックなし）
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SNTP サーバアドレス SNTP サーバーのアドレスを設定します。

IPv4、IPv6 または FQDN を設定できます。

範囲： 半角 255 文字以内

初期値： 0.0.0.0

SNTP ポート SNTP サーバーのポート番号を設定します。

範囲： 1 - 65535
初期値： 123

同期間隔 SNTP サーバーへアクセスする頻度を設定します。

設定値： 1 時間後、12 時間後、24 時間後、

1 週間後

初期値： 1 時間後

タイムゾーン E メール通知を行うときのタイムゾーンを設定しま

す。

前回同期時刻 後に補正が行われた日と時間を表示します。

夏時間の調整 補正した時刻を保存します。

［今すぐ時刻の同期を
行う ］ボタン

このボタンをクリックすると、設定した時刻が標
準となります。

［適用］ボタン この画面で行った設定を適用します。

［リセット］ボタン この画面で行った設定変更をリセットします。

項目 説明
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SSL/TLS

ネットワーク ― SSL/TLS 画面では、SSL/TLS の設定を行うことができま
す。

SSL/TLS は、デフォルトではインストールされていません。［設定］
ボタンをクリックすると、証明書を自己作成して SSL の設定を行う
ことができます。

項目 説明

［設定］ボタン SSL/TLS 設定画面が表示されます。
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SSL/TLS 設定

ネットワーク ― SSL/TLS ― SSL/TLS 設定画面では、次に表示する SSL/
TLS の設定画面を選択します。

項目 説明

自己署名証明書の作成 証明書を自己作成します。

証明書の要求 証明書発行を認証局に要求するためのデータを作
成します。

証明書のインストール 認証局が発行した証明書をインストールします。

暗号化の強度設定 暗号化の強度を設定できます。

証明書の破棄 証明書を破棄できます。

SSL/TLS モード SSL で通信するモードを設定します。

［戻る］ボタン 前の画面に戻ります

［適用］ボタン 選択した画面が表示されます。

［リセット］ボタン この画面で行った設定変更をリセットします。
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自己署名証明書の設定

ネットワーク ― SSL/TLS ― 自己署名証明書の設定画面では、証明書を自己
発行して、SSL の設定を行うことができます。

項目 説明

Common Name SSL 証明書の作成に使用する、プリンターのコモ

ンネームが表示されます。コモンネームは「プリ
ンターのホスト名 .DNS サーバー名」で構成されて

います。DNS サーバーが利用できない場合には、

コモンネームにはプリンターのホスト名のみが使
用されます。

この文字列は変更できません。

Organization 組織名または団体名を設定します。
範囲： 半角 63 文字以内

初期値：（空白）

Organization Unit 部署名を設定します。
範囲： 半角 63 文字以内

初期値：（空白）
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Locality 市町村名を設定します。
範囲： 半角 127 文字以内

初期値：（空白）

State/Province 州名または県名を設定します。
範囲： 半角 127 文字以内

初期値：（空白）

Country Code 国名を、ISO03166 で規定されている国コードで設

定します。
範囲： 半角 2 文字

初期値：（空白）

電子メール 電子メールのアドレスを指定します。
範囲： 半角 127 文字以内

初期値：（空白）

有効な開始日付 現在時刻が表示されます。

有効期間 有効期間を設定します。
範囲： 1 ～ 3650（日）

初期値： 30

暗号化の強度 暗号の強度を選択します。
設定値：

– AES_256bits, 3DES_168bits, RC4_128bits, 
DES_56bits or RC4_40bits

– 3DES_168bits, RC4_128bits, DES_56bits or 
RC4_40bits

– RC4_128bits, DES_56bits or RC4_40bits
初期値： AES_256bits, 3DES_168bits, 

RC4_128bits, DES_56bits or RC4_40bits

［戻る］ボタン SSL/TLS 設定画面に戻ります。

［適用］ボタン 自己証明書を作成します。

証明書を作成するために数分かかります。

［リセット］ボタン この画面で行った設定変更をリセットします。

項目 説明
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証明書の要求

ネットワーク ― SSL/TLS ― 証明書の要求画面では、以下の項目が設定でき
ます。

項目 説明

Common Name SSL 証明書の作成に使用する、プリンターのコモ

ンネームが表示されます。コモンネームは「プリ
ンターのホスト名 .DNS サーバー名」で構成されて

います。DNS サーバーが利用できない場合には、

コモンネームにはプリンターのホスト名のみが使
用されます。

この文字列は変更できません。

Organization 組織名または団体名を設定します。
範囲： 半角 63 文字以内

初期値：（空白）

Organization Unit 部署名を設定します。
範囲： 半角 63 文字以内

初期値：（空白）

Locality 市町村名を設定します。
範囲： 半角 127 文字以内

初期値：（空白）
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State/Province 州名または県名を設定します。
範囲： 半角 127 文字以内

初期値：（空白）

Country Code 国名を、ISO03166 で規定されている国コードで設

定します。
範囲： 半角 2 文字

初期値：（空白）

電子メール 電子メールのアドレスを指定します。
範囲： 半角 127 文字以内

初期値：（空白）

［戻る］ボタン SSL/TLS 設定画面に戻ります。

［適用］ボタン 証明書発行のための要求データを作成します。

［リセット］ボタン この画面で行った設定変更をリセットします。

項目 説明
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証明書の要求データ

ネットワーク ― SSL/TLS ― 証明書の要求画面では、認証局に提出する、証
明書発行要求用のデータを表示します。

項目 説明

証明書の要求データ 認証機関に提出するためのデータを表示します。
このデータは証明書署名要求（CSR、Certificate 
Signing Request）と呼ばれ、ユーザーから認証機

関に提出されることになります。

［OK］ボタン SSL/TLS 情報画面に戻ります。
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証明書のインストール

ネットワーク ― SSL/TLS ― 証明書のインストール画面では、認証局から発
行された証明書をインストールできます。

項目 説明

証明書のインストール 署名済みの証明書署名要求（CSR、Certificate 
Signing Request）をこのテキストエリアに貼り付

けます。

暗号化の強度 暗号の強度を設定します。

設定値：

– AES_256bits, 3DES_168bits, RC4_128bits, 
DES_56bits or RC4_40bits

– 3DES_168bits, RC4_128bits, DES_56bits or 
RC4_40bits

– RC4_128bits, DES_56bits or RC4_40bits

初期値： AES_256bits, 3DES_168bits, 
RC4_128bits, DES_56bits or RC4_40bits

［戻る］ボタン SSL/TLS 設定画面に戻ります。

［適用］ボタン 暗号化の強度の設定画面が表示されます。

［リセット］ボタン この画面で行った設定変更をリセットします。
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暗号化の強度設定

このメニューは、証明書がインストールされている場合に表示され
ます。

ネットワーク ― SSL/TLS ― 暗号化の強度設定画面では、暗号化の強度を設
定できます。

項目 説明

暗号化の強度 暗号の強度を設定します。
設定値：

– AES_256bits, 3DES_168bits, RC4_128bits, 
DES_56bits or RC4_40bits

– 3DES_168bits, RC4_128bits, DES_56bits or 
RC4_40bits

– RC4_128bits, DES_56bits or RC4_40bits
初期値： AES_256bits, 3DES_168bits, 
RC4_128bits, DES_56bits or RC4_40bits

［適用］ボタン 暗号化の強度を設定します。

［キャンセル］ボタン この画面で行った設定変更をリセットして、SSL/
TLS 情報画面に戻ります。
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証明書の破棄

このメニューは、証明書がインストールされている場合に表示され
ます。

ネットワーク ― SSL/TLS ― 証明書の破棄画面では、インストールされてい
る証明書を削除できます。

項目 説明

［適用］ボタン 確認画面が表示されます。確認画面で［OK］ボタ

ンをクリックすると、証明書が削除されます。

［キャンセル］ボタン この画面で行った設定変更をリセットして、SSL/
TLS 情報画面に戻ります。
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SSL/TLS モード

このメニューは、証明書がインストールされている場合に表示され
ます。

ネットワーク ― SSL/TLS ― SSL/TLS モード画面では、SSL で通信する
モードを設定できます。

項目 説明

SSL/TLS モード SSL で通信するモードを選択します。

設定値： 無効、有効
初期値： 有効

［適用］ボタン この画面で行った設定を適用します。

［キャンセル］ボタン この画面で行った設定変更をリセットして、SSL/
TLS 情報画面に戻ります。
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IEEE802.1X

ネットワーク ― IEEE802.1X 画面では、以下の項目を設定できます。

項目 説明

IEEE802.1X IEEE802.1X を使用するかどうかを設定します。

初期値： チェックなし

EAP タイプ IEEE802.1X で使用する認証方式を指定します。

設定値： EAP-MD5、EAP-TLS、EAP-TTLS、
PEAP、サーバの規格に従う

初期値： サーバの規格に従う

ユーザ ID EAP タイプを「EAP-MD5」、「EAP-TLS」、
「EAP-TTLS」、「PEAP」または「サーバの規格に

従う」に設定した場合、ユーザ ID を設定します。

範囲： 半角 128 文字以内

初期値：（空白）
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パスワード EAP タイプを「EAP-MD5」、「EAP-TTLS」、
「PEAP」または「サーバの規格に従う」に設定し

た場合、パスワードを設定します。
範囲： 半角 128 文字以内

初期値：（空白）

TTLS 匿名 EAP － TTLS 一次認証で使用するログイン名を設

定します。EAP タイプを「EAP-TTLS」または

「サーバの規格に従う」に設定した場合に設定しま
す。
範囲： 半角 128 文字以内

初期値： anonymous

EAP タイプが「サーバの規格に従う」で実
際の認証方式が EAP-MD5 の場合、ユーザ
ID と同じ値を入力してください。

TTLS 認証タイプ EAP － TTLS の phase2 認証手順を指定します。

EAP タイプを「EAP-TTLS」または「サーバの規

格に従う」に設定した場合に設定します。
設定値： PAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2
初期値： MS-CHAPv2

サーバ ID サーバー証明書の CN アトリビュート値と後方一

致で検証させるための文字列を設定します。EAP
タイプを「EAP-TLS」、「EAP-TTLS」または

「PEAP」に設定した場合に設定します。

範囲： 半角 64 文字以内

初期値：（空白）

CA 証明書 サーバー証明書の CA 信頼性検証に使用される CA
証明書がインストールされているかどうかが表示
されます。

証明書のインストールはネットワーク ― 認
証 ― CA 証明書画面で行います。

サーバ証明書検証 サーバー証明書の検証を行うかどうかを設定しま
す。EAP タイプを「EAP-TLS」、「EAP-TTLS」ま

たは「PEAP」に設定した場合に設定します。

設定値： 有効期間、CA チェイン、サーバ ID

項目 説明
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クライアント証明書 クライアント証明書がインストールされているか
どうかが表示されます。

証明書のインストールはネットワーク ― 
SSL/TLS 画面で行います。

クライアント証明書送
信

サーバーからクライアント証明書を要求された場
合に、クライアント証明書を送付するかどうかを
設定します。EAP タイプを「EAP-TTLS」または

「PEAP」に設定した場合に設定します。

設定値： 有効、無効
初期値： 無効

暗号化の強度 EAP-TLS/TTLS/PEAP での TLS パケットの暗号化

強度を設定します。
設定値： 弱、中間、強
初期値： 弱

ネットワーク停止まで
の時間

認証が成功しない場合の、認証開始からネット
ワーク停止までの猶予時間を設定します。「0」に

設定すると、認証が成功しない場合でも、ネット
ワークは停止しません。
範囲： 0、60 ～ 255（秒）

初期値： 0

［適用］ボタン この画面で行った設定を適用します。

［リセット］ボタン この画面で行った設定変更をリセットします。

項目 説明
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CA 証明書

証明書のインストール

ネットワーク ― IEEE802.1X ― 証明書のインストール画面では、認証局で
発行された証明書をインストールできます。

項目 説明

証明書のインストール 認証局から送付されてきたテキスト形式の CSR
（証明書署名要求）を画面に貼り付けてインストー
ルします。

［戻る］ボタン IEEE802.1X 画面に戻ります。

［適用］ボタン クリックすると、証明書をインストールします。

［リセット］ボタン この画面で行った設定変更をリセットします。
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証明書の破棄

ネットワーク ― IEEE802.1X ― 証明書の破棄画面では、インストールされ
た証明書を破棄することができます。

項目 説明

［適用］ボタン 証明書が破棄されます。

［キャンセル］ボタン IEEE802.1X 画面に戻ります。
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