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接続接続接続接続
接続

セクション 1の内容

! 1.1章： 「Windowsでの接続方法」
パラレル接続、USB接続、イーサネット接続で、
magicolor 7300をコンピュータ（PC）に接続する
方法について説明します。

! 1.2章： 「Macintoshでの接続方法」 
イーサネット接続で、magicolor 7300を Macintosh
に接続する方法について説明します。



本セクションの目次本セクションの目次本セクションの目次本セクションの目次
章章章章 タイトルタイトルタイトルタイトル 開始ページ開始ページ開始ページ開始ページ

1.1 「Windowsでの接続方法」 3

1.2 「Macintoshでの接続方法」 11



1.1Windowsでのでのでのでの
接続方法接続方法接続方法接続方法



はじめにはじめにはじめにはじめに
本章では、Windows環境でプリンタを設置する方法について説明します。
プリンタをコンピュータに接続するには、ローカル接続（パラレル接続また
は USB接続）とネットワーク接続の 2種類の一般的な方法があります。

ローカル接続ローカル接続ローカル接続ローカル接続

ローカル接続では、パラレルインターフェイスまたは USBインターフェイ
スを使用して、コンピュータとプリンタを直接接続します。これらのイン
ターフェイスは 1対 1の接続にしか対応していないため、1台のコンピュー
タのみがプリンタとの接続を独占することになります。

ネットワーク環境によっ
ては、ネットワーク内の
他のコンピュータからで
も、プリンタに直接接続
されているコンピュータ
経由でプリンタを使用す
ることができます。ただ
し、ネットワーク上の全
ユーザがプリンタを使用
可能になりますが、印刷
データが特定のコン
ピュータ（プリンタに直
接接続しているコン
ピュータ）に送られるた
め、そのコンピュータで
の通常の使用に影響があるかもしれません。このような場合は、そのコン
ピュータをプリントサーバとしてのみ使用する必要があり、通常のコン
ピュータとしては使用できなくなります。

ローカル接続

ローカル接続（ネットワークで共有）
はじめに4



パラレル接続の場合パラレル接続の場合パラレル接続の場合パラレル接続の場合

パラレル接続での接続方法パラレル接続での接続方法パラレル接続での接続方法パラレル接続での接続方法
magicolor 7300をお使いのコンピュータにパラレル接続するには、以下の 2
つの手順を行う必要があります。

1 プリンタをお使いのコンピュータに接続します。
パラレルケーブルを使用して、プリンタとコンピュータを接続します。
2 m以下の長さのケーブルを使用してください。

2 KONICA MINOLTA PostScriptドライバ（Windows用）をインストールし
ます。

ピンピンピンピン 説明説明説明説明 ピンピンピンピン 説明説明説明説明
1 Strobe (-) 19 Return

2 Data_1 20 Return

3 Data_2 21 Return

4 Data_3 22 Return

5 Data_4 23 Return

6 Data_5 24 Return

7 Data_6 25 Return

8 Data_7 26 Return

9 Data_8 27 Return

10 Acknowledge (-) 28 Return

11 Busy (+) 29 Return

12 Printer Error (+) 30 Return

13 Select 31 Iprime

14 Autofeed 32 Fault (-)

15 Reserved 33 Reserved

16 Ground 34 Reserved

17 Ground 35 Reserved

18 Vcc Test 36 Selection

1 18

19 36
パラレル接続の場合 5



USB接続の場合接続の場合接続の場合接続の場合

USB接続での接続方法接続での接続方法接続での接続方法接続での接続方法
お使いの OSが USBに対応しているか確認し（Windows 98SE以降に対応、
Windows NT 4.0は非対応）、USBポート用の USBドライバがすでにインス
トールされていることを確認してください（［スタート］－「設定」－「コ
ントロール パネル」－「システム」の「デバイスマネージャ」タブで確認
できます）。USBドライバは、お使いのWindowsの CD-ROM内にありま
す。magicolor 7300の Software Utilities CD-ROMには入っていません。

1 コンピュータとプリンタの電
源を入れます。プリンタの
メッセージウィンドウに
「ﾚﾃﾞｨ」と表示されていること
を確認します。

2 USBケーブルの一方をコン
ピュータに接続し、もう一方
をプリンタの USBポートに接
続します。
コンピュータのディスプレイ
に「新しいハードウェアの検
出」メッセージが表示され、
USBデバイスのリストが表示
されます。
「新しいハードウェアの追加
ウィザード」が表示され、「KONICA MINOLTA Printing Support」リスト
が表示されます。

3［次へ］をクリックします。
4「デバイスに最適なドライバを検索する（推奨）」が選択されていること
を確認し、［次へ］をクリックします。

ピンピンピンピン 名前名前名前名前 説明説明説明説明

1 Vcc +5V DC

2 D- Data -

3 D+ Data +

4 Gnd Ground

Aプラグ
（コンピュータへ）

Bプラグ
（プリンタへ）
USB接続の場合6



5「場所を指定」を選択します。
6［参照］をクリックします。
7 Software Utilities CD-ROM内を表示してプリンタドライバーのフォルダ
を指定し、［次へ］をクリックします。 
例：drivers¥windows 2000¥ps¥JAPANESE

8［次へ］をクリックし、［完了］をクリックします。
9 KONICA MINOLTA Driverラベルのついたディスクを挿入するようにメッ
セージが表示されたら、手順 7で選択したディレクトリを指定し、
［OK］をクリックします。

"# Windowsの OSによっては、プラグアンドプレイのドライバファ
イルをインストールするために、手順 9を繰り返す必要がある場
合があります。

10［完了］をクリックします。
プラグアンドプレイのインストールが終了します。

11 インストールが完了したら、CD-ROMを取り出し、大切に保管してくだ
さい。

12 お使いのプリンタのオプション構成に合わせて、プリンタドライバの設
定を行います。詳しくは、プリンタドライバのオンラインヘルプを参照
してください。

イーサネット接続イーサネット接続イーサネット接続イーサネット接続
プリンタを 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、サブネットマ
スク、ゲートウェイをプリンタ
に設定しておく必要がありま
す。 
イーサネット接続 7



イーサネット接続の場合イーサネット接続の場合イーサネット接続の場合イーサネット接続の場合

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

"# 上図は、プリンタのインターフェイスパネルにあるイーサネットイ
ンターフェイスの差し込み口を示しています。

イーサネット接続での接続方法イーサネット接続での接続方法イーサネット接続での接続方法イーサネット接続での接続方法
1 IPアドレスを設定します。
この設定は、一意的な IPアドレスにする必要があります。プリンタは、
IPアドレスが設定された状態で出荷されますが、たいていの場合、お使
いのネットワークや接続されているネットワークで使われている他の IP
アドレスと重複しないように、この IPアドレスを変更する必要があり
ます。

"# お使いのネットワークのシステム管理者が IPアドレスを割り当て
る必要があります。

"# お使いのコンピュータのポート設定時にプリンタの IPアドレスが
必要になります。

"# DHCPの場合：お使いのネットワークが DHCP（動的ホスト構成
プロトコル／ Dynamic Host Configuration Protocol）に対応して
いるときは、プリンタの電源をオンにしたときに、IPアドレスは
DHCPサーバによって自動的に割り当てられます。

ピンピンピンピン 説明説明説明説明
1 Transmit Data(+)

2 Transmit Data (-)

3 Receive Data (+)

4 Reserved

5 Reserved

6 Receive Data (-)

7 Reserved

8 Reserved

1 8
イーサネット接続の場合8



2 サブネットマスクアドレスを設定します。
サブネットマスクを使用して、プリンタの利用可能な範囲を制限するこ
とができます。

3 ルータ／ゲートウェイのアドレスを設定します。
お使いのネットワーク上にルータ／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からもプリンタを利用できるように
する場合に、ここでルータ／ゲートウェイの IPアドレスを入力する必
要があります。

4 必要であれば、さらにプリンタの設定を行ってください。
通常の操作では上記の設定を行えば十分ですが、お使いの環境に合わせ
て TCP/IPメニューの他の設定変更が必要になる場合もあります。設定
変更が完了したら、プリンタが自動的に再起動します。

5 プリンタ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、プリンタのインターフェイ
スパネルのイーサネットポートに差し
込んで、プリンタをネットワークに接
続します。

6 Crownプリントモニタ+をインストール
します。

7 プリンタドライバをインストールします。

"# TCP/IP環境では、ネットワークでプリンタにアクセス可能な各コ
ンピュータに Crownプリントモニタ +とプリンタドライバをイ
ンストールすることをお薦めします。

8 インストールが完了したら、Software Utilities CD-ROMを取り出し、大
切に保管してください。

?
プリントモニタとはプリントモニタとはプリントモニタとはプリントモニタとは ?

プリントモニタは、コン
ピュータのネットワーク
ポートとアプリケーション
ソフト間の通信を可能にす
るソフトウェアです。
Windowsの一部のバー
ジョンにはプリントモニタ
が付属していますが、本プ
リンタに付属の Crown プ
リントモニタ +は
magocolor 7300専用に設
計されたものです。サー
バーレス印刷用の TCP/IP
プロトコルを使用して、印
刷データの送信が可能で
す。
イーサネット接続の場合 9



TCP/IP接続の確認接続の確認接続の確認接続の確認
プリンタと PC間のネットワーク通信の確認を行うため、“ping”コマンド
を使用します。
例） ping＜プリンタの IPアドレス＞

正しく通信が出来ている場合：

正しく通信が出来ていない場合：

プリンタからの応答がない場合は、ネットワークケーブル・コネクタの不
良、ネットワークの設定間違い等が考えられます。
イーサネット接続の場合10



1.2Macintoshでのでのでのでの
接続方法接続方法接続方法接続方法



はじめにはじめにはじめにはじめに
本章では、イーサネット接続で magcolor 7300を Macintoshシステムに接
続する手順について説明します。接続を行うには、以下の 3つの手順を行
います。

1 プリンタ用のソフトウェアをインストールします。

2 デスクトッププリンタ（Mac OS 9の場合）を作成します。以下の操作も
含まれます。

! ケーブルによるプリンタの接続

! ゾーン名の設定

"# プリンタの接続を行うと、特殊なカラー印刷で使用する ICCプロファ
イルや Pantoneテーブルなど、追加のユーティリティをダウンロー
ドすることができます。
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PPDとユーティリティのインストール（とユーティリティのインストール（とユーティリティのインストール（とユーティリティのインストール（Mac OS 9））））

1. ソフトウェアのインストール（ソフトウェアのインストール（ソフトウェアのインストール（ソフトウェアのインストール（Mac OS 9））））
詳しくは「CD-ROMリファレンスガイド」を参照してください。

2. デスクトッププリンタの作成（デスクトッププリンタの作成（デスクトッププリンタの作成（デスクトッププリンタの作成（Mac OS 9））））
a 「アップルメニュー」から「セレクタ」を選択します。
b セレクタ画面で「LaserWriter8」をクリックします。

c [PostScriptプリンタの選択 ]の画面から該当するプリンタ名をクリッ
クします。

! ゾーンを設定している場合は、「AppleTalkゾーン」でゾーンを指
定してからプリンタを選択します。

! プリンタのゾーン設定は、PageScope Lightより、アドミンパス
ワードを入力し管理者モードに入り、ネットワーク→ AppleTalk
→“ゾーン名”を指定します。

d 次にプリンタの設定をするために「作成」をクリックします。

プリンタの設定が開始されます。

PPDファイルの選択が完了したら、次にオプションを設定します。

e 本プリンタに装着されているオプションを設定し、「OK」をクリッ
クします。

設定が完了するとプリンタ名の左側にアイコンが表示されます。

また、デスクトップ上には本プリンタのプリンタイコンが表示され
ます。

セレクタの画面を閉じます。

LPR接続接続接続接続
a 「デスクトップ・プリンタ Utility」を起動します。

b 「プリンタ（LPR）」を選択し、「OK」をクリックします。

c PPDファイルの「変更」をクリックし、PPDファイルを選択します。

d LPRプリンタの選択の「変更」をクリック、「プリンタアドレス」と
「キュー」部へプリンタの IPアドレスを入力し、「OK」をクリック
します。

e 「作成」をクリックし、プリンタに IPアドレスまたは名前をつけ、保
存します。
はじめに 13





プリンタソフトウェア、プリンタソフトウェア、プリンタソフトウェア、プリンタソフトウェア、
ドライバ、ドライバ、ドライバ、ドライバ、PPDのインのインのインのイン
ストールストールストールストール

プリンタソフトウェア、ドライバ、PPDのインストール

セクション 2の内容
! 2.1章 「Windows XPでのプリンタドライバのインストール」

magicolor 7300用の PostScriptドライバと PPDのイン
ストール方法を説明します。

! 2.2章 「Windows 2000でのプリンタドライバのインストール」
magicolor 7300用の PostScriptドライバと PPDのイン
ストール方法を説明します。

! 2.3 章 「Windows Me/98でのプリンタドライバのインストール」 
magicolor 7300用の PostScriptドライバと PPDのイン
ストール方法を説明します。

! 2.4章 「Windows NT 4.0でのプリンタ ドライバの インストー
ル」
magicolor 7300用の PostScriptドライバと PPDのイン
ストール方法を説明します。

! 2.5章 「Macintosh用 PPDとユーティリティ」
magicolor 7300用の Mac PPDとユーティリティのイン
ストール方法を説明します。

! 2.6章 「Linuxの設定」
Linux環境からの印刷方法を説明します。

! 2.7 章 「NetWare 5.x/6.xへの接続」
PCONSOLEと Adminを使用した NDS設定について説
明します。



本セクションの目次本セクションの目次本セクションの目次本セクションの目次

プリンタのファームウェアプリンタのファームウェアプリンタのファームウェアプリンタのファームウェア
プリンタのオペレーティングシステムはプリンタ内に格納されてい
て、プリンタファームウェアと呼ばれます。プリンタファームウェ
アはスマートメディアカードのフラッシュ ROMに格納されていま
す。

新しいプリンタファームウェアへのアップデートは、プリンタのパ
ラレルまたはネットワークインターフェイスのいずれかを経由して
行われます。プリンタファームウェアがプリンタにダウンロードさ
れると、プリンタはコードの種類を認識し、ダウンロードされた新
しいファームウェアに置き換えます。ダウンロード完了後、新しく
格納された動作可能なファームウェアで、プリンタが再起動します。

プリンタファームウェアのアップデートプリンタファームウェアのアップデートプリンタファームウェアのアップデートプリンタファームウェアのアップデート
プリンタの性能を高めるためにプリンタファームウェアのアップ
デートが行われることがあります。お使いのプリンタのファーム
ウェアをアップデートする必要がある場合は、テクニカルサポート
に連絡してください。Documentation CD-ROM内の「Service & 
Support Guide」に、連絡先が記載されています。最新の情報につい
ては、弊社のWebサイト www.konicaminolta.net/printer/を確認して
ください。
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2.7 「NetWare 5.x/6.xへの接続」 83



2.1Windows XPでのでのでのでの
プリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバ
のインストールのインストールのインストールのインストール



KONICA MINOLTA PostScriptドライバドライバドライバドライバ 
KONICA MINOLTA PostScriptドライバは、Software Utilities CD-ROM内に
あります。また、インターネット（www.konicaminolta.net/printer/）からも
入手可能です。本章では、プリンタの追加ウィザードを使用して、プリンタ
ドライバを手動でインストールする方法についても説明します。

CD-ROMからのインストールからのインストールからのインストールからのインストール
Software Utilities CD-ROMには、自動でプリンタドラ
イバをインストールするプログラムが入っています。
CD-ROMを入れて画面の指示にしたがうだけで、プ
リンタドライバのインストールを行うことができま
す。

詳しくは「CD-ROMリファレンスガイド」を参照し
てください。

プリンタドライバのインストールが完了したら、Software Utilities CD-ROM
を取り出し、大切に保管してください。

また、CD-ROM内のプリンタドライバを手動でインストールすることもで
きます。操作方法については、「KONICA MINOLTA PostScriptドライバの
手動でのインストール（Windows XP）」（p.20）を参照してください。

"# 製品販売開始後も、KONICA MINOLTAプリンタドライバの機能や性
能を向上させるための開発を続けています。最高の品質や性能でお
使いいただくために、プリンタドライバのソフトウェアのアップ
デートを行うことがあります。最新のプリンタドライバについては、
弊社のWebサイト www.konicaminolta.net/printer/でお使いのプリン
タのサポートページを確認してください。

インターネットからのプリンタドライバのインターネットからのプリンタドライバのインターネットからのプリンタドライバのインターネットからのプリンタドライバの
ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロード
弊社のWebサイト（www.konicaminolta.net/printer/）に
は、お使いのプリンタ用に最新のプリンタドライバやサ
ポートファイルが用意されています。プリンタドライバ
をダウンロードするときは、以下の手順にしたがってく
ださい。

1お使いのインターネットブラウザで、お使いのプリン
タのサポートページを表示し、「Drivers, PPDS, & 
Utilities」の項目からお使いの環境のプリンタドライバを
選択します。
KONICA MINOLTA PostScriptド
ライバ
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2 確認のメッセージが表示されたときは、「このプログラムをディスクに
保存する」を選択します。 ダウンロードするファイルを、コンピュータ
の新しいフォルダに保存します。

3 ダウンロードが完了したら、Windowsのエクスプローラを使用して、手
順 2で作成した新しいフォルダを開きます。

4 ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。
ファイルはWinZipの自己解凍ファイルになっていて、インストールに
必要なファイルを解凍できます。［Browse］をクリックし、手順 2で作
成したフォルダを表示して選択します。［OK］をクリックしてから、
［Unzip］をクリックします。 

5 ファイルの解凍後、WinZip Self-Extractorを閉じてから、次項、p.20の手
順 2以降のインストールの操作を行ってください。
KONICA MINOLTA PostScript
ドライバ 
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KONICA MINOLTA PostScriptドライバの手ドライバの手ドライバの手ドライバの手
動でのインストール（動でのインストール（動でのインストール（動でのインストール（Windows XP）））） 

以降の説明では、Windows XP用の KONICA MINOLTA PostScriptドライバ
を初めてインストールすることを想定しています。

"# TCP/IPを使用している場合は、Crownプリントモニタ+がすでにイン
ストールされていることを確認してください。

プリンタドライバのインストールプリンタドライバのインストールプリンタドライバのインストールプリンタドライバのインストール
1 インストールするプリンタドライバが Software Utilities CD-ROM内にあ
る場合は、その CD-ROMを CD-ROMドライブに入れてください。
CD-ROMの自動インストールプログラムが起動した場合は、次の操作を
行う前にプログラムを終了してください。

2［スタート］メニューから「プリンタと
FAX」を選択します。

3「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」を選択します。
「プリンタの追加ウィザード」が起動し
ます。画面の指示にしたがって操作し
てください。

4「ローカル プリンタ」を選択します（プリンタをサーバに接続せずに、
ポートに接続している場合）。そして［次へ］をクリックします。
KONICA MINOLTA PostScriptド
ライバの手動でのインストール

（Windows XP）
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5 接続環境に合わせてプリンタポートを選択します。
パラレル接続の場合は「LPTx:」を選択してください。USB接続の場合
は「USBxxx:」を選択してください。

6［ディスク使用］をクリックして、プリンタドライバがある場所（次の
表を参照）を表示して .infファイルを選択し、［開く］をクリックしてか
ら［OK］をクリックします。
KONICA MINOLTA PostScript
ドライバの手動でのインストー
ル（Windows XP） 
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7 お使いのプリンタを選択します。そして［次へ］をクリックします。

"# ネットワーク設定によっては、カラー印刷可能なユーザ数を制限す
る方がよい場合があります。「magicolor 7300 PostScript（モノクロ
のみ）」を選択すると、カラー印刷機能のないプリンタドライバがイ
ンストールされます。

インストールするインストールするインストールするインストールする
プリンタドライバ：プリンタドライバ：プリンタドライバ：プリンタドライバ：

参照先参照先参照先参照先

CD-ROM内にある場合内にある場合内にある場合内にある場合 $:¥drivers¥windows XP¥ps¥ 
（$ は、お使いのコンピュータの
CD-ROMドライブのドライブ名）

インターネットからインターネットからインターネットからインターネットから
ダウンロードした場合ダウンロードした場合ダウンロードした場合ダウンロードした場合

ダウンロード後に解凍したファイルが置
かれている新しいディレクトリ。
「インターネットからのプリンタドライ
バのダウンロード」（p.18）の手順 2を
参照してください。
KONICA MINOLTA PostScriptド
ライバの手動でのインストール

（Windows XP）
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8 この画面では、プリンタ名の変更や、通常使うプリンタとして使用する
かどうかの設定を行うことができます。設定後、［次へ］をクリックし
ます。

9［次へ］を 2回クリックし、［完了］をクリックします。
「プリンタの追加ウィザード」が終了します。

"# ポートについては「非共有」の設定が自動的に選択されます。
KONICA MINOLTA PostScript
ドライバの手動でのインストー
ル（Windows XP） 
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プリンタドライバの設定プリンタドライバの設定プリンタドライバの設定プリンタドライバの設定
1［スタート］メニューから「プリンタと FAX」を選択し、新しくインス
トールしたプリンタのアイコンを表示します。

2 プリンタアイコンを右クリックして、メニューから「プロパティ」を選
択します。

3「設定」タブをクリックします。 

!" TCP/IP印刷の場合は、この手順は自動的に行われます。
プリンタドライバの設定24



4 このダイアログでは、お使いのプリンタに装着されているオプションを
選択できます。使用可能なオプションを「実装済みオプション」リスト
に追加する場合は、オプションを選択し、［追加］ボタンをクリックし
てください。設定が完了したら、［OK］をクリックしてください。

!" お使いのプリンタが双方向通信可能な接続の場合は、プリンタに
装着されているオプションが自動的に「実装済みオプション」リ
ストに表示されます。現在装着されていないオプションのみが
「使用可能オプション」リストに表示されます。

5「デバイスの設定」タブをクリックします。このダイアログでは、給紙
トレイの用紙サイズなど、プリントジョブに依存しない初期設定を設定
します。

6 設定が完了したら、［OK］をクリックします。

!" プリンタドライバについて詳しくは、プリンタドライバのオンラ
インヘルプを参照してください。
プリンタドライバの設定 25





2.2Windows 2000でででで
のプリンタドライのプリンタドライのプリンタドライのプリンタドライ
バのインストールバのインストールバのインストールバのインストール



KONICA MINOLTA PostScriptドライバドライバドライバドライバ
KONICA MINOLTA PostScriptドライバは、Software Utilities CD-ROM内に
あります。また、インターネット（www.konicaminolta.net/printer/）からも
入手可能です。 本章では、プリンタの追加ウィザードを使用して、プリンタ
ドライバを手動でインストールする方法についても説明します。

CD-ROMからのインストールからのインストールからのインストールからのインストール
Software Utilities CD-ROMには、自動でプリンタド
ライバをインストールするプログラムが入っていま
す。 CD-ROMを入れて画面の指示にしたがうだけで、
プリンタドライバのインストールを行うことができ
ます。

詳しくは「CD-ROMリファレンスガイド」を参照し
てください。

プリンタドライバのインストールが完了したら、Software Utilities CD-ROM
を取り出し、大切に保管してください。

また、CD-ROM内のプリンタドライバを手動でインストールすることもで
きます。 操作方法については、「KONICA MINOLTA PostScriptドライバの手
動でのインストール（Windows 2000）」（p.30）を参照してください。

"# 製品販売開始後も、KONICA MINOLTAプリンタドライバの機能や性
能を向上させるための開発を続けています。 最高の品質や性能でお使
いいただくために、プリンタドライバのソフトウェアのアップデー
トを行うことがあります。 最新のプリンタドライバについては、弊社
のWebサイト www.konicaminolta.net/printer/でお使いのプリンタの
サポートページを確認してください。

インターネットからのプリンタドライバのインターネットからのプリンタドライバのインターネットからのプリンタドライバのインターネットからのプリンタドライバの
ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロード
弊社のWebサイト（www.konicaminolta.net/printer/）に
は、お使いのプリンタ用に最新のプリンタドライバやサ
ポートファイルが用意されています。プリンタドライバ
をダウンロードするときは、以下の手順にしたがってく
ださい。

1お使いのインターネットブラウザで、お使いのプリン
タのサポートページを表示し、「Drivers, PPDS, & 
Utilities」の項目からお使いの環境のプリンタドライバを
選択します。
KONICA MINOLTA PostScriptド
ライバ
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2 確認のメッセージが表示されたときは、「このプログラムをディスクに
保存する」を選択します。ダウンロードするファイルを、コンピュータ
の新しいフォルダに保存します。 

3 ダウンロードが完了したら、Windowsのエクスプローラを使用して、手
順 2で作成した新しいフォルダを開きます。 

4 ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。
ファイルはWinZipの自己解凍ファイルになっていて、インストールに
必要なファイルを解凍できます。［Browse］をクリックし、手順 2で作
成したフォルダを表示して選択します。［OK］をクリックしてから、
［Unzip］をクリックします。  

5 ファイルの解凍後、WinZip Self-Extractorを閉じてから、次項、p.30の手
順 2以降のインストールの操作を行ってください。
KONICA MINOLTA PostScript
ドライバ 
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KONICA MINOLTA PostScriptドライバの手ドライバの手ドライバの手ドライバの手
動でのインストール（動でのインストール（動でのインストール（動でのインストール（Windows 2000）））） 

以降の説明では、Windows 2000用の KONICA MINOLTA PostScriptドライ
バを初めてインストールすることを想定しています。以下の方法で、通常の
インストールを行うこともできます。

1 インストールするプリンタドライバが Software Utilities CD-ROM内にあ
る場合は、その CD-ROMを CD-ROMドライブに入れてください。
CD-ROMの自動インストールプログラムが起動した場合は、次の操作を
行う前にプログラムを終了してください。

2［スタート］メニューで「設定」から
「プリンタ」を選択します。

3「プリンタの追加」アイコンをダブル
クリックします。「プリンタの追加
ウィザード」が起動します。 画面の指
示にしたがって操作してください。

4「ローカル プリンタ」を選択します（プリンタをサーバに接続せずに、
ポートに接続している場合）。そして［次へ］をクリックします。
KONICA MINOLTA PostScriptド
ライバの手動でのインストール

（Windows 2000）
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5 接続環境に合わせてプリンタポートを選択します。
パラレル接続の場合は「LPTx:」を選択してください。USB接続の場合
は「USBxxx」を選択してください。

6［ディスク使用］をクリックして、プリンタドライバがある場所（次の
表を参照）を表示して .infファイルを選択し、［開く］をクリックしてか
ら［OK］をクリックします。
KONICA MINOLTA PostScript
ドライバの手動でのインストー
ル（Windows 2000） 
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7 お使いのプリンタを選択します。そして［次へ］をクリックします。

"# ネットワーク設定によっては、カラー印刷可能なユーザ数を制限
する方がよい場合があります。「magicolor 7300 PostScript（モノ
クロのみ）」を選択すると、カラー印刷機能のないプリンタドラ
イバがインストールされます。

インストールするインストールするインストールするインストールする
プリンタドライバ：プリンタドライバ：プリンタドライバ：プリンタドライバ：

参照先参照先参照先参照先

CD-ROM内にある場合内にある場合内にある場合内にある場合 $:¥drivers¥windows 2000¥ps¥ 
（$ は、お使いのコンピュータの
CD-ROMドライブのドライブ名）

インターネットからインターネットからインターネットからインターネットから
ダウンロードした場合ダウンロードした場合ダウンロードした場合ダウンロードした場合

ダウンロード後に解凍したファイルが
置かれている新しいディレクトリ。 
「インターネットからのプリンタドライ
バのダウンロード」（p.28）の手順 2を
参照してください。
KONICA MINOLTA PostScriptド
ライバの手動でのインストール

（Windows 2000）
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8 この画面では、プリンタ名の変更や、通常使うプリンタとして使用する
かどうかの設定を行うことができます。設定後、［次へ］をクリックし
ます。

9「このプリンタを共有しない」を選択します。［次へ］を 2回クリックし、
［完了］をクリックします。
「プリンタの追加ウィザード」が終了します。
KONICA MINOLTA PostScript
ドライバの手動でのインストー
ル（Windows 2000） 
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プリンタドライバの設定プリンタドライバの設定プリンタドライバの設定プリンタドライバの設定
1［スタート］メニューから「設定」－「プリンタ」を選択し、新しくイ
ンストールしたプリンタのアイコンを表示します。

2 プリンタアイコンを右クリックして「プロパティ」を選択します。

3「設定」タブをクリックします。

!" お使いのプリンタが双方向通信可能な接続の場合は、プリンタに
装着されているオプションが自動的に「実装済みオプション」リ
ストに表示されます。 現在装着されていないオプションのみが
「使用可能オプション」リストに表示されます。
プリンタドライバの設定34



4 このダイアログでは、お使いのプリンタに装着されているオプションを
選択できます。 使用可能なオプションを「実装済みオプション」リスト
に追加する場合は、オプションを選択し、［追加］ボタンをクリックし
てください。 設定が完了したら、［OK］をクリックしてください。

5「デバイスの設定」タブをクリックします。 このダイアログでは、給紙ト
レイの用紙サイズなど、プリントジョブに依存しない初期設定を設定し
ます。

6 設定が完了したら、［OK］をクリックします。

!" プリンタドライバについて詳しくは、プリンタドライバのオンラ
インヘルプを参照してください。
プリンタドライバの設定 35





2.3Windows Me/98でででで
のプリンタドライのプリンタドライのプリンタドライのプリンタドライ
バのインストールバのインストールバのインストールバのインストール



KONICA MINOLTA PostScriptドライバドライバドライバドライバ
KONICA MINOLTA PostScriptドライバは、Software Utilities CD-ROM内に
あります。また、インターネット（www.konicaminolta.net/printer/）からも
入手可能です。 本章では、プリンタの追加ウィザードを使用して、プリンタ
ドライバを手動でインストールする方法についても説明します。

CD-ROMからのインストールからのインストールからのインストールからのインストール
Software Utilities CD-ROMには、自動でプリンタドラ
イバをインストールするプログラムが入っています。 
CD-ROMを入れて画面の指示にしたがうだけで、プ
リンタドライバのインストールを行うことができま
す。 

詳しくは「CD-ROMリファレンスガイド」を参照し
てください。

プリンタドライバのインストールが完了したら、Software Utilities CD-ROM
を取り出し、大切に保管してください。

また、CD-ROM内のプリンタドライバを手動でインストールすることもで
きます。 操作方法については、「KONICA MINOLTA PostScriptドライバの手
動でのインストール（Windows Me/98）」（p.40）を参照してください。

"# 製品販売開始後も、KONICA MINOLTAプリンタドライバの機能や性
能を向上させるための開発を続けています。 最高の品質や性能でお使
いいただくために、プリンタドライバのソフトウェアのアップデー
トを行うことがあります。 最新のプリンタドライバについては、弊社
のWebサイト www.konicaminolta.net/printer/でお使いのプリンタの
サポートページを確認してください。

インターネットからのプリンタドライバのインターネットからのプリンタドライバのインターネットからのプリンタドライバのインターネットからのプリンタドライバの
ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロード
弊社のWebサイト（www.konicaminolta.net/printer/）に
は、お使いのプリンタ用に最新のプリンタドライバやサ
ポートファイルが用意されています。 プリンタドライバを
ダウンロードするときは、以下の手順にしたがってくだ
さい。

1お使いのインターネットブラウザで、お使いのプリン
タのサポートページを表示し、「Drivers, PPDS, & 
Utilities」の項目からお使いの環境のプリンタドライバを
選択します。
KONICA MINOLTA PostScriptド
ライバ
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2 確認のメッセージが表示されたときは、「このプログラムをディスクに
保存する」を選択します。ダウンロードするファイルを、コンピュータ
の新しいフォルダに保存します。

3 ダウンロードが完了したら、Windowsのエクスプローラを使用して、手
順 2で作成した新しいフォルダを開きます。

4 ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。
ファイルはWinZipの自己解凍ファイルになっていて、インストールに
必要なファイルを解凍できます。 ［Browse］をクリックし、手順 2で作
成したフォルダを表示して選択します。［OK］をクリックしてから、
［Unzip］をクリックします。  

5 ファイルの解凍後、WinZip Self-Extractorを閉じてから、次項、p.40の手
順 2以降のインストールの操作を行ってください。
KONICA MINOLTA PostScript
ドライバ 
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KONICA MINOLTA PostScriptドライバの手ドライバの手ドライバの手ドライバの手
動でのインストール（動でのインストール（動でのインストール（動でのインストール（Windows Me/98））））

以降の説明では、Windows Me/98用の KONICA MINOLTA PostScriptドラ
イバを初めてインストールすることを想定しています。

1 インストールするプリンタドライバ
が Software Utilities CD-ROM内にあ
る場合は、その CD-ROMを
CD-ROMドライブに入れてくださ
い。
CD-ROMの自動インストールプログ
ラムが起動した場合は、次の操作を
行う前にプログラムを終了してくだ
さい。

2［スタート］メニューで「設定」から
「プリンタ」を選択します。

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

4［次へ］をクリックします。

5「ローカル プリンタ」を選択し、［次へ］をクリックします。
KONICA MINOLTA PostScriptド
ライバの手動でのインストール

（Windows Me/98）
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6［ディスク使用］をクリックし、インストールするプリンタドライバの
場所を表示します。

7［OK］を 2回クリックします。

8 リストからお使いのプリンタを選択し、［次へ］をクリックします。

インストールするインストールするインストールするインストールする
プリンタドライバ：プリンタドライバ：プリンタドライバ：プリンタドライバ：

参照先参照先参照先参照先

CD-ROM内にある内にある内にある内にある
場合場合場合場合

$:¥drivers¥windows Me, 9x¥ps¥ 
（$ は、お使いのコンピュータの CD-ROMド
ライブのドライブ名）

インターネットからインターネットからインターネットからインターネットから
ダウンロードした場ダウンロードした場ダウンロードした場ダウンロードした場
合合合合

ダウンロード後に解凍したファイルが置かれ
ている新しいディレクトリ 。
「インターネットからのプリンタドライバのダ
ウンロード」（p.38）の手順 2を参照してくだ
さい。
KONICA MINOLTA PostScript
ドライバの手動でのインストー
ル（Windows Me/98） 
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"# ネットワーク設定によっては、カラー印刷可能なユーザ数を制限す
る方がよい場合があります。「magicolor 7300 Mono」を選択すると、
カラー印刷機能のないプリンタドライバがインストールされます。 

9 接続環境に合わせてプリンタポートを選択し、［次へ］をクリックしま
す。
パラレル接続の場合は「LPTx:」を選択してください。USB接続の場合
は「USBxxx」を選択してください。
KONICA MINOLTA PostScriptド
ライバの手動でのインストール

（Windows Me/98）
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10 この画面では、プリンタ名を変更することができます。［次へ］をク
リックし、［完了］をクリックします。
「プリンタの追加ウィザード」が終了します。
KONICA MINOLTA PostScript
ドライバの手動でのインストー
ル（Windows Me/98） 
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プリンタドライバの設定プリンタドライバの設定プリンタドライバの設定プリンタドライバの設定
1［スタート］メニューから「設定」－「プリンタ」を選択し、新しくイ
ンストールしたプリンタのアイコンを表示します。

2 プリンタアイコンを右クリックします。

3 メニューから「プロパティ」を選択します。 「プロパティ」ウィンドウ
で「詳細」タブをクリックします。ポートとプリンタドライバの名前が
正しいことを確認します。そして［プリンタの設定］をクリックしま
す。

4「設定」タブをクリックします。
"# お使いのプリンタが双方向通信可能な接続の場合は、プリンタに

装着されているオプションが自動的に「実装済みオプション」リ
ストに表示されます。 現在装着されていないオプションのみが
「使用可能オプション」リストに表示されます。
プリンタドライバの設定44



5 このダイアログでは、お使いのプリンタに装着されているオプションを
選択できます。使用可能なオプションを「実装済みオプション」リスト
に追加する場合は、オプションを選択し、［追加］ボタンをクリックし
てください。 設定が完了したら、［OK］をクリックしてください。

"# お使いのプリンタが双方向通信可能な接続の場合は、プリンタに
装着されているオプションが自動的に「実装済みオプション」リ
ストに表示されます。 現在装着されていないオプションのみが
「使用可能オプション」リストに表示されます。

6「用紙」タブをクリックします。このタブの画面では、用紙サイズ、給
紙トレイ、用紙種類など、プリントジョブに依存しない初期設定を設定
します。

"# プリンタドライバについて詳しくは、プリンタドライバのオンラ
インヘルプを参照してください。

7 設定が完了したら、［OK］をクリックします。
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2.4Windows NT 4.0
でのプリンタでのプリンタでのプリンタでのプリンタ
ドライバのドライバのドライバのドライバの
インストールインストールインストールインストール



KONICA MINOLTA PostScriptドライバドライバドライバドライバ
KONICA MINOLTA PostScriptドライバは、Software Utilities CD-ROM内に
あります。また、インターネット（www.konicaminolta.net/printer/）からも
入手可能です。 本章では、プリンタの追加ウィザードを使用して、プリンタ
ドライバを手動でインストールする方法についても説明します。

"# KONICA MINOLTA PostScriptプリンタドライバを使用するには、
SNMPサービスが動作していて、Windows NT 4.0サービスパック 6
以降がインストールされている必要があります。

CD-ROMからのインストールからのインストールからのインストールからのインストール
Software Utilities CD-ROMには、自動でプリンタドラ
イバをインストールするプログラムが入っています。 
CD-ROMを入れて画面の指示にしたがうだけで、プ
リンタドライバのインストールを行うことができま
す。

詳しくは「CD-ROMリファレンスガイド」を参照し
てください。

プリンタドライバのインストールが完了したら、Software Utilities CD-ROM
を取り出し、大切に保管してください。

また、CD-ROM内のプリンタドライバを手動でインストールすることもで
きます。 操作方法については、「KONICA MINOLTA PostScriptドライバの手
動でのインストール（Windows NT 4.0）」（p.50）を参照してください。

"# 製品販売開始後も、KONICA MINOLTAプリンタドライバの機能や性
能を向上させるための開発を続けています。 最高の品質や性能でお使
いいただくために、プリンタドライバのソフトウェアのアップデー
トを行うことがあります。 最新のプリンタドライバについては、弊社
のWebサイト www.konicaminolta.net/printer/でお使いのプリンタの
サポートページを確認してください。

インターネットからのプリンタドライバのインターネットからのプリンタドライバのインターネットからのプリンタドライバのインターネットからのプリンタドライバの
ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロード
弊社のWebサイト（www.konicaminolta.net/printer/）に
は、お使いのプリンタ用に最新のプリンタドライバやサ
ポートファイルが用意されています。 プリンタドライバを
ダウンロードするときは、以下の手順にしたがってくだ
さい。
KONICA MINOLTA PostScriptド
ライバ
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1 お使いのインターネットブラウザで、お使いのプリンタのサポートペー
ジを表示し、「Drivers, PPDS, & Utilities」の項目からお使いの環境のプ
リンタドライバを選択します。

2 確認のメッセージが表示されたときは、「このプログラムをディスクに
保存する」を選択します。 ダウンロードするファイルを、コンピュータ
の新しいフォルダに保存します。

3 ダウンロードが完了したら、Windowsのエクスプローラを使用して、手
順 2で作成した新しいフォルダを開きます。

4 ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。
ファイルはWinZipの自己解凍ファイルになっていて、インストールに
必要なファイルを解凍できます。 ［Browse］をクリックし、手順 2で作
成したフォルダを表示して選択します。［OK］をクリックしてから、
［Unzip］をクリックします。  

5 ファイルの解凍後、WinZip Self-Extractorを閉じてから、次項の手順 2以
降のインストールの操作を行ってください。
KONICA MINOLTA PostScript
ドライバ 
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KONICA MINOLTA PostScriptドライバの手ドライバの手ドライバの手ドライバの手
動でのインストール（動でのインストール（動でのインストール（動でのインストール（Windows NT 4.0））））

"# プリンタドライバ使用時の注意と、特殊なインストール方法／使用
方法については、プリンタドライバの「readme.txt」ファイルを参照
してください。

以降の説明では、Windows NT 4.0用の KONICA MINOLTA PostScriptドラ
イバを初めてインストールすることを想定しています。

1 インストールするプリンタドライバが
Software Utilities CD-ROM内にある場
合は、その CD-ROMを CD-ROMドラ
イブに入れてください。
CD-ROMの自動インストールプログラ
ムが起動した場合は、次の操作を行う
前にプログラムを終了してください。

2［スタート］メニューで「設定」から
「プリンタ」を選択します。

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

4「このコンピュータ」を選択し、［次へ］をクリックします。
KONICA MINOLTA PostScriptド
ライバの手動でのインストール

（Windows NT 4.0）
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5 接続環境に合わせてプリンタポートを選択し、［次へ］をクリックしま
す。

パラレル接続の場合は「LPTx:」を選択してください。 USB接続の場合
は「USBxxx」を選択してください。

6［ディスク使用］をクリックして、インストールするプリンタドライバ
がある場所（次の表を参照）を表示して .infファイルを選択し、［開く］
をクリックしてから［次へ］をクリックします。
KONICA MINOLTA PostScript
ドライバの手動でのインストー
ル（Windows NT 4.0） 
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7 プリンタ名の変更や、通常使うプリンタとして使用するかどうかの設定
をします。 設定後、［次へ］をクリックします。

インストールするインストールするインストールするインストールする
プリンタドライバ：プリンタドライバ：プリンタドライバ：プリンタドライバ：

参照先参照先参照先参照先

CD-ROM内にある内にある内にある内にある
場合場合場合場合

$:¥drivers¥windows NT4¥ps¥ 
（$ は、お使いのコンピュータの CD-ROMドラ
イブのドライブ名）

インターネットからインターネットからインターネットからインターネットから
ダウンロードした場ダウンロードした場ダウンロードした場ダウンロードした場
合合合合

ダウンロード後に解凍したファイルが置かれて
いる新しいディレクトリ。
「インターネットからのプリンタドライバのダウ
ンロード」（p.48）の手順 2を参照してくださ
い。
KONICA MINOLTA PostScriptド
ライバの手動でのインストール

（Windows NT 4.0）
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8「共有する」または「共有しない」を選択します。（「共有する」を選択
したときは、共有名も入力してください。）［次へ］をクリックし、［完
了］をクリックします。

「プリンタの追加ウィザード」が終了します。

プリンタドライバの設定プリンタドライバの設定プリンタドライバの設定プリンタドライバの設定
"# KONICA MINOLTA PostScriptプリンタドライバを使用するには、

SNMPサービスが動作していて、Windows NT 4.0サービスパック 6
以降がインストールされている必要があります。

1［スタート］メニューから「設定」－「プリンタ」を選択し、新しくイ
ンストールしたプリンタのアイコンを表示します。

2 プリンタアイコンを右クリックして「プロパティ」を選択します。

3「設定」タブをクリックします。
"# お使いのプリンタが双方向通信可能な接続の場合は、プリンタに

装着されているオプションが自動的に「実装済みオプション」リ
ストに表示されます。 現在装着されていないオプションのみが
「使用可能オプション」リストに表示されます。
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4 このタブの画面では、お使いのプリンタに装着されているオプションを
選択できます。 使用可能なオプションを「実装済みオプション」リスト
に追加する場合は、オプションを選択し、［追加］ボタンをクリックし
てください。 設定が完了したら、［OK］をクリックしてください。

5「デバイスの設定」タブをクリックします。

このタブの画面では、給紙トレイの用紙サイズなど、プリントジョブに
依存しない初期設定を設定します。

6 設定が完了したら、［OK］をクリックします。

"# プリンタドライバについて詳しくは、プリンタドライバのオンラ
インヘルプも参照してください。
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2.5 Macintosh用用用用 PPD
とユーティリティとユーティリティとユーティリティとユーティリティ



はじめにはじめにはじめにはじめに
本章では、プリンタの全機能を活用するのに必要な PPD（PostScript 
Printer Description）ファイルとユーティリティのインストール方法につい
て説明します。この PPDファイルは、Mac OSの PostScriptプリンタドラ
イバ（LaserWriter）で使われ、magicolor 7300の印刷解像度、用紙サイズ
等の機能や、両面印刷等のオプション機能をサポートします。

PPDファイルのインストールファイルのインストールファイルのインストールファイルのインストール
詳しくは「CD-ROMリファレンスガイド」を参照してください。

プリンタの設定プリンタの設定プリンタの設定プリンタの設定
1 デスクトップのアップルメニューから「セレクタ」を開きます。

2 プリンタドライバ「LaserWriter 8」を選択します。
「セレクタ」では、使用可能なプリンタが表示されます。

3「PostScriptプリンタの選択」リストから magicolor 7300を選択し、［作
成］をクリックします。

"# お使いのネットワークに複数のゾーンがある場合は、magicolor 
7300が設定されているゾーンを選択してから、「PostScriptプリ
ンタの選択」リストからプリンタを選択し、［作成］をクリック
してください。

設定処理が終わったことを示すメッセージウィンドウが表示されたら、
メッセージウィンドウを閉じます。「セレクタ」ウィンドウに戻ると、
［作成］ボタンが［再設定］ボタンに変わっています。

4［再設定］をクリックしま
す。
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5 設定ウィンドウで、［PPD 選択］をクリックします。

6「システムフォルダ／機能
拡張／プリンタ記述ファ
イル」フォルダから、
magicolor 7300用にイン
ストールした PPDファイ
ルを選択し、［開く］をク
リックします。
選択した PPDファイルと
magicolor 7300プリンタ
間の「接続」は、
Macintoshによって行わ
れます。

7 設定ウィンドウで、［構成］をクリックします。

8 各オプションのドロップダウンリストでオプション構成の設定を行いま
す。プリンタのすべてのオプション設定を行ってください。

9 PPDの設定が終わったら［OK］をクリックし、「セレクタ」ウィンドウ
を閉じます。
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Macintosh用用用用 KONICA MINOLTA PPD
本項では、お使いのアプリケーションの印刷ダイアログから設定できる、プ
リンタの設定項目について説明します。

"# Mac OSのバージョンやアプリケーションによって画面が異なる場合
があります。Mac OSのバージョン間での違いについては、お使いの
Macintoshのマニュアルを参照してください。

概要概要概要概要
1 印刷を行いたいアプリケーションで、「プリント」を選択します。
印刷の設定ダイアログが表示されます。

"# 使用するプリンタがダイアログ上部の「プリンタ」ドロップダウ
ンリストで選択され、「出力対象」リストで「プリンタ」が選択
されていることを確認してください。

2 印刷するプリントジョブ用の設定を行ってから［プリント］をクリック
します。
そのプリントジョブが印刷されます。

次項以降では、印刷ダイアログで設定可能な項目について説明します。
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「一般設定」ダイアログ「一般設定」ダイアログ「一般設定」ダイアログ「一般設定」ダイアログ

項目項目項目項目 説明説明説明説明

部数部数部数部数 プリントジョブを何部印刷するかを設定します。

丁合い丁合い丁合い丁合い この項目をチェックすると、プリントジョブが丁合いされて
出力されます（文書の全ページが 1部印刷されてから次の 1
部が印刷されます）。チェックしない場合は、丁合いは行われ
ません。

ページページページページ 「全ページ」を選択すると、開いている文書の全ページが印刷
されます。ページ範囲を指定して印刷する場合は、「ページ指
定」の左側のボックスに印刷開始ページを入力し、右側の
ボックスに印刷終了ページを入力します。

給紙元給紙元給紙元給紙元 このプリントジョブで使用する給紙トレイを選択します。複
数の給紙トレイが装着されている場合は、文書の 1枚目を別
の給紙トレイから印刷するように設定することもできます。

設定の保存設定の保存設定の保存設定の保存 印刷ダイアログで変更した設定を保存します。ここで行った
変更は、次に設定が変更されるまで、初期設定として使用さ
れます。

キャンセルキャンセルキャンセルキャンセル 印刷を行わず、また設定変更の保存を行わずに、印刷ダイア
ログを閉じます。

プリントプリントプリントプリント 印刷ダイアログで行った設定を使用してプリントジョブを送
信し、印刷ダイアログを閉じ、最後に保存した設定に戻しま
す。
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「バックグラウンドプリント」ダイアログ「バックグラウンドプリント」ダイアログ「バックグラウンドプリント」ダイアログ「バックグラウンドプリント」ダイアログ

項目項目項目項目 説明説明説明説明

処理方法処理方法処理方法処理方法 印刷方法を「フォアグラウンド」または「バックグラウンド」
から選択します。バックグラウンドで印刷すると、プリント
ジョブを処理する準備ができるまでコンピュータ上に一時的
に保存されるスプールファイルが作成されます。そのため、
プリントジョブの処理中も、お使いのアプリケーションで作
業を続けることができます。お使いのコンピュータ上に、ス
プールファイルの処理を行う空き容量が十分にない場合は、
「フォアグラウンド」を選択してください。

プリント時刻プリント時刻プリント時刻プリント時刻 プリントジョブに優先度を指定します。また、プリントジョ
ブを印刷する時刻を指定することもできます。

設定の保存設定の保存設定の保存設定の保存 印刷ダイアログで変更した設定を保存します。 ここで行った
変更は、次に設定が変更されるまで、初期設定として使用さ
れます。

キャンセルキャンセルキャンセルキャンセル 印刷を行わず、また設定変更の保存を行わずに、印刷ダイア
ログを閉じます。

プリントプリントプリントプリント 印刷ダイアログで行った設定を使用してプリントジョブを送
信し、印刷ダイアログを閉じ、最後に保存した設定に戻しま
す。
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「カラー・マッチング」ダイアログ「カラー・マッチング」ダイアログ「カラー・マッチング」ダイアログ「カラー・マッチング」ダイアログ

項目項目項目項目 説明説明説明説明

カラー指定カラー指定カラー指定カラー指定 お使いのコンピュータで使用可能なカラー設定から選択しま
す。

マッチングマッチングマッチングマッチング
スタイルスタイルスタイルスタイル

カラーマッチング設定を指定します。また、設定を自動的に
選択することもできます。「カラー指定」で「ColorSyncカ
ラー・マッチング」を選択していない場合は、この項目はグ
レー表示になり、設定できません。

プリンタ用プリンタ用プリンタ用プリンタ用
プロファイルプロファイルプロファイルプロファイル

使用可能なプリンタ用プロファイルから設定を選択します。

設定の保存設定の保存設定の保存設定の保存 印刷ダイアログで変更した設定を保存します。ここで行った
変更は、次に設定が変更されるまで、初期設定として使用さ
れます。

キャンセルキャンセルキャンセルキャンセル 印刷を行わず、また設定変更の保存を行わずに、印刷ダイア
ログを閉じます。

プリントプリントプリントプリント 印刷ダイアログで行った設定を使用してプリントジョブを送
信し、印刷ダイアログを閉じ、最後に保存した設定に戻しま
す。
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「表紙」ダイアログ「表紙」ダイアログ「表紙」ダイアログ「表紙」ダイアログ

項目項目項目項目 説明説明説明説明

表紙のプリン表紙のプリン表紙のプリン表紙のプリン
トトトト

表紙を印刷するかどうかを指定します。また表紙を印刷する
場合、表紙の位置を文書の前または後に指定できます。

表紙の給紙元表紙の給紙元表紙の給紙元表紙の給紙元 表紙を印刷する用紙が入っている給紙トレイを選択します。
表紙ページには、ユーザ名、アプリケーション、文書名、日
付、時刻、プリンタ名、ページ番号など、プリントジョブに
関する情報が印刷されます。「表紙のプリント」で「なし」が
選択されている場合は、この項目はグレー表示になり、設定
できません。

設定の保存設定の保存設定の保存設定の保存 印刷ダイアログで変更した設定を保存します。ここで行った
変更は、次に設定が変更されるまで、初期設定として使用さ
れます。

キャンセルキャンセルキャンセルキャンセル 印刷を行わず、また設定変更の保存を行わずに、印刷ダイア
ログを閉じます。

プリントプリントプリントプリント 印刷ダイアログで行った設定を使用してプリントジョブを送
信し、印刷ダイアログを閉じ、最後に保存した設定に戻しま
す。
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「レイアウト」ダイアログ「レイアウト」ダイアログ「レイアウト」ダイアログ「レイアウト」ダイアログ

項目項目項目項目 説明説明説明説明

ページ割り付ページ割り付ページ割り付ページ割り付
けけけけ

1枚の用紙に印刷するページ数を設定します。

レイアウトレイアウトレイアウトレイアウト
方向方向方向方向

用紙上に複数のページを並べる場合、左から右の順番か、右
から左の順番か方向を指定します。

枠線枠線枠線枠線 用紙内の各ページのまわりを枠で囲むかどうかを指定します。
また枠線の種類も指定できます。

両面プリント両面プリント両面プリント両面プリント プリントジョブを両面印刷するかどうか設定します。

オプションの両面プリントユニットが装着され、PPDでオプ
ションが設定されている場合以外は、この項目はグレー表示
になり、設定できません。詳しくは、「プリンタの設定」
（p.56）を参照してください。

とじしろとじしろとじしろとじしろ 用紙内の各ページの綴じる方向を、短辺か長辺か指定します。

設定の保存設定の保存設定の保存設定の保存 印刷ダイアログで変更した設定を保存します。 ここで行った
変更は、次に設定が変更されるまで、初期設定として使用さ
れます。

キャンセルキャンセルキャンセルキャンセル 印刷を行わず、また設定変更の保存を行わずに、印刷ダイア
ログを閉じます。

プリントプリントプリントプリント 印刷ダイアログで行った設定を使用してプリントジョブを送
信し、印刷ダイアログを閉じ、最後に保存した設定に戻しま
す。
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「ファイルとして保存」ダイアログ「ファイルとして保存」ダイアログ「ファイルとして保存」ダイアログ「ファイルとして保存」ダイアログ

項目項目項目項目 説明説明説明説明

フォーマットフォーマットフォーマットフォーマット 出力ファイルのフォーマットを選択します。

PostScript
レベルレベルレベルレベル

PostScriptレベルを選択します。

データフォーデータフォーデータフォーデータフォー
マットマットマットマット

プリントジョブをファイルとして保存する際のフォーマット
を、「ASCII」または「二進（バイナリ）」から選択します。

フォントのフォントのフォントのフォントの
保持保持保持保持

プリントジョブをファイルとして保存する際に、プリント
ジョブ内のフォントを保持する方法を選択します。

設定の保存設定の保存設定の保存設定の保存 印刷ダイアログで変更した設定を保存します。ここで行った
変更は、次に設定が変更されるまで、初期設定として使用さ
れます。

キャンセルキャンセルキャンセルキャンセル 印刷を行わず、また設定変更の保存を行わずに、印刷ダイア
ログを閉じます。

プリントプリントプリントプリント 印刷ダイアログで行った設定を使用してプリントジョブを送
信し、印刷ダイアログを閉じ、最後に保存した設定に戻しま
す。
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プリンタ固有の設定プリンタ固有の設定プリンタ固有の設定プリンタ固有の設定

「詳細カラー設定「詳細カラー設定「詳細カラー設定「詳細カラー設定 3」ダイアログ」ダイアログ」ダイアログ」ダイアログ

項目項目項目項目 説明説明説明説明

シミュレーシミュレーシミュレーシミュレー
ションションションション

ICCカラーマッチング用の CMYKソースプロファイルを選択
します。

デスティネーデスティネーデスティネーデスティネー
ションションションション

プリンタ用のデスティネーションプロファイルを選択します。
「既定設定」を選択すると、プリンタ専用に作成された初期設
定のプロファイルが選択されます。ただし、カスタムデス
ティネーションプロファイルがプリンタのハードディスクに
常駐している必要があります。

カスタム設定カスタム設定カスタム設定カスタム設定 画像とグラフィックスの ICCカラーマッチングを行うための
RGBソースプロファイルを選択します。

設定の保存設定の保存設定の保存設定の保存 印刷ダイアログで変更した設定を保存します。ここで行った
変更は、次に設定が変更されるまで、初期設定として使用さ
れます。

キャンセルキャンセルキャンセルキャンセル 印刷を行わず、また設定変更の保存を行わずに、印刷ダイア
ログを閉じます。

プリントプリントプリントプリント 印刷ダイアログで行った設定を使用してプリントジョブを送
信し、印刷ダイアログを閉じ、最後に保存した設定に戻しま
す。
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「基本カラー設定」ダイアログ「基本カラー設定」ダイアログ「基本カラー設定」ダイアログ「基本カラー設定」ダイアログ

項目項目項目項目 説明説明説明説明

プリンタプリンタプリンタプリンタ 使用するプリンタを指定します。

基本カラー設基本カラー設基本カラー設基本カラー設
定定定定

magicolor 7300プリンタ用の設定を行います。

クイックカクイックカクイックカクイックカ
ラー設定ラー設定ラー設定ラー設定

「自動」または「クイックカラー設定」を選択します。

印刷品質印刷品質印刷品質印刷品質 magicolor 7300が対応している印刷解像度から、解像度を選
択します。

用紙の種類用紙の種類用紙の種類用紙の種類 印刷する用紙の種類を指定します。

スムージングスムージングスムージングスムージング 「はい」を選択すると、文字と線の境界がスムーズになり、ギ
ザギザのパターンがなくなります。1ドットの線が強調され、
斜めの線を滑らかにするために少し太くなります。

トナー節約トナー節約トナー節約トナー節約
モードを使用モードを使用モードを使用モードを使用

トナー節約モードに設定することができます。

設定の保存設定の保存設定の保存設定の保存 印刷ダイアログで変更した設定を保存します。 ここで行った
変更は、次に設定が変更されるまで、初期設定として使用さ
れます。

キャンセルキャンセルキャンセルキャンセル 印刷を行わず、また設定変更の保存を行わずに、印刷ダイア
ログを閉じます。

プリントプリントプリントプリント 印刷ダイアログで行った設定を使用してプリントジョブを送信
し、印刷ダイアログを閉じ、最後に保存した設定に戻します。
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「詳細カラー設定「詳細カラー設定「詳細カラー設定「詳細カラー設定 1 」ダイアログ」ダイアログ」ダイアログ」ダイアログ

項目項目項目項目 説明説明説明説明

RGBソースソースソースソース
（イメージ）（イメージ）（イメージ）（イメージ）

画像の ICCカラーマッチングを行うための RGBソースプロ
ファイル（標準またはカスタム）を選択します。

RGBソースソースソースソース
（グラフィック（グラフィック（グラフィック（グラフィック
ス）ス）ス）ス）

グラフィックスの ICCカラーマッチングを行うための RGB
ソースプロファイル（標準またはカスタム）を選択します。

グレースケーグレースケーグレースケーグレースケー
ル（イメージ）ル（イメージ）ル（イメージ）ル（イメージ） 

と

グレースケーグレースケーグレースケーグレースケー
ル（グラル（グラル（グラル（グラ
フィックス）フィックス）フィックス）フィックス）

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。

ブラックのみ：ブラックのみ：ブラックのみ：ブラックのみ：RGBによるグレーがすべて、CMYKのブラッ
クのみで印刷するグレースケールに変換されます。「グレース
ケール」の項目を「ブラックのみ」に設定すると、モノクロ
印刷時の高速な印刷になり、グレー部分の印刷にはブラック
のトナーのみが使用されます。

"# ただし、この設定では、階調の細かさがうまく再現で
きない場合があります。

CMYK：：：：RGBによる黒とグレーが、出力プロファイルによっ
て CMYKに変換されます。 「グレースケール」の項目を
「CMYK」に設定すると、シアン、マゼンタ、イエロー、ブ
ラックのトナーを混ぜて使用して、鮮やかな色のブラックに
なります。

"# この設定ではすべての色を使用するため、文字と線が
多い場合に、トナーの飛散や位置合わせのエラーが起
こる可能性が高くなります。
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設定の保存設定の保存設定の保存設定の保存 印刷ダイアログで変更した設定を保存します。 ここで行った
変更は、次に設定が変更されるまで、初期設定として使用さ
れます。

キャンセルキャンセルキャンセルキャンセル 印刷を行わず、また設定変更の保存を行わずに、印刷ダイア
ログを閉じます。

プリントプリントプリントプリント 印刷ダイアログで行った設定を使用してプリントジョブを送
信し、印刷ダイアログを閉じ、最後に保存した設定に戻しま
す。

項目項目項目項目 説明説明説明説明
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「詳細カラー設定「詳細カラー設定「詳細カラー設定「詳細カラー設定 2」ダイアログ」ダイアログ」ダイアログ」ダイアログ

項目項目項目項目 説明説明説明説明

ハーフトーンハーフトーンハーフトーンハーフトーン
（イメージ）（イメージ）（イメージ）（イメージ）

画像で使用されているグレースケールの階調数に応じて、印
刷される画像のグラデーションのスムーズさを設定します。
プリンタによって使用可能なハーフトーン設定は異なります。

ハーフトーンハーフトーンハーフトーンハーフトーン
（グラフィック（グラフィック（グラフィック（グラフィック
ス）ス）ス）ス）

グラフィックスで使用されているグレースケールの階調数に
応じて、印刷される画像のグラデーションのスムーズさを設
定します。プリンタによって使用可能なハーフトーン設定は
異なります。

カラーマッチカラーマッチカラーマッチカラーマッチ
ングングングング

カラーマッチング設定を選択します。また、設定を自動的に
選択することもできます。「カラー指定」で「ColorSyncカ
ラー・マッチング」または「PostScriptカラー・マッチング」
を選択していない場合は、この項目はグレー表示になり、設
定できません。

モノクロ印刷モノクロ印刷モノクロ印刷モノクロ印刷 カラー部分をグレースケールで印刷するときは、この項目を
選択してください。

設定の保存設定の保存設定の保存設定の保存 印刷ダイアログで変更した設定を保存します。ここで行った
変更は、次に設定が変更されるまで、初期設定として使用さ
れます。

キャンセルキャンセルキャンセルキャンセル 印刷を行わず、また設定変更の保存を行わずに、印刷ダイア
ログを閉じます。

プリントプリントプリントプリント 印刷ダイアログで行った設定を使用してプリントジョブを送
信し、印刷ダイアログを閉じ、最後に保存した設定に戻しま
す。
Macintosh用 KONICA 
MINOLTA PPD 
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「作業記録処理」ダイアログ「作業記録処理」ダイアログ「作業記録処理」ダイアログ「作業記録処理」ダイアログ 

項目項目項目項目 説明説明説明説明

PostScriptエエエエ
ラーが起きたラーが起きたラーが起きたラーが起きた
場合場合場合場合

PostScriptエラーが起きたときにプリンタが自動的に行う処
理を設定します。

作業記録作業記録作業記録作業記録 作業記録を行う処理を設定します。

設定の保存設定の保存設定の保存設定の保存 印刷ダイアログで変更した設定を保存します。ここで行った
変更は、次に設定が変更されるまで、初期設定として使用さ
れます。

キャンセルキャンセルキャンセルキャンセル 印刷を行わず、また設定変更の保存を行わずに、印刷ダイア
ログを閉じます。

プリントプリントプリントプリント 印刷ダイアログで行った設定を使用してプリントジョブを送
信し、印刷ダイアログを閉じ、最後に保存した設定に戻しま
す。
Macintosh用 KONICA MINOLTA
PPD
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2.6Linuxの設定の設定の設定の設定



Linux環境からの印刷環境からの印刷環境からの印刷環境からの印刷
本章では、Linux OSから KONICA MINOLTAプリンタへ印刷を行うための
一般的ないくつかの方法について説明します。これらの方法には、印刷の自
由度と Linux環境でのプリンタ機能の利用に関して、最小限のものから最大
限のものまであります。それぞれの方法について、一般的な説明、インス
トール方法、使用時の注意を記載します。

"# 本章で説明する操作方法は、RedHat 6.2の OSで検証しています。操
作方法は、OSの種類によって異なる場合があります。

一般的な印刷方法一般的な印刷方法一般的な印刷方法一般的な印刷方法
CUPS

"# KONICA MINOLTAプリンタは Linuxでの印刷に対応し、必要な PPD
（CUPSで使用）が付属しています。

CUPSでは、Linuxユーザが IPP（インターネット印刷プロトコル）を利用
して、プリントジョブやプリントキューを管理することができます。LPD
（Line Printer Daemon）、SMB（Server Message Block）、AppSocket（a.k.a. 
JetDirect）のプロトコルは、機能は制限されますがサポートされています。
CUPSにより、ネットワークプリンタの参照が可能になり、Linux環境での
印刷に対応した PPD（PostScript Printer Description）ベースの機能設定が
利用可能になります。

CUPSで PPDファイルを使用すると、両面印刷や複数の給紙トレイなどの
プリンタの機能を利用でき、用紙のサイズや種類の初期設定を CUPSの
Webベースの GUIから設定できます。ただし、プリンタの設定が可能なア
プリケーションからの印刷時に、そのアプリケーションの設定が CUPSの
設定よりも優先されるために問題が発生することがあります。例えば、
CUPSで設定されている用紙サイズと異なる用紙サイズを Netscapeの印刷
ダイアログで選択した場合、Netscapeでの設定の方が CUPSでの設定より
も優先され、Netscpaeで設定された用紙サイズが使われます。この問題が
起きないようにするには、アプリケーションの設定が CUPSの設定に合っ
ていることを確認してください。

また、Linuxからの両面印刷時に CUPSとWindows NTの PPDを使用する
と、マージンの位置合わせの問題が起こることが判明しています。
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XPP
XPPは、CUPS印刷システムの GUIです。XPP（X Printing Panel）はフ
リーのツール（GNU GPL（General Public License）で動作）で、使用可能
なプリンタのリストからプリンタを選択でき、プリンタの設定を行うことが
可能になります。コマンドラインまたはアプリケーションから、通常のユー
ティリティ（lprまたは lp）の代わりにこのプログラム（XPP）をそのまま
使用することができます。

利点や機能利点や機能利点や機能利点や機能
! CUPSのWebベースシステムよりも簡単にプリンタを管理できます。

! ネットワーク上で使用可能なプリンタを確認して選択することがで
きます。

! コマンドラインまたはアプリケーションから起動することができま
す。組み込まれているファイルブラウザから印刷するファイル名を
選択できます。また、コマンドラインの引数としてファイル名を指
定できます。標準入力からの印刷も可能です。

! プリンタの機能にアクセスするのに、暗号のようなコマンドライン
の引数を覚えたり入力したりする必要がありません。プリンタの機
能設定はダイアログで簡単に選択できます。

! 専用のソフトウェアを使わずに、両面印刷ユニット、増設した給紙
トレイなど、ほとんどの PostScriptプリンタの高度な機能を利用す
ることができます。

! 印刷するページの選択など文書用の設定の前処理や、輝度やガンマ
補正の設定、テキストやイメージの出力の設定などを行うことがで
きます。

! CUPSのコマンドラインツールの多くと互換性があります。lprのコマ
ンドライン設定や lpの多くのコマンドライン設定に対応しています。

インストールの手順インストールの手順インストールの手順インストールの手順
以下の手順は、クイックリファレンスにすぎません。詳細な手順について
は、各アプリケーションに付属のマニュアルを参照してください。

CUPSのののの RPMからのインストールからのインストールからのインストールからのインストール
1 まず現在の lpd印刷システムをアンインストールしておく必要がありま
す。lpdをアンインストールする方法は、次項で説明しています。

2 CUPSのバージョン1.1.1以降をhttp://www.cups.orgからダウンロードし
ます。

3「rpm -i cups-x.x.x-linux-x.x-intel.rpm」と入力します（お使いの RPMの名
前を使用してください）。
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lpdのアンインストールのアンインストールのアンインストールのアンインストール
ルート権限で、コマンドラインから以下ののように入力します。

rpm -e printtool-3.44-1

rpm -e rhs-printfilters-1.63-1

rpm -e lpr

"# 上記のバージョン番号は、実際のバージョン番号と異なる場合があ
ります。

プリンタの追加プリンタの追加プリンタの追加プリンタの追加
CUPSでは、プリンタの追加方法が、lpadminといわれるコマンドラインプ
ログラムとWebインターフェイスの 2種類あります。lpadminコマンドを
使用すると、ほとんどのプリンタ管理処理をコマンドラインから行うことが
できます。lpadminコマンドは「usr/sbin」にあります。Webインターフェ
イスは「http://localhost:631/admin」にあり、プリンタ設定を行うことがで
きます。

コマンドラインからのプリンタの追加コマンドラインからのプリンタの追加コマンドラインからのプリンタの追加コマンドラインからのプリンタの追加
1 ppdファイルを「/usr/share/cups/model」へコピーします。

2 以下のコマンドを実行します。

/usr/sbin/lpadmin -p printername -E -v device -m 
filename.ppd

「printername」の部分にはプリンタにつけた名前を入力し、「device」の
部分にはプリンタの場所（例えば、「parallel:/dev/lp0」や「socket://
11.22.33.44」）を入力し、「filename.ppd」の部分には手順 1でコピーし
た ppdファイルのファイル名を入力してください。

3 このプリンタをデフォルトプリンタにするには、「/usr/sbin/lpadmin -d 
printer」（「printer」の部分は、手順 2で入力したプリンタ名になります）
と入力してください。
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Webからのプリンタの追加からのプリンタの追加からのプリンタの追加からのプリンタの追加
ローカルホストからウィザードを使用するには、まず「cups.conf」ファイ
ルを編集しておく必要があります。

1「/etc/cups/cups.conf」ファイルを viエディタで開き、「/admin」の項で以
下の行をコメントアウトします。

% Order deny allow

% Deny from all

% Allow from 127.0.0.1

"# 行頭に「#」を 1つ追加すると、その行をコメントアウトしたこと
になります。

2 お使いのWebブラウザで、「http://localhost:631/admin」（「localhost」の
部分は CUPSがインストールされているコンピュータ名になります）に
アクセスします。

3「root」と root権限のパスワードをダイアログに入力します。

4「Add Printer」を選択します。

5 画面の指示にしたがって操作し、設定を行ってください。

XPPのインストールのインストールのインストールのインストール
XPPをインストールする最も簡単な方法は、ソースディストリビューショ
ンを自分でコンパイルする方法です。

1 CUPSのバージョン 1.1.1以降がインストールされていて、動作している
必要があります。「CUPSの RPMからのインストール」（p.73）を参照
してください。

2 XPP 1.0とFLTK 1.0.10のソースコードをhttp://cups.sourceforge.net/xpp/
からダウンロードします。

"# 以降の手順は、ルート権限で行う必要があります。

3 FLTK 1.0.10のディレクトリに移動します。

4「./configure」と入力し、［Enter］キーを押します。

5「make」と入力し、［Enter］キーを押します。

6「make install」と入力し、［Enter］キーを押します。

7 XPP 1.0のディレクトリに移動します。

8「./configure」と入力し、［Enter］キーを押します。

9「make」と入力し、［Enter］キーを押します。

10「make install」と入力し、［Enter］キーを押します。
これで、XPPの実行可能ファイルが「/usr/local/bin」ディレクトリに自
動的にコピーされます。
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プリンタの追加プリンタの追加プリンタの追加プリンタの追加
XPPではプリンタの追加はできません。XPPでは、CUPSでインストール
されたプリンタのリストを表示します。

アプリケーションからの印刷アプリケーションからの印刷アプリケーションからの印刷アプリケーションからの印刷
以下の手順は、クイックリファレンスにすぎません。詳細な手順について
は、各アプリケーションに付属のマニュアルを参照してください。

StarOffice
StarOfficeでは、インストールされた印刷システムとともに PPDファイル
を使用します。以降の手順では、CUPSを使用してプリンタの追加／設定
を行う方法について説明します。

プリンタの追加プリンタの追加プリンタの追加プリンタの追加
1 StarOfficeを起動し、「Printer Setup」を選択します。

2［Install new driver］をクリックします。
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3 お使いのプリンタ用の
PPDファイルが置かれ
ているディレクトリを
参照して表示するか、
ディレクトリを入力し
ます。

4 インストールするプリ
ンタを選択し、［OK］
をクリックします。

5 リストから使用したい
プリンタを選択し、
［Add new printer］を
クリックします。

6 選択したプリンタをデ
フォルトプリンタにす
るときは［Default 
Printer］を選択しま
す。
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XPPの使いかたの使いかたの使いかたの使いかた
1 お使いのプリンタをすでに追加した状態で、リストからそのプリンタを
選択し、［Connect］をクリックします。

2 テキストボックス内の「lpr」を「xpp」に変更し、［OK］をクリックし
ます。

Netscape
Netscapeで「Print」を選択すると、印刷設定を行うダイアログが表示され
ます。このダイアログでは、さまざまな印刷コマンドを入力することができ
ます。以下にそれらの印刷コマンドについて説明します。

XPP：：：：テキストボックスに「xpp」と入力して、xpp/cupsの GUIオプショ
ンを使用します。

"# Netscapeでは最後に入力した設定が記憶されるため、印刷するたび
にコマンドを入力し直す必要はありません。
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Corel WordPerfect
WordPerfectでは、プリンタの設定を行う方法が「personal」と「system」
の 2種類あります。「personal」プリンタは、WordPerfectをインストール
した人にのみ表示され、設定変更できるのはそのユーザのみになります。
「system」プリンタはすべてのユーザからアクセスできますが、設定変更で
きるのは root権限の人のみになります。

「system」プリンタでは root権限でログインし、WordPerfectを「-adm」オ
プションをつけて起動する必要がありますが、それ以外は、「personal」プ
リンタも「system」プリンタも設定の手順は同じです。

Corel WordPerfect 7またはまたはまたはまたは 8 GUI版版版版
1「Print」を選択します。

2［Select］をクリックしま
す。

3［Printer Create/
Edit］をクリック
します。
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4［Add］をクリックします。

5 リストをスクロールし、使用するプリンタを選択します。CUPSととも
に動作する PostScriptプリンタドライバを選択する必要があります。

"# お使いのプリンタがリストにない場合は、「ftp://ftp.corel.com/
pub/printdrivers」にあるプリンタドライバのリストにアクセスし
てください。

6［OK］を 2回クリックします。

7 使用するプリンタ
が反転表示された
状態で、［Setup］
をクリックします。

8［Destination］をク
リックします。
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9 必要に応じて、
スプーラのオ
プションを追
加します。

10［OK］をク
リックします。
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2.7NetWare 5.x/6.x
への接続への接続への接続への接続



NetWare 5.x/6.xでの設定での設定での設定での設定
NetWare 5.x/6.xで印刷を行うためには、以下の設定作業が必要です。

1 ネットワークとサーバの構築
プリントサーバとプリントキューを持つように NetWareのサーバを構築
する必要があります。詳細は NetWareに付属している説明書等を参照し
てください。

2 プリンタインターフェイスの設定
下記の「プリンタインターフェイスの設定」を参照してください。

3 NDPS Gatewaryのインストールおよび設定
「NDPS Gateway」（p.140）を参照してください。

プリンタインターフェイスの設定プリンタインターフェイスの設定プリンタインターフェイスの設定プリンタインターフェイスの設定 
以降の操作方法では、プリンタの操作パネルや PageScope Net Careを使用
して、NDS PServer用にプリンタのインターフェイスを設定する方法につ
いて説明します。

PageScope Lightを使用した、プリントサーバコンテキスを使用した、プリントサーバコンテキスを使用した、プリントサーバコンテキスを使用した、プリントサーバコンテキス
トの設定トの設定トの設定トの設定
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Webベースユーティリティの設定ページでは、以下のパラメータの設定値
を入力します。

項目項目項目項目 説明説明説明説明

NetWare コンフィグレーションコンフィグレーションコンフィグレーションコンフィグレーション

NetWare 印刷 NetWare印刷機能を有効／無効に設定します。

設定： Enable
無効

初期設定： Enable

フレーム名 フレームタイプを指定します。
設定： 自動

Ethernet 2
802.2
802.3
SNAP

初期設定： 自動自動自動自動

バインダリ /NDS バインダリの設定を行います。
設定： バインダリ

NDS
Both

初期設定： NDS

プリントサーバー名 magicolor 7300用のプリントサーバのサーバ名を
指定します。
範囲： 63文字まで

初期設定： 空白

プリントサーバ ー
パスワード

magicolor 7300用のプリントサーバのパスワード
を指定します。
範囲： 63文字まで

初期設定： 空白

ファイルサーバ ー
優先

プリンタの優先ファイルサーバを指定します。
範囲： 63文字まで

初期設定： 空白

NDSコンテキスト
優先

プリンタの優先 NDSコンテキストを指定します。

範囲： 191文字まで

初期設定： 空白
プリンタインターフェイスの設
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NDSツリー優先 プリンタの優先 NDSツリーを指定します。

範囲： 63文字まで

初期設定： 空白

キュースキャン 
間隔

キュースキャン間隔を指定します。
範囲： 1～ 65535

初期設定： 1

モード NetWareの設定モードを指定します。

設定： PServer
NPrinter/RPrinter

初期設定： PServer

項目項目項目項目 説明説明説明説明
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PageScope Net Careを使用した、プリントサーバコンテを使用した、プリントサーバコンテを使用した、プリントサーバコンテを使用した、プリントサーバコンテ
キストの設定キストの設定キストの設定キストの設定

1「デバイス管理」画面で、「全デバイス表示」をダブルクリックし、設定
を行うプリンタをプリンタリストでダブルクリックします。

2「NetWare」タブをクリックします。

3「NetWareを有効にする」を選択し、「フレームタイプ」の項目で「自動」
を選択して自動検索にするか、「Ethernet」を選択してフレームタイプを
指定します。

4「Pserverテーブル」または「Nprinterテーブル」を選択します。
プリンタインターフェイスの設
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PServerモードモードモードモード
1「設定」ボタンを選択します。

2 PServer用に必要なデータを入力します。
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3［適用］をクリックします。
4 プリンタの電源をいったん切ってからもう一度入れます。

名称 プリントサーバが NDSツリーに関連付けられてい
る場合は、「優先 NDSツリー名」の項目も入力し
てください。
プリントサーバがファイルサーバに関連付けられ
ている場合は、「優先 NDSサーバ名」の項目も入
力してください。

新規パスワー
ド

パスワードを使用したいときは、この項目にパス
ワードを入力します。 このパスワードは、
NWAdminファイルサーバのパスワードと同じにし
てください。

モード プリントサーバのモードを、「NDS」「バインダリ」
またはその両方から選択できます。

優先ファイル
サーバ

設定ファイルサーバの名前を指定できます。

優先ツリー プリントサーバに関連付けられている NDSツリー
の名前を入力できます。

優先コンテキ
スト

コンテキストの指定が可能です。プリントサーバ
のコンテキストは、NetWareの設定で割り当てら
れているコンテキストと同じにしてください。

ポーリング間
隔

プリントサーバがプリントジョブを探す間隔を設
定できます。
プリンタインターフェイスの設
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NPrinterモードモードモードモード
1「設定」ボタンを選択します。
2 NPrinter用に必要なデータを入力します。

3［適用］をクリックします。
4 プリンタの電源をいったん切ってからもう一度入れます。

名称 プリントサーバが NDSツリーに関連付けられてい
る場合は、「優先 NDSツリー名」の項目も入力し
てください。
プリントサーバがファイルサーバに関連付けられ
ている場合は、「優先 NDSサーバ名」の項目も入
力してください。

番号 プリンタ番号の確認、変更が可能です。必ず
NWAdminで設定されている番号と同じ番号を使用
してください。
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プリンタ管理ツールプリンタ管理ツールプリンタ管理ツールプリンタ管理ツール

プリンタ管理ツール
セクション 3の内容

! 3.1章 「プリンタユーティリティの使いかた」
magicolor 7300で使用可能なプリンタ管理ツール
を紹介します。

! 3.2章 「Crownプリントモニタ +」
Crownプリントモニタユーティリティを手動でイ
ンストールする方法を説明します。

! 3.3章 「ステータスモニタ」
ステータスモニタユーティリティのインストール
方法と使いかたを説明します。

! 3.4章 「ダウンロード マネージャー」
ダウンロードマネージャユーティリティのインス
トール方法と使いかたを説明します。

! 3.5章 「PageScope Net Care」
PageScope Net Careプリンタ管理ユーティリティ
のインストール方法を説明します。

! 3.6章 「NDPS Gateway」
NDPSプリンタユーティリティのインストール方
法と設定項目について説明します。
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3.1プリンタユーティプリンタユーティプリンタユーティプリンタユーティ
リティの使いかたリティの使いかたリティの使いかたリティの使いかた



プリンタユーティリティの機能プリンタユーティリティの機能プリンタユーティリティの機能プリンタユーティリティの機能
magicolor 7300には、プリンタの使用や管理を簡単にするために設計され
たさまざまなアプリケーションが付属しています。PageScope Lightは、お
使いのコンピュータから TCP/IP経由でプリンタの全設定を行うことができ
るWebベースの強力なツールで、プリンタ内に組み込まれています。プリ
ンタに付属の Software Utilities CD-ROMには、他にも 5つのユーティリ
ティが用意されています。また、弊社のWebサイト
www.konicaminolta.net/printer/からは、アップデートされたプリンタドライ
バや PPDだけでなく、これらのユーティリティの多くをダウンロードする
ことができます。

以下の表では、これらのユーティリティの概要を説明しています。

ユーティリユーティリユーティリユーティリ
ティ名ティ名ティ名ティ名

説明説明説明説明 開始ページ開始ページ開始ページ開始ページ

Crownプリン
トモニタ + 
for Windows

Windows XP/2000/Me/98/95/NT 4.0用の
Crownプリントモニタです。TCP/IPプロトコ
ルを使用してプリントジョブをプリンタへ送信
し、プリントマネージャ経由でホストにステー
タス情報を表示します。インストールすると、
オンラインヘルプを利用できます。

p.99

KONICA 
MINOLTAダウ
ンロードマ
ネージャー

フォント、オーバーレイ、カラープロファイル
を、お使いのコンピュータ（Windowsのみ）
からプリンタへダウンロード可能な便利なツー
ルです。［スタート］メニューから起動するこ
とも、KONICA MINOLTA PostScriptプリンタ
ドライバから起動することもできます。

p.119

NDPS 
Gateway

2種類のサーバーベースの NDPS (Novell 
Distributed Print System) Gatewayのインス
トーラとサポートファイルがあります。インス
トール後にオンラインヘルプを利用できます。

p.139

PageScope 
Net Care

クロスプラットフォームのユーティリティで、
ステータス監視、ネットワーク設定、プリンタ
設定などのプリンタ管理機能にアクセスするこ
とができます。インストールすると、オンライ
ンヘルプを利用できます。

p.127

PageScope 
Network Setup
ユーティリ
ティ

TCP/IPと IPXプロトコルを使用して、ネット
ワークプリンタの基本設定を行うことができま
す。インストールすると、オンラインヘルプを
利用できます。

Software 
Utilities 
CD-ROM内の
「PageScope 
Network Setup 
User Manual」
を参照してくだ
さい。
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CD-ROMからのユーティリティのインからのユーティリティのインからのユーティリティのインからのユーティリティのイン
ストールストールストールストール
Software Utilities CD-ROMには、自動インストールプ
ログラムが入っています。 CD-ROMを入れて画面の
指示にしたがうだけで、ほとんどのユーティリティの
インストールを行うことができます。

たいていのコンピュータでは、インストールプログラ
ムが自動的に起動します。 コンピュータの設定により

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を表示し、
ルートディレクトリにある「setup.exe」ファイルをダブルクリックして、
インストールプログラムを起動してください。

インストールが完了したら、Software Utilities CD-ROMを取り出し、大切に
保管してください。

"# 製品販売開始後も、KONICA MINOLTAプリンタユーティリティの機
能や性能を向上させるための開発を続けています。

最高の品質や性能でお使いいただくために、プリンタのユーティリ
ティソフトウェアのアップデートを行うことがあります。最新のプ
リンタユーティリティについては、弊社のWebサイト
www.konicaminolta.net/printer/でお使いのプリンタのサポートページ
を確認してください。

PageScope 
Light

プリンタ内蔵のWebページをお使いのWebブ
ラウザで閲覧して、TCP/IPイーサネット接続
経由でプリンタの全設定にアクセス可能です。

"# PageScope Lightはプリンタに内蔵され
ているものであり、Software Utilities 
CD-ROMには入っていません。

p.207

Status 
Monitor for 
Windows

プリンタステータスのモニタ、プリンタのポー
リング、タスクバーでのアラート、電子メール
通知、消耗品のアラート、復旧方法の説明、エ
ラー復旧用ビデオによるヘルプ、KONICA 
MINOLTA対応消耗品／オプション販売やサ
ポートを行うWebサイトへの直接のリンクな
どの機能があります。

p.105

ユーティリユーティリユーティリユーティリ
ティ名ティ名ティ名ティ名

説明説明説明説明 開始ページ開始ページ開始ページ開始ページ
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インターネットからのプリンタユーティリインターネットからのプリンタユーティリインターネットからのプリンタユーティリインターネットからのプリンタユーティリ
ティのダウンロードティのダウンロードティのダウンロードティのダウンロード
弊社のWebサイト（www.konicaminolta.net/printer/）に
は、プリンタユーティリティの最新バージョンが用意さ
れています。プリンタユーティリティをダウンロードす
るときは、以下の手順にしたがってください。

1お使いのインターネットブラウザで、お使いのプリン
タのサポートページを表示し、「サポート &ドライバ」の
項目からお使いの環境を選択します。

2 確認のメッセージが表示されたときは、「このプログラムをディスクに
保存する」を選択します。 ダウンロードするファイルを、コンピュータ
の新しいフォルダに保存します。

3 ダウンロードが完了したら、Windowsのエクスプローラを使用して、手
順 2で作成した新しいフォルダを開きます。
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4 ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。
ファイルはWinZipの自己解凍ファイルになっていて、インストールに
必要なファイルを解凍できます。［Browse］をクリックし、手順 2で作
成したフォルダを表示して選択します。［OK］をクリックしてから、
［Unzip］をクリックします。 

5 ファイルの解凍が終わったら、WinZip Self-Extractorを閉じます。

6 プリンタユーティリティを手動でインストールする方法について詳しく
は、このセクションの以降の章を参照してください。
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3.2Crownプリントプリントプリントプリント
モニタモニタモニタモニタ +



Crownプリントモニタプリントモニタプリントモニタプリントモニタ +のインストールのインストールのインストールのインストール
Crownプリントモニタ +は、プリンタに付属の Software Utilities CD-ROM
に入っています。また、インターネットのWebサイト
（www.konicaminolta.net/printer/）でも入手できます。

1「Crownポート +追加」ダ
イアログで「マニュアル
設定」ラジオボタンを選
択します。

"# magicolor 7300で
は、「自動検索」
と「プリンタの検
索」の機能はサ
ポートされていま
せん。

2「ポート名称」テキスト
ボックスに、ポートの論
理名を入力します。
これは、ポートの記述識別子です。各ポート名は一意的でなければなり
ません。ポート名は、最大 128文字まで入力できます。この名前は、プ
リントマネージャのプリンタのプロパティダイアログの「印刷先のポー
ト」リストボックスに表示されます。
入力したポート名がすでに存在する場合は、以下のメッセージが表示さ
れます。

この場合は、別のポート名を入力してください。

"# 初めて「Crownポート追加」ダイアログを表示したときは、「ポー
ト名称」テキストボックスに何を入力しても、自動的に「IPアド
レス」テキストボックスにコピーされます。ポート名と IPアドレ
スは同じになる場合も、異なる場合もあります。ただし、ポート
名と IPアドレスが異なる場合は、最初に「IPアドレス」テキスト
ボックスをクリックしてカーソルを置いてから IPアドレスを入力
してください。その後、「Port名称」テキストボックスをクリック
してカーソルを置いてからポート名を入力してください。
Crownプリントモニタ +のインス
トール
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3 ポートの IPアドレスを入力します。
このアドレスは、一意的なホスト名、またはプリンタのドット表記識別
子（IPアドレス）を入力してください。

無効な IPアドレス（ホスト名またはドット表記識別子）やすでに使用
されている IPアドレス（ホスト名またはドット表記識別子）が入力さ
れた場合は、以下のメッセージが表示されます。 

このメッセージが表示されたときは、以下のいずれかの操作を行う必要
があります。

a ［いいえ］をクリックし、別の有効な IPアドレスを入力します（この
方法を推奨します）。

b ［はい］をクリックします。プリントジョブをこのポートに送信する前
に、コンピュータ上にあるネットワークのホスト名を記述したファイ
ルにこのアドレスを追加しておきます。ネットワークのホスト名を記
述したファイルこのアドレスを追加する前にこのポートにプリント
ジョブが送信された場合は、そのプリントジョブは印刷されません。

c ［キャンセル］をクリックして、ポートの追加を中止し、
「CrownPort +」ダイアログを終了します。

4［アドバンス］ボタンをクリックします。
「Configure Crown Port」ダイアログが表示されます。「ポートの設定」
（p.102）に記載されている指示にしたがって設定を行ってください。

5［OK］をクリックします。
「Configure Crown Port」ダイアログが閉じます。

?
ホスト名とはホスト名とはホスト名とはホスト名とは ?

コンピュータでネットワーク
機器を特定するための識別名
です（人間がホストを参照す
るのに便利な方法です）。この
名前は、ネットワークのホス
ト名を記述したファイル内に
存在する必要があります。ま
た、一意的な名前でなければ
なりません。 ?

ドット表記とはドット表記とはドット表記とはドット表記とは ?

ピリオドによって分かれた 4
つの数字（各 3桁）の一意的
なセットで、インターネット
上で 32ビットのデバイスア
ドレスの識別に使用します。
例えば、191.45.105.227のよ
うな値になります（3桁の数
値の先頭には 0を使用しませ
ん）。
Crownプリントモニタ +のイン
ストール 
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ポートの設定ポートの設定ポートの設定ポートの設定
1 タイマーの設定を
行います。

項目項目項目項目 初期設定初期設定初期設定初期設定 機能機能機能機能

ステータ
ス更新間
隔

5秒 このポートに接続されたプリンタのステータ
ス情報で、Crownプリントモニタ +がプリ
ントマネージャを更新する間隔を設定しま
す。

ステータ
ス要求タ
イムアウ
ト

10秒 Crownプリントモニタ +が プリントマネー
ジャにプリンタから応答がないことを通知す
るまでの、プリンタからの応答の待機時間を
設定します。

送信要求
タイムア
ウト

60分 Crownプリントモニタ +が Microsoftプリン
トスプーラに制御を返すまで、プリントジョ
ブが送信されるのを待機する時間を設定しま
す。

"# タイマーで設定した時間が経過したと
きに、ジョブがWindows Me/98/95
サーバ経由で送信済みの場合は、プリ
ントジョブは自動的に終了し、システ
ムから削除されます。

"# タイマーで設定した時間が経過したと
きに、ジョブがワークステーション経
由で送信済みの場合は、Windows Me/
98/95の「Print Spooler」ダイアログ
が現れ、応答の再試行を行うかキャン
セルするかの確認メッセージが表示さ
れます。応答を行うかどうかに関係な
く、ジョブは終了し、システムから削
除されます。
Crownプリントモニタ +のインス
トール
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2「Port Settings」の項目で「9100」を選択します。

3［OK］をクリックし、ダイアログを閉じます。

4 コンピュータを再起動するというメッセージが表示されたら、再起動を
行います。

"# すでにインストールしているプリントモニタをアップデートした
場合は、メッセージが表示されたら、コンピュータを終了してか
ら起動してください。

5 まだ magicolor 7300用のプリンタドライバをインストールしていない場
合は、インストールを行ってください。

Crownプリントモニタプリントモニタプリントモニタプリントモニタ +のインストール後にのインストール後にのインストール後にのインストール後に
Crownポートを追加するポートを追加するポートを追加するポートを追加する

Crownプリントモニタ +のインストール時には、「Crownポート +追加」ダ
イアログが自動的に表示され、お使いのコンピュータに Crownポートを追
加できます。また、Crownプリントモニタ +のインストール後にも、以下
の手順で新しい Crownポートを追加することができます。

"# 以下の説明では、Crownプリントモニタ +がすでにコンピュータにイ
ンストールされているものとします。

Windows XP/2000/NT 4.0の場合の場合の場合の場合
1［スタート］ボタンをクリックし、「設定」を選択します。
2「プリンタ」を選択します。
3「プリンタ」ウィンドウで、プリンタを右クリックし、「プロパティ」を
選択します。

4 プリンタのプロパティダイアログで、「ポート」タブを選択します。

5［ポートの追加］ボタンをクリックします。
6 リストから「Crown Port」を選択し、［OK］をクリックします。
「ポートの追加」ダイアログが表示されます。画面の指示にしたがって
操作してください。

7［OK］をクリックします。

8「プリンタポート」ダイアログで［閉じる］をクリックし、プロパティ
画面で［OK］をクリックしてから、「プリンタ」ウィンドウを閉じま
す。
Crownプリントモニタ +のイン
ストール後に Crownポートを追
加する 
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Windows Me/98/95の場合の場合の場合の場合
1［スタート］メニューで「設定」から「プリンタ」を選択します。
2「プリンタ」ウィンドウで、プリンタアイコンを右クリックし、プリン
タメニューを表示します。

3「プロパティ」を選択し、「プロパティ」ダイアログを表示します。
4「詳細」タブをクリックし、［ポートの追加］をクリックします。
5「その他」をクリックします。
6 リストから「Crown Port」を選択し、［OK］をクリックします。
「ポートの追加」ダイアログが表示されます。画面の指示にしたがって
操作してください。

7［OK］をクリックします。

8「プリンタポート」ダイアログで［閉じる］をクリックし、プロパティ
画面で［OK］をクリックしてから、「プリンタ」ウィンドウを閉じま
す。
Crownプリントモニタ +のインス
トール後に Crownポートを追加

する
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3.3ステータスモニタステータスモニタステータスモニタステータスモニタ



概要概要概要概要
ステータスモニタでは、プリンタの状態をリアルタイムに表示し、たいてい
の場合、一般的なプリンタの問題の解決に役立ちます。

機能機能機能機能
! プリンタの状態のモニタ

! プリンタへのポーリング

! タスクバーでのアラート表示

! 電子メール通知

! 消耗品交換時期のアラート

! トラブルからの復旧方法の説明

! エラー復旧用ビデオファイルによるヘルプ

! KONICA MINOLTA対応の消耗品／オプションの注文、サポートへのリ
ンク（インターネットへのアクセスが必要）

動作環境動作環境動作環境動作環境
! Windows XP/2000/Me/98/95が搭載されているコンピュータ

! イーサネット（TCP/IP）接続されている magicolor 7300

! KONICA MINOLTA PostScriptドライバ（Windows用）がインストールさ
れていること

! Windows NT 4.0にインストールする場合は、画面の色数が 64色以上

! 200 MB以上のハードディスクの空き容量

"# ステータスモニタのインストール時に「最小／カスタムインスト
レーション」を選択していた場合は、ステータスモニタでエラー復
旧用ビデオファイルを見るには、Software Utilities CD-ROM（プリン
タに付属）が必要です。インストール時に「完全インストレーショ
ン」を選択しないと、CD-ROM内のビデオファイルをコンピュータ
にコピーすることはできません。

KONICA MINOLTA PostScriptドライバは、Software Utilities 
CD-ROM内にあります。また、www.konicaminolta.net/printer/でも
入手可能です。
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CD-ROMからのインストールからのインストールからのインストールからのインストール
Software Utilities CD-ROMには、自動インストールプロ
グラムが入っています。

ほとんどのコンピュータでは、インストールプログラム
が自動的に起動します。コンピュータの設定によりイン
ストールプログラムが自動的に起動しない場合は、
CD-ROMを表示し、ルートディレクトリにある
「setup.exe」ファイルをダブルクリックして、インス
トールプログラムを起動してください。

詳しくは「CD-ROMリファレンスガイド」を参照してください。

ステータスモニタの使いかたステータスモニタの使いかたステータスモニタの使いかたステータスモニタの使いかた
モニタの対象となるプリンタがアラート状態になったときは、アプリケー
ションの設定により、ステータスモニタではアラートを示す動作がいくつか
行われます。以降の説明をお読みになり、プリンタの状態を把握し、復旧を
行ってください。

ステータスモニタの起動ステータスモニタの起動ステータスモニタの起動ステータスモニタの起動
プリンタのステータスメッセージを表示するには、［スタート］－「プログ
ラム」－「KONICA MINOLTA Status Monitor」を選択して、ステータスモ
ニタを起動します。

アプリケーションアイコン  がWindowsのタスクバーに表示され、ス
テータスモニタが動作していることを示します。

ステータスモニタを開くステータスモニタを開くステータスモニタを開くステータスモニタを開く
! Windowsのタスクバーにあるアプリケーションアイコンをダブルクリッ
クします。
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「状況」タブ「状況」タブ「状況」タブ「状況」タブ
ステータスモニタが開くと、「状況」タブが表示されます。このタブの画面
では、プリンタの現在の状態の確認、エラー復旧ビデオや復旧方法の確認、
消耗品注文用のWebサイトへのリンク、「アドバンスドオプション」ダイ
アログの表示を行うことができます。
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項目項目項目項目 説明説明説明説明

メッセージ表示エリ
ア

画面の上部は、プリンタの操作パネルに表示され
るメッセージ用のエリアです。

エラー復旧用ビデオ
ファイルによるヘル
プ

エラー復旧用ビデオファイルはこのエリアに表示
されます。エラー復旧ビデオは、プリンタが「レ
ディ」状態に戻るために必要な手順の多くを図示
します。

"# プリンタのエラーや警告の内容によっては、
ステータスメッセージに対応したビデオ
ファイルがない場合もあります。プリンタ
に表示されているステータスメッセージに
対応するビデオファイルがない場合は、
KONICA MINOLTAロゴが表示されます。

トラブルからの復旧
方法の説明

このエリアでは、問題の解決方法やプリンタを
「レディ」状態に戻すための操作方法を説明しま
す。

［アドバンスドオプ
ション］ボタン

このボタンをクリックすると「アドバンスドオプ
ション」ダイアログが開き、アプリケーションの
設定をさらに行うことができます。

［ご注文］
ボタン

このボタンをクリックすると、プリンタの消耗品
の注文用に指定されているWebサイトが開きま
す。このWebサイトの URLは、「アドバンスドオ
プション」ダイアログで設定できます。

［閉じる］ボタン 「KONICA MINOLTA Status Monitor」ウィンドウを
閉じます。

"# このボタンをクリックしても、ステータス
モニタのモニタ動作は停止せず、バックグ
ラウンドで動作を続けます。
ステータスモニタの動作を停止させる場合
は、Windowsのタスクバーにあるアプリ
ケーションアイコンを右クリックして
「Exit」を選択してください。

［ヘルプ］ボタン ステータスモニタのオンラインヘルプを開きます。
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「アドバンスドオプション」ダイアログ「アドバンスドオプション」ダイアログ「アドバンスドオプション」ダイアログ「アドバンスドオプション」ダイアログ
「アドバンスドオプション」ダイアログでは、プリンタにエラーや警告が発
生したときのステータスモニタの対応方法などの設定を行うことができま
す。

項目項目項目項目 説明説明説明説明

スタートアップ時に
ステータスモニタを
自動で起動します

この項目をチェックすると、コンピュータの起動
時にプリンタの状態のモニタを開始するようにな
ります。

ビデオヘルプの有効 この項目をチェックすると、エラー復旧ビデオが
「状況」タブで表示されるようになります。

エラー／警告用点滅
アイコン

この項目をチェックすると、ステータスメッセー
ジを受信したときに、ステータスモニタのアイコ
ンが点滅するようになります。

ポーリング有効 この項目をチェックすると、すべてのプリンタか
ら受信するメッセージをモニタ、受信するように
なります。この項目がチェックされていない場合
は、Windowsで「通常使うプリンタ」に設定され
ているプリンタからのメッセージのみを受信しま
す。
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通常使うプリンタ 「ポーリング有効」がチェックされるとこのドロッ
プダウンリストの設定が可能になり、初期設定の
プリンタとして扱うプリンタを設定できます。ス
テータスモニタのウィンドウが開いているときは、
「状況」タブの上部のエリアに、ここで設定したプ
リンタのステータスメッセージが表示されます。

"# 初期設定のプリンタがステータスモニタに
対応していないプリンタの場合は、リスト
内で最初に検出された対応プリンタが初期
設定のプリンタとして使用されます。

エラー／警告メール
で通します

この項目をチェックすると、電子メール通知機能
が有効になり、［電子メール設定］ボタンをクリッ
クして、自動的に送信される電子メールの設定を
行うことができます。電子メール通知機能が有効
になると、モニタ対象のプリンタのステータス
メッセージが、電子メールのメッセージとして指
定した宛先へ自動的に送信されます。詳しくは、
「電子メール設定」ダイアログの説明を参照してく
ださい。

消耗品受取通知： このテキストボックスでは、消耗品の残量値
（パーセント）がどれくらいになったら電子メール
でステータスメッセージの送信を行うかを設定し
ます。消耗品の残量がこの項目の値と同じになる
と、電子メール自動送信機能が働き、メッセージ
が指定された宛先に送信されます。

［電子メール設定］ボ
タン

このボタンをクリックすると「電子メール設定」
ダイアログが開き、電子メールのアカウント設定
と送信設定を行うことができます。

ご注文先： この項目では、「状況」タブにある［ご注文］ボタ
ンがクリックされたときに開くWebサイトの URL
を指定できます。初期設定では、KONICA 
MINOLTAプリンタ対応の消耗品をオンライン販売
する Q-SHOPのWebサイト（www.q-shop.com）
の URLになっています。

［OK］ボタン 変更した内容を保存し、「アドバンスドオプショ
ン」ダイアログを閉じます。

項目項目項目項目 説明説明説明説明
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「電子メール設定」ダイアログ「電子メール設定」ダイアログ「電子メール設定」ダイアログ「電子メール設定」ダイアログ
「電子メール設定」ダイアログでは、「アドバンスドオプション」ダイアログ
で「エラー／警告用点滅アイコン」の項目がチェックされているときに使用
する電子メールの設定を行うことができます。

［キャンセル］ボタン このダイアログで変更した内容を反映せずに「ア
ドバンスドオプション」ダイアログを閉じます。

［初期値］ボタン 設定を初期設定値に戻します。（初期設定値は、ス
テータスモニタがコンピュータにインストールさ
れたときの設定です。）

項目項目項目項目 説明説明説明説明

SMTPメールサー
バーアドレス

お使いの SMTPメールサーバの IPアドレスを指定
します。

送信者アドレス 自動的に生成される電子メールのメッセージの送信者
として表示される電子メールアドレスを入力します。
お使いの環境で、いくつかのプリンタをモニタするの
に複数のワークステーションが割り当てられている場
合は、どのプリンタから送られたメッセージかが分か
るように、プリンタが置いてある場所をこの項目に入
力することもできます。

項目項目項目項目 説明説明説明説明
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To ステータスモニタがステータスメッセージを受け
取ったときに、自動的にそのメッセージを送信する
宛先を設定します。

CC 表示されたメッセージを自動的に電子メールで送信す
る宛先を追加で指定できます。「To」の宛先が不在の
場合や電子メールを受信できないような場合に、この
設定が役に立つことがあります。

電子メール通知前の
待ち時間

アラートの状態になってからアラートの電子メール
を生成するまでの時間を指定できます。用紙がなく
なった、トナーの残量が少なくなったなどの一般的
なアラートについてはプリンタを使う人が対処する
と考えて、この設定を長くすることによって、送信
される電子メールのメッセージ数を最小限にするこ
ともできます。いずれかの時間設定を選択してくだ
さい。

メール転送 電子メールで送信するステータスメッセージの種類
を指定します。ステータスモニタで認識されるス
テータスメッセージは、以下の 3種類です。

警告：警告：警告：警告：「ﾄﾅｰ ｼｮｳﾘｮｳ」など、注意の状態を示します。
緊急に対処が必要な状態ではありません。

エラー：エラー：エラー：エラー：プリンタで印刷を続けるには対処が必要な
状態を示します。例えば、「ﾄﾅｰ ｶﾞ ｱﾘﾏｾﾝ」と表示さ
れるような場合です。

致命的エラー致命的エラー致命的エラー致命的エラー：プリンタで印刷ができなくなるよう
なエラーが起こっている状態を示します。「致命的エ
ラー」は、たいていプリンタの修理が必要な場合に
表示されます。

［OK］ボタン 変更した内容を保存し、「電子メール設定」ダイアロ
グを閉じます。

［Cancel］ボタン このダイアログで変更した内容を反映せずに「電子
メール設定」ダイアログを閉じます。

項目項目項目項目 説明説明説明説明
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「消耗品」タブ「消耗品」タブ「消耗品」タブ「消耗品」タブ
「消耗品」タブでは、初期設定プリンタの消耗品の使用状況が表示されます。
また、消耗品の残りの寿命がどれくらいになったら電子メールで通知メッ
セージを送信するかの基準を指定することもできます。

"# ステータスモニタから自動的に電子メールのメッセージが送信される
ようにするには、「アドバンスドオプション」ダイアログで「エラー
／警告用点滅アイコン」の項目をチェックしておく必要があります。

項目項目項目項目 説明説明説明説明

各消耗品 「消耗品」タブでは、トナー、プリントユニット、廃
トナーボックスの使用状況が表示されます。

ステータスバー 一覧になっている各消耗品のステータスバーでは、
消耗品の残りの寿命の割合がパーセントで表示され
ます。トナーカートリッジとプリントユニットの場
合、バーが緑色でステータスバーがいっぱいの長さ
になっているときは、トナーカートリッジまたはプ
リントユニットの寿命が十分あることを示していま
す。「消耗品受取通知」の項目で設定されたしきい値
の残量になると、バーが赤色で表示されます。廃ト
ナーボックスの場合は、ステータスバーは表示され
ません。

［ご注文］ボタン このボタンをクリックすると、プリンタの消耗品注
文用に指定されているWebサイトが開きます。この
Webサイトの URLは「アドバンスドオプション」
ダイアログで設定できます。

［情報の更新］ボタン このボタンをクリックすると、プリンタの消耗品の
最新の使用状況の情報を取得して、この画面のス
テータスバーを更新し、現在の状況を表示します。

［閉じる］ボタン 「Status Monitor」ウィンドウを閉じます。

［ヘルプ］ボタン ステータスモニタのオンラインヘルプを開きます。
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プリンタのアラートの通知プリンタのアラートの通知プリンタのアラートの通知プリンタのアラートの通知
プリンタでアラートが発生すると、以下の通知処理の中の 1つまたは複数
の処理が行われます。

Windowsのタスクバーのアプリケーションアイコンの色が変わります。ア
プリケーションアイコンの色が変わり、プリンタに起きたアラートの種類を
示します。この処理は、設定に関係なく行われます。 

! アプリケーションアイコンが点滅し始めます。この処理は、「アドバン
スドオプション」ダイアログで「エラー／警告用点滅アイコン」の項目
がチェックされているときに行われます。

! 指定した時間がたってから、アラートの電子メールが自動的に送信され
ます。この処理は、「アドバンスドオプション」ダイアログで「エラー／
警告用点滅アイコン」の項目がチェックされているときに行われ、「電
子メール設定」ダイアログで設定することができます。

タスクバーのタスクバーのタスクバーのタスクバーの
アイコンの色アイコンの色アイコンの色アイコンの色

意味意味意味意味

緑色は、プリンタが正常に動作していることを示しま
す。

黄色は、注意の状態になっていることを示します。た
だし、緊急に対処が必要な状態ではありません。「ﾄﾅｰ 
ｼｮｳﾘｮｳ」などの注意の状態を示します。
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プリンタのアラートからの復旧プリンタのアラートからの復旧プリンタのアラートからの復旧プリンタのアラートからの復旧
アラートが通知されたら（前項「プリンタのアラートの通知」を参照）、以
下の手順で問題を解決してください。

1 Windowsのタスクバーにあるステータスモニタのアイコンをダブルク
リックします。
ステータスモニタのウィンドウが開きます。

「状況」タブが選択されていない場合は、選択してください。

2 どのプリンタでアラートが発生しているかを確認します。
ステータスメッセージエリアの上に（上部のタブの近く）、プリンタ名
が表示されています。
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3 ステータスメッセージを確認します。
ステータスメッセージエリア（上部のタブの近く）に、ステータスメッ
セージが表示されています。「状況」タブの画面に表示されるステータ
スメッセージは、プリンタの操作パネルに表示されるメッセージと同じ
です。

4 復旧方法の説明を確認します。エラー復旧ビデオがある場合は、ビデオ
を見ます。
復旧方法の説明は、magicolor 7300で発生する可能性があるアラートご
とにそれぞれ用意されています。ただし、アラートの内容によっては、
対応するビデオファイルがない場合もあります。ビデオファイルがない
場合、また「アドバンスドオプション」ダイアログで「ビデオヘルプの
有効」の項目がチェックされていない場合は、KONICA MINOLTAのロ
ゴが表示されます。

5 復旧方法の説明やビデオによる図示を参考に対処し、プリンタのアラー
ト状態を解除します。
Windowsのタスクバーに表示されているアプリケーションアイコンが緑
色になり、通常の状態に戻ったことを示します。

6「Status Monitor」ウィンドウの下部にある［閉じる］ボタンをクリック
します。
ウィンドウが閉じますが、ステータスモニタはバックグラウンドで動作
し続けます。

ステータスモニタの終了ステータスモニタの終了ステータスモニタの終了ステータスモニタの終了
ステータスモニタを終了するとき、またプリンタのステータスメッセージの
モニタをすべて停止するときは、Windowsのタスクバーにあるステータス
モニタのアイコンを右クリックして「Exit」を選択してください。
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3.4ダウンロードダウンロードダウンロードダウンロード
マネージャーマネージャーマネージャーマネージャー



ダウンロードマネージャー（ダウンロードマネージャー（ダウンロードマネージャー（ダウンロードマネージャー（Windows用）の用）の用）の用）の
インストールインストールインストールインストール

プリンタにハードディスクが装着されている場合は、ダウンロードマネー
ジャーをインストールすることができます。ダウンロードマネージャーを使
うと、ICC（International Color Consortium）プロファイル、オーバーレイ、
フォントをプリンタのハードディスクに簡単に追加できるようになります。
また、ダウンロードマネージャーを使用して、プリンタのメモリ（RAM）
にフォントをインストールすることもできます。本章では、ダウンロードマ
ネージャーのインストール方法と使いかたについて説明します。

動作環境動作環境動作環境動作環境
! Windows XP/2000/NT 4.0/Me/98/95が搭載されているコンピュータ

! ハードディスクが装着されている magicolor 7300プリンタ

! magicolor 7300 にポートが設定されている、PostScript Level 3プリンタ
ドライバ

"# KONICA MINOLTA PostScriptドライバは、Software Utilities 
CD-ROM内にあります。また、www.konicaminolta.net/printer/でも
入手可能です。 

CD-ROMからのインストールからのインストールからのインストールからのインストール
Software Utilities CD-ROMには、自動インストールプ
ログラムが入っています。 

たいていのコンピュータでは、インストールプログラ
ムが自動的に起動します。 コンピュータの設定により
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を表示し、ルートディレクトリにある
「setup.exe」ファイルをダブルクリックして、インス
トールプログラムを起動してください。

詳しくは「CD-ROMリファレンスガイド」を参照してください。
ダウンロードマネージャー
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インターネットからのプリンタユーティリインターネットからのプリンタユーティリインターネットからのプリンタユーティリインターネットからのプリンタユーティリ
ティのダウンロードティのダウンロードティのダウンロードティのダウンロード
弊社のWebサイト（www.konicaminolta.net/printer/）に
は、最新のプリンタユーティリティがあります。プリン
タユーティリティをダウンロードするときは、以下の手
順にしたがってください。

1お使いのインターネットブラウザで、お使いのプリン
タのサポートページを表示し、「Drivers, PPDS, & 
Utilities」の項目からお使いの環境を選択します。

2 確認のメッセージが表示されたときは、「このプログラムをディスクに
保存する」を選択します。ダウンロードするファイルを、コンピュータ
内の新しいフォルダに保存します。 

3 ダウンロードが完了したら、Windowsのエクスプローラを使用して、手
順 2で作成した新しいフォルダを開きます。
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4 ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。
ファイルはWinZipの自己解凍ファイルになっていて、インストールに
必要なファイルを解凍できます。［Browse］をクリックし、手順 2で作
成した新しいフォルダを表示して選択してください。［OK］をクリック
してから、［Unzip］をクリックしてください。 

5 ファイルの解凍が終わったら、WinZip Self-Extractorを閉じます。

6 解凍したインストール用ファイルが入っているフォルダを開いてから、
次項、p.123の手順 2以降のインストールの操作を行ってください。

手動でのインストール手動でのインストール手動でのインストール手動でのインストール
Software Utilites CD-ROMの自動インストールプログラムを使用したくない
場合、またダウンロードマネージャーの新しいバージョンをダウンロードし
てインストールする場合は、以下の手順で手動でアプリケーションのインス
トールを行ってください。

"# ダウンロードマネージャーをインターネットからダウンロードした
ときは、解凍したファイルが入っているフォルダを表示し、手順 2
から操作を始めてください。

1 Software Utilities CD-ROMをコンピュータのCD-ROMドライブに入れま
す。自動インストールプログラムが起動したときは、終了してくださ
い。その後、Windowsのエクスプローラを使用して、CD-ROMドライ
ブを選択し、ダウンロードマネージャーのフォルダを選択してくださ
い。
ダウンロードマネージャー
（Windows用）のインストール
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2「setup.exe」アイコンをダブルクリックします。セットアッププログラ
ムが自動的にWindows環境を判断して、インストールウィザードを起
動します。画面の指示にしたがって操作してください。

3 インストール完了のメッセージが表示されたら、［OK］をクリックしま
す。

4 インストールが完了したら、Software Utilities CD-ROMを CD-ROMドラ
イブから取り出し、大切に保管してください。

ダウンロードマネージャーの使いかたダウンロードマネージャーの使いかたダウンロードマネージャーの使いかたダウンロードマネージャーの使いかた
ダウンロードマネージャーは、プリンタドライバから開くことも、単独で開
くこともできるアプリケーションです。

ダウンロードマネージャーをプリンタドライバから開くダウンロードマネージャーをプリンタドライバから開くダウンロードマネージャーをプリンタドライバから開くダウンロードマネージャーをプリンタドライバから開く
（（（（Windows））））

ダウンロードマネージャーへのリンクが、magicolor 7300用の
KONICA MINOLTAプリンタドライバのプロパティウィンドウ内に用意され
ています。
ダウンロードマネージャー
（Windows用）のインストール 
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Windows XP/2000/NT 4.0の場合の場合の場合の場合

1［スタート］メニューから「設定」―「プリンタ」を選択し、magicolor 
7300のプリンタアイコンを表示します。

2 プリンタアイコンを右クリックして「印刷設定」（Windows NT 4.0では
「ドキュメントの既定値」）を選択します。

3「オーバーレイ」タブをクリックし、［ダウンロード マネージャー］ボタ
ンをクリックします。
ダウンロードマネージャーのアプリケーションが開きます。
アプリケーションの操作方法と機能については、ダウンロードマネー
ジャーのオンラインヘルプを参照してください。
ダウンロードマネージャー
（Windows用）のインストール
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Windows Me/98/95の場合の場合の場合の場合

1［スタート］メニューから「設定」―「プリンタ」を選択し、magicolor 
7300のプリンタアイコンを表示します。

2 プリンタアイコンを右クリックします。

3 メニューから「プロパティ」を選択します。

4「詳細」タブをクリックし、［プリンタの設定］をクリックします。
5「オーバーレイ」タブをクリックし、［ダウンロード マネージャー］ボタ
ンをクリックします。
ダウンロードマネージャーのアプリケーションが開きます。
アプリケーションの操作方法と機能については、ダウンロードマネー
ジャーのオンラインヘルプを参照してください。
ダウンロードマネージャー
（Windows用）のインストール 
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3.5PageScope
Net Care



PageScope Net Careの概要の概要の概要の概要
PageScope Net Careは、1台のコンピュータからすべてのネットワークプ
リンタを集中管理できる機能を必要とする管理者のために設計されたユー
ティリティです。管理ツールには、プリンタステータスの確認、プリンタの
設定、ジョブアカウント機能が含まれます。また、この高機能なツールは、
ネットワークに接続されたコピー機などの関連機器の管理にも使用できま
す。

PageScope Net Careは、サーバ側はWindowsと Linuxの環境で、クライア
ント側はWindows、Macintosh、Linuxの環境で使用できます。

本章では、PageScope Net Careのインストール方法、サーバとクライアン
トの起動方法、ログインの方法、インストールされている PageScope Net 
Careのアップデート方法について説明します。PageScope Net Careを使用
してネットワーク上のプリンタや他の機器を管理する方法について詳しく
は、プリンタに付属の CD-ROM内の「PageScope Net Care Quick Guide」
を参照してください。

動作環境動作環境動作環境動作環境

ネットワークネットワークネットワークネットワーク

サーバ側サーバ側サーバ側サーバ側

LAN（ローカルエリアネットワーク）（ローカルエリアネットワーク）（ローカルエリアネットワーク）（ローカルエリアネットワーク）
の種類の種類の種類の種類

プロトコルプロトコルプロトコルプロトコル

イーサネット（10/100BaseT） TCP/IP

OS 推奨ハードウェア推奨ハードウェア推奨ハードウェア推奨ハードウェア

Windows XP/2000/NT 4.0/Me/98/95 Pentium 300 MHz
（128MBの RAMを搭載）

Linux
（x86 kernel 2.2.12、glibc 2.1.2-11以降）

Pentium 300 MHz
（128MBの RAMを搭載）
PageScope Net Careの概要128
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geScope Net Care Serverの 129

クライアント側クライアント側クライアント側クライアント側

PageScope Net Care Serverのインストールのインストールのインストールのインストール
Windows XP/2000/NT 4.0/Me/98/95の場合の場合の場合の場合

1 Software Utilities CD-ROM内にある自動解凍ファイルをダブルクリック
します。 

2 画面の指示にしたがって操作してください。

Java表示スタイル表示スタイル表示スタイル表示スタイル

OS Webブラウザブラウザブラウザブラウザ Java環境環境環境環境

Windows XP/2000/
NT 4.0 (SP3)/Me/98

! Microsoft Internet 
Explorer 4.x以降

! Netscape 
Communicator 4.x以降

! Netscape 6.x以降

Java Plug-in 1.3以降

Linux 
（x86 kernel 2.2.12、glibc 
2.1.2-11以降）

! Netscape 6.x以降

備考：備考：備考：備考： お使いの OSにインストールされているWebブラウザのバージョンから
ダウングレードしないでください。

HTML表示スタイル表示スタイル表示スタイル表示スタイル

OS Webブラウザブラウザブラウザブラウザ

Windows XP/2000/
NT 4.0 (SP3)/Me/98/95

! Microsoft Internet Explorer 4.x以降

! Netscape Communicator 4.x以降

! Netscape 6.x以降Macintosh OSX/9

Linux 
（x86 kernel 2.2.12、glibc 
2.1.2-11以降）

! Netscape 6.x以降

備考：備考：備考：備考： Windows XPでは、バージョン X.1以降をお使いください。お使いの OS
にインストールされているWebブラウザのバージョンからダウングレー
ドしないでください。
Macintosh版に関する情報については、PageScope Net Care Quick Guide
内の「Read Me!」ファイルを参照してください。
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Linuxの場合の場合の場合の場合

"# サーバはデーモン処理を行うため、ルート権限を使用して操作を行
い、rootパーティションにパッケージをインストールしてください。

1 圧縮ファイル「PageScope Net Care.tar.gz」を解凍します。解凍する
と、「PageScope_Net_Care」というディレクトリが作成されます。

2「PageScope_Net_Care」ディレクトリを開き、「install.sh」スクリプト
を実行します。

"# SuSE Linuxを使用している場合は、同じ PageScopeディレクトリに
ある「install.suse.sh」スクリプトを実行してください。

サーバの開始サーバの開始サーバの開始サーバの開始

Windows XPの場合の場合の場合の場合
1［スタート］－「コントロールパネル」をクリックします。
2「管理ツール」アイコンをクリックします。

Windows XP Professionalの場合：まず「パフォーマンスとメンテナン
ス」アイコンをクリックしてから、「管理ツール」アイコンをクリック
します。
Windows XP Homeの場合：「管理ツール」アイコンはコントロールパネ
ル内にあります。

3「サービス」アイコンをダブルクリックします。
4 サービスのリストから「PageScope Net Care」を選択します。

5［開始］をクリックします。

Windows 2000の場合の場合の場合の場合
1［スタート］－「設定」－「コントロールパネル」をクリックします。
2「管理ツール」フォルダを開きます。
3「サービス」アイコンをダブルクリックします。
4 サービスのリストから「PageScope Net Care Service」を選択します。

5「操作」メニューから「開始」をクリックします。
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Windows NT 4.0の場合の場合の場合の場合
1［スタート］－「設定」－「コントロールパネル」をクリックします。
2「サービス」アイコンをダブルクリックします。
3 サービスのリストから「KONICA MINOLTA PageScope Net Care」サー
ビスを選択します。

4［開始］をクリックします。

Windows Me/98/95の場合の場合の場合の場合
サーバーを開始するときは、［スタート］－「プログラム」－
「KONICA MINOLTA PageScope_Net_Care」－「Start Server」を選択する
か、「PageScope_Net_Care」ディレクトリ内の「start_pagescope.bat」
ファイルをダブルクリックしてください。

"# インストール時に、システム起動のたびに自動的にサーバが起動す
るように設定することもできます。

Linuxの場合の場合の場合の場合
PageScope Net Careを一度インストールすると、Linuxシステム上で自動
的に起動します。また手動で起動したり、一時的にシャットダウンしてから
再起動したりすることもできます。

"# root権限でこれらの操作を行ってください。

PageScopeを手動で起動するときは、以下のように入力します。

#/etc/rc.d/init.d/nmu start

一時的に停止してから再起動するときは、以下のように入力します。

#/etc/rc.d/init.d/nmu restart

クライアントの開始クライアントの開始クライアントの開始クライアントの開始
1 必要な Javaプラグインが入っているブラウザを開きます。

2 以下の URLを入力します。

http://サーバ名 :ポート番号 /

「サーバ名」の部分には、起動している PageScope Net Careサーバのホ
ストの IPアドレスを入力してください。

"# PageScope Net Careの初期設定のポート番号は、
http://サーバ名 :9090です。
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以下のログイン画面が表示されます。

ログインログインログインログイン
メインログイン画面では、以下の設定を行うことができます。

! ユーザの権限

! Javaまたは HTMLの表示スタイル

! 言語

ユーザの権限ユーザの権限ユーザの権限ユーザの権限

ログインログインログインログイン パスワードパスワードパスワードパスワード 権限権限権限権限

Guest 不要不要不要不要 ネットワーク機器のステータス／設定
を表示できます。

Registered User 必要必要必要必要

管理者が登録
ユーザに名前と
パスワードを割
り当てます。

指定されたネットワーク機器の設定を
管理、変更できます。

Administrator 必要必要必要必要

パスワードの初
期設定は
「admin」です。

機器の管理と PageScope Net Careの
設定を行うことができます。
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表示スタイルの設定表示スタイルの設定表示スタイルの設定表示スタイルの設定
以下の 4種類の表示スタイルから選択できます。

! Java-Metal

! Java-Motif

! Java-System

! HTML

"# ローエンドのサーバで高速なパフォーマンスを得るには、「HTML」
をお薦めします。

Javaモードを選択したけれども必要なプラグインがインストールされてい
ない場合は、Javaプラグインをインストールするかどうか確認のメッセー
ジが表示されます。インストールに同意すると、お使いのWebブラウザに
よって以下のようなダウンロード処理が行われます。

! Internet Explorer：Javaプラグインがインターネットからダウンロー
ドされ、自動的にインストール行われます。

! Netscape Communicator：Webブラウザが Javaプラグインのダウン
ロードサイトにアクセスしますが、ダウンロードとインストールは
手動で行う必要があります。

言語言語言語言語
PageScope Net Careのテキストが表示される言語を設定することができま
す。チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、ドイツ語、フランス語、
イタリア語、日本語、ポルトガル語、スペイン語の中から選択できます。

ログインの完了ログインの完了ログインの完了ログインの完了
ユーザの権限、表示スタイル、言語を設定にしたら、［Login］ボタンをク
リックして、設定を反映させた状態で PageScope Net Careの使用を開始し
ます。

"# PageScope Net Careの使いかたについて詳しくは、プリンタに付属
の Documentation CD-ROM内の「PageScope Net Care Quick 
Guide」を参照してください。
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サーバコンソールツールの開始サーバコンソールツールの開始サーバコンソールツールの開始サーバコンソールツールの開始
サーバコンソールツールは、PageScope Net Careの以下の操作を行う際に
使用します。

! PageScope Net Careサーバ（HTTPサーバ）のポートの変更

! データベースの初期化、バックアップ、リストア、アップグレード

! 新しいデバイスモジュールのプラグインの追加

! 新しい言語モジュールのプラグインの追加

! PageScope Net Careのアップデート

Windows環境の場合環境の場合環境の場合環境の場合
Windows環境でサーバコンソールツールを起動するには、［スタート］－
「プログラム」－「KONICA MINOLTA」－「PageScope Net Care」－
「Console Tool」をクリックします。

Linuxの場合の場合の場合の場合

"# root権限で以下の操作を行ってください。

サーバーコンソールツールを起動するときは、以下のように入力します。

#/etc/rc.d/init.d/nmu console

PageScope Net Care サーバサーバサーバサーバのシャットダウンのシャットダウンのシャットダウンのシャットダウン

Windows XPの場合の場合の場合の場合
1［スタート］－「コントロールパネル」をクリックします。
2「管理ツール」アイコンをクリックします。

Windows XP Professionalの場合：まず「パフォーマンスとメンテナン
ス」アイコンをクリックしてから、「管理ツール」アイコンをクリック
します。
Windows XP Homeの場合：「管理ツール」アイコンはコントロールパネ
ル内にあります。

3「サービス」アイコンをダブルクリックします。
4「PageScope Net Care」を選択します。

5［停止］をクリックします。
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Windows 2000の場合の場合の場合の場合
1［スタート］－「設定」－「コントロールパネル」をクリックします。
2「管理ツール」フォルダを開きます。
3「サービス」アイコンをダブルクリックします。
4「PageScope Net Care Service」を選択します。

5「操作」メニューから「停止」をクリックします。

Windows NT 4.0の場合の場合の場合の場合
1［スタート］－「設定」－「コントロールパネル」をクリックします。
2「サービス」アイコンをダブルクリックします。
3「PageScope Net Care Service」を選択します。

4［停止］ボタンをクリックします。
5 確認のダイアログで［Yes］をクリックします。

Windows Me/98/95の場合の場合の場合の場合
1 タスクトレイ内の「PageScope Net Care」アイコンを右クリックしま
す。

2［Exit］をクリックします。

3 確認のウィンドウで［Shut Down］ボタンをクリックします。

Linuxの場合の場合の場合の場合

"# root権限でこれらの操作を行ってください。

以下のように入力して、PageScopeサーバをシャットダウンしてください。

#/etc/rc.d/init.d/nmu stop

PageScope Net Careのアップグレードのアップグレードのアップグレードのアップグレード 
"# サーバ上のプリンタがアップグレードされたときは、サーバ上のプリンタがアップグレードされたときは、サーバ上のプリンタがアップグレードされたときは、サーバ上のプリンタがアップグレードされたときは、リストマネー

ジャからそのプリンタを削除した後にリストマネージャからそのプ
リンタを再度検索、登録させるか、「プリンタの追加」を使用してリ
ストにプリンタを追加してください。この操作により、プリンタに
関する情報が更新されます。

アップグレードの際のご注意アップグレードの際のご注意アップグレードの際のご注意アップグレードの際のご注意
PageScope 3.6以降のバージョンからアップグレードできますが、それより
前のバージョンからはアップグレードできません。
PageScope Net Careのアップ
グレード 
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インストール時に同時にアップグレードを行うと、最も簡単にアップグレード
できます。インストール後にアップグレードを行うと、PageScope Net Care 
4.0の全データが古い PageScopeのデータに置き換わってしまいます。

アップグレードを行う前に、PageScope Net Careをシャットダウンしてお
いてください。

全環境での操作全環境での操作全環境での操作全環境での操作
1 古いバージョンの PageScopeが動作している場合は、PageScopeサーバ
をシャットダウンします。
古いバージョンの PageScopeがインストールされているディレクトリ
とは異なるディレクトリを PageScope Net Care用に指定します。

2 PageScope Net Careが動作している場合は、シャットダウンします。

3 サーバコンソールツールを起動します。

4「Database」タブをクリックします。

5「Database Upgrade」を選択します。

6［Browse］をクリックし、PageScope 3.xのルートディレクトリを選択
します。
通常 PageScope 3.xは、「Program Files/PageScope」フォルダにありま
す。

7［Open］をクリックします。

8 画面を確認し、［OK］をクリックします。
次回 PageScope Net Careを起動すると、古い PageScopeサーバの
データが PageScope Net Careサーバに移されます。

9 古いバージョンの PageScopeをアンインストールします。

PageScope Net Careのアンインストールのアンインストールのアンインストールのアンインストール

Windows XPの場合の場合の場合の場合
1 PageScope Net Careサーバをシャットダウンします。

2［スタート］－「コントロールパネル」をクリックします。
3「プログラムの追加と削除」アイコンをクリックします。
ダイアログが表示されます。

4「プログラムの追加と削除」ダイアログで、プログラムのリストから
「PageScope Net Care」を選択します。

5［追加と削除］ボタンをクリックします。
6 画面の指示にしたがって操作してください。
PageScope Net Careのアンイン
ストール
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Windows 2000/NT 4.0の場合の場合の場合の場合
1 PageScope Net Careサーバをシャットダウンします。

2［スタート］－「設定」－「コントロールパネル」をクリックします。
3「アプリケーションの追加と削除」アイコンをダブルクリックします。
ダイアログが表示されます。

4「アプリケーションの追加と削除」ダイアログで、アプリケーションの
リストから「KONICA MINOLTA PageScope Net Care」を選択します。

! Windows 2000の場合：［プログラムの変更と削除］ボタンをクリッ
クします。

! Windows NT 4.0の場合：［追加と削除］ボタンをクリックします。

5 画面の指示にしたがって操作してください。

Windows Me/98/95の場合の場合の場合の場合
1 PageScope Net Careサーバをシャットダウンします。

2［スタート］－「設定」－「コントロールパネル」をクリックします。
3「アプリケーションの追加と削除」アイコンをダブルクリックします。
ダイアログが表示されます。

4「アプリケーションの追加と削除」ダイアログで、アプリケーションの
リストから「KONICA MINOLTA PageScope Net Care」を選択します。

5［追加と削除］ボタンをクリックします。
6 画面の指示にしたがって操作してください。

Linuxの場合の場合の場合の場合

"# root権限でこれらの操作を行ってください。

1 以下のように入力して PageScope Net Careをシャットダウンします。

#/etc/rc.d/init.d/nmu stop

2「PageScope_Net_Care」ディレクトリ内の「uninstall.sh」スクリプト
を実行します。

3 以下のように入力して「PageScope_Net_Care」ディレクトリを削除し
ます。

# rm -rf PageScope_Net_Care
PageScope Net Careのアンイ
ンストール 
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NDPS Gateway
プリンタには、magicolor 7300プリンタに対応している 2種類の NDPS 
Gatewayが付属し、選択できます。

! PageScope NDPS Gateway：：：：magicolor 7300と KONICA MINOLTA
製のデジタルコピー機に対応しています。インストール方法と使い
かたについては、PageScope NDPS Gatewayのマニュアルを参照し
てください。

"# PageScope NDPS Gatewayのマニュアルとソフトは、http://
www.pagescope.comからダウンロードできます。

! KONICA MINOLTA NDPS Gateway：magicolor 7300に対応しています。
本章の次項より、インストール方法と使いかたについて説明します。

KONICA MINOLTA NDPS Gatewayのインストールのインストールのインストールのインストール
NDPS Gatewayコンポーネントは、LPD/LPR、プリンタMIBに対応してい
るプリンタで使用するように設計されています。古いプリンタ、TCP/IP接
続用の CrownNetインターフェイスを使用していないプリンタ、LPD/LPR
の解釈が統一されていないプリンタは、互換性がないか、この Gatewayコ
ンポーネントの一部の機能を利用できない場合があります。お使いのプリン
タが LPD/LPRに対応しているかどうか、プリンタのマニュアルを参照して
確認してください。

1 Software Utilities CD-ROMがコンピュータに入っていない場合は、
CD-ROMドライブに入れます。

2 Windowsのエクスプローラを使用して、CD-ROMドライブを選択し、
Gatewayのフォルダを選択してください。

3「setup.exe」アイコンをダブルクリックします。

インストールプログラムが開始します。
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4［Next］をクリックします。

5 システムディレクトリのパスが正しいことを確認します。
パスを変更する必要がある場合は、［Change］ボタンをクリックして、
システムディレクトリを表示して選択してください。

6［Next］をクリックします。

7「public¥win32」ディレクトリのパスが正しいかどうか確認します。
パスを変更する必要がある場合は、［Change］ボタンをクリックして、
「public¥win32」ディレクトリを表示して選択してください。

8［Next］をクリックします。
KONICA MINOLTA NDPS 
Gatewayのインストール 
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9 インストール情報が正しいことを確認します。 
インストール方法を変更する必要がある場合は、［Back］ボタンをク
リックし、インストールを行う前に、設定を変更してください。

10［Install］をクリックします。
Gatewayとユーティリティがインストールされます。
KONICA MINOLTA NDPS
Gatewayのインストール
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11 インストールが完了したら、［Finish］をクリックします。

12 インストールプログラムが終了したら、Software Utilities CD-ROMを取
り出し、大切に保管してください。

NDPSの設定の設定の設定の設定
NDPSコンポーネントは、以下の手順で設定します。

! NDPSブローカの作成

! NDPSマネージャの作成

! プリンタエージェントの作成

! 以下の方法で NDPSプリンタの設定

% プリンタの追加ウィザード または

% NetWareプリントマネージャ

以降の項では、これらを行う詳しい手順と、NDPSコンポーネントで使用
可能なプリンタの機能について説明します。NDPSについて詳しくは、
Novell社のマニュアルやオンラインヘルプを参照してください。
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NDPSブローカの作成ブローカの作成ブローカの作成ブローカの作成
1 NWAdminを開き、NDPSブローカを置きたいコンテナを選択します。

2「オブジェクト」から「作成」
をクリックします。

3「NDPSブローカー」を選択し、［OK］をクリックします。

4 NDPSブローカーの名前を入力します。
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5「RMS Volume」テキストボックスの横のボタンをクリックします。
NDPSブローカを置く場所のボリュームを選択します。

6［作成］をクリックします。
7 アクセスコントロールの設定を確認して、その管理者がリストに表示さ
れていることを確認します。

8 以下のように入力して、サーバコンソールのブローカをロードします。

Load broker ".< ブローカ名 >.< ブローカが置かれているコンテキス
ト >"
NDPSの設定 145



NDPSマネージャの作成マネージャの作成マネージャの作成マネージャの作成
1 NWAdminで、NDPSマネージャを置きたいコンテナを選択します。

2「オブジェクト」から「作成」
をクリックします。

3「NDPSマネージャ」を選択し、［OK］をクリックします。

4 NDPSマネージャの名前を入力します。

5「常駐先サーバ」テキストボックスの横のボタンをクリックします。
6 NDPSマネージャを作成するサーバ（通常はサーバの SYSボリューム）
を選択し、［OK］をクリックします。

7「デバイスボリューム」テキストボックスの横のボタンをクリックしま
す。
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8 NDPSマネージャを作成するボリュームを選択し、［OK］をクリックし
ます。

9［作成］をクリックします。
10 アクセスコントロールの設定を確認して、その管理者がリストに表示さ

れていることを確認します。

11 以下のように入力して、サーバコンソールの NDPSマネージャをロード
します。

Load ndpsm "<NDPS マネージャ名 >"

12 Windowsのプリンタエージェントリストのサーバコンソールを確認しま
す。
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プリンタエージェントの作成プリンタエージェントの作成プリンタエージェントの作成プリンタエージェントの作成
1 NWAdminで、プリンタエージェントを置きたいコンテナを選択します。

2「オブジェクト」から「作成」
をクリックします。

3「NDPSプリンタ」を選択し、［OK］をクリックします。

4 プリンタエージェント名を入力します。

5［作成］をクリックしてから「NDPSマネージャ」を選択します。
NDPSの設定148



6「Gateway Configuration」を選択し、［OK］をクリックします。

7 プリンタにアクセスする NDPSマネージャを選択します。前の項で作成
した NDPSマネージャを探してください。

8［OK］をクリックします。
スナップイン設定ウィンドウが表示されます。
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9［次へ］をクリックします。
ホストの設定ウィンドウが表示されます。

10 プリンタの IPアドレスまたはホスト名を入力します。

11 プリンタのコミュニティ名を入力します。

"# この手順は行わなくてもかまいません。

12［次へ］をクリックし、［完了］をクリックしてプリンタエージェントの
設定を完了します。

サーバにオブジェクトが作成中であることを示し、そのプリントシステ
ムでオブジェクトへのバインドを開始するメッセージウィンドウが表示
されます。
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プリンタエージェントのロードが完了すると、「プリンタドライバの選
択」ウィンドウが表示されます。

13 各 OS（コンピュータ）ごとに、リストからプリンタドライバを選択し
ます。

14［続行］をクリックします。
「情報」ウィンドウが表示されます。

15 選択したプリンタドライバの情報を確認し、［OK］をクリックします。
各コンピュータの設定を行う場合、プリンタドライバやホストソフト
ウェアのインストール方法については、セクション 2を参照してくださ
い。その後、次項での説明のように NDPSプリンタを追加してくださ
い。
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プリンタの追加ウィザードを使用したプリンタの追加ウィザードを使用したプリンタの追加ウィザードを使用したプリンタの追加ウィザードを使用した NDPSプリンタの設プリンタの設プリンタの設プリンタの設
定定定定

1［スタート］メニューで「設定」から「プリンタ」を選択します。
2「プリンタの追加」を選択します。
ローカルプリンタかネットワークプリンタを選択するウィンドウが表示
されます。

3「ネットワーク プリンタ」を選択し、［次へ］をクリックします。
プリンタを指定するウィンドウが表示されます。

4［次へ］をクリックして、お使いのネットワークを表示します。
「プリンタの参照」ウィンドウが表示されます。
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5「NDPSプリンタ」をダブルクリックします。

6「NDPSコントロールアクセスプリンタ」をダブルクリックします。

7 追加したいプリンタを表示してダブルクリックし、［次へ］をクリック
します。

8 通常使うプリンタに設定するかどうかのメッセージが表示されたら、
「はい」または「いいえ」を選択し、［次へ］をクリックし、［完了］を
クリックします。
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NetWareプリントマネージャを使用したプリントマネージャを使用したプリントマネージャを使用したプリントマネージャを使用した NDPSプリンタのプリンタのプリンタのプリンタの
設定設定設定設定

"# NDPSプリンタマネージャに登録されていない場合、以下の手順で登
録してください。

1「Public¥Win32」ディレク
トリから「NWPMW32」を
選択します。
「Novellプリンタマネー
ジャ」ウィンドウが表示さ
れます。

2「プリンタ」メニューから
「新規作成」を選択します。
「Novellプリンタ」ウィン
ドウが表示されます。

3［追加］をクリックします。
4［参照］をクリックして、プリンタを探します。
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5 追加するプリンタを選択します。

6［OK］をクリックします。

NDPSスナップインコントロールの使いかたスナップインコントロールの使いかたスナップインコントロールの使いかたスナップインコントロールの使いかた
NDPSコンポーネントは、設定機能と KONICA MINOLTAプリンタからの
情報を利用するために設計されたものです。

コントロールへのアクセスコントロールへのアクセスコントロールへのアクセスコントロールへのアクセス
NDPSコンポーネントのインストール時に自動的に「プリンタ制御」ダイ
アログが開きますが、インストール後にも、NWAdminを使用してこれらの
コントロールにアクセスすることができます。

1 NWAdminを開き、NDPSプリン
タをダブルクリックします。
NDPSスナップインコントロー
ルの使いかた 
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Novellの「プリンタ制御」ダイアログが表示されたときは、以降の操作
を行ってから KONICA MINOLTAの「プリンタ制御」ダイアログを開い
てください。Novellの「プリンタ制御」ダイアログが表示されない場合
は、KONICA MINOLTAの「プリンタ制御」ダイアログについて次項を
参照してください。

2 Novellの「プリンタ制御」ダイアログで［識別］をクリックします。

3「プリンタ制御 DLL名」ドロップダウンリストから「MQIPCTRL.PC2」
を選択します。

4［OK］をクリックし、Novellの「プリンタ制御」ダイアログを閉じます。

5 手順 1をもう一度行います。
KONICA MINOLTAの「プリンタ制御」ダイアログが開きます。
NDPSスナップインコントロール
の使いかた
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「プリンタ制御」ダイアログ「プリンタ制御」ダイアログ「プリンタ制御」ダイアログ「プリンタ制御」ダイアログ
KONICA MINOLTAの「プリンタ制御」ダイアログにより、以下の機能にア
クセスすることができます。

! 各プリンタで利用可能な機能など、プリンタ情報の確認

! プリンタステータスの確認

! プリントジョブのモニタ

! スプールの設定

! 以下のような印刷管理

% ジョブの保留

% 通知

% CrownViewや Telnetへのアクセス

「プリンタ制御」ダイアログのボタンから KONICA MINOLTA NDPSコン
ポーネントの全機能にアクセスすることができます。詳しくは、各ダイアロ
グから開くオンラインヘルプを参照してください。

Identification 「Printer Identification」ダイアログが開き、プリンタと
NDPSに関する一般的な情報が表示されます。また、利
用可能な「プリンタ制御 DLL名」を選択することもでき
ます。

Features 「Features」ダイアログが開き、プリンタの設定や、サ
ポートサービス情報を確認することができます。
NDPSスナップインコントロー
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Jobs 「NDPS Job List」ダイアログと「Spooling Configuration」
ダイアログを開くサブメニューが表示されます。

Pause Output サーバにコマンドを送信して、プリンタの出力を一時停
止することができます。プリンタの出力が一時停止する
と、どのプリントジョブも印刷されません。

［Pause Output］ボタンをクリックすると、［Resume 
Output］ボタンに変わります。［Resume Output］ボタン
をクリックすると、一時停止が解除され、プリントジョ
ブを印刷することができます。

Pause Input サーバにコマンドを送信して、プリンタへの入力を一時
停止することができます。入力の一時停止が行われてい
る間はジョブは 1つもプリンタへ送信されませんが、プ
リンタがすでに受信しているジョブはすべて出力されま
す。

［Pause Input］ボタンをクリックすると、［Resume 
Input］ボタンに変わります。［Resume Input］ボタンを
クリックすると、一時停止が解除され、プリントジョブ
をプリンタへ送信することができます。

Control Reset、Form Feed、Mount Mediaなどのプリンタコマン
ドを選択したり、「Printer Defaults」ダイアログを開いた
りするサブメニューが表示されます。

Advanced… 「Advances」ダイアログが開き、選択したプリンタの
Telnetセッションを開いたり、PageScope経由のプリン
タ内蔵Webページでプリンタの設定やステータス情報を
確認したりすることができます。

Status 選択したプリンタの現在の状況が表示されます。

OK 変更した設定を保存し、「プリンタ制御」ダイアログを閉
じます。

Cancel 変更した設定を保存せずに、「プリンタ制御」ダイアログ
を閉じます。

Page Options Novellの「Page Options」ダイアログが開きます。詳し
くは、Novell社のマニュアルやオンラインヘルプを参照
してください。
NDPSスナップインコントロール
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Help ヘルプファイルを表示します。

タブタブタブタブ 「プリンタ制御」「アクセス制御」「環境設定」「NDPSリ
モートプリンタ管理」タブについて詳しくは、Novell社
のマニュアルやオンラインヘルプを参照してください。
NDPSスナップインコントロー
ルの使いかた 
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カラー印刷カラー印刷カラー印刷カラー印刷

カラー印刷
セクション 4の内容

! 4.1章 「色の基礎」
プリンタで用いられるカラー印刷の原理について
概要を説明します。

! 4.2章 「カラープロファイル、 ハーフトーン スクリーン、
Pantoneテーブル」
カラープロファイルの正しい使いかたや、カラー
プロファイルをプリンタにインストールする方法
を紹介します。



本セクションの目次本セクションの目次本セクションの目次本セクションの目次
章章章章 タイトルタイトルタイトルタイトル 開始ページ開始ページ開始ページ開始ページ
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4.2 「カラープロファイル、 ハーフトーン ス
クリーン、Pantoneテーブル」 
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4.1色の基礎色の基礎色の基礎色の基礎



カラーマネージメントカラーマネージメントカラーマネージメントカラーマネージメント
KONICA MINOLTAのテクノロジーによりカラー出力が自動的に最適化さ
れ、手動で高度な最適化技術を使用しなくても、本格的な品質のカラー文書
を印刷することができます。本章では、色に関する一般的な説明から始め、
お使いのカラーレーザープリンタで色を処理する方法について説明します。

色とは、以下のような要素が関係して視覚となるものです。

! 光源

! 光源からの光を吸収、反射、透過する物体

! 物体から反射した光を受け、色を認識する観察者

光源から放射される光と、物体から反射される光は、区別する必要がありま
す。両方の光は非常に密接に関係しますが、2種類の基本原則の代表例とな
ります。

加法混色加法混色加法混色加法混色
すべての色が、赤、緑、
青の 3色から生成可能で
あると科学的に証明され
ています（図では、3色の
懐中電灯を使って説明し
ています）。これらの色は
加法原色と呼ばれます。

これらの色をさまざまな
割合で混ぜ合わせて輝度
を変えると、すべての可
視色を再現できます。光
源は、赤、緑、青がさま
ざまな割合で含まれてい
る光を放射します。

"# 白色光は、100%の赤、100%の緑、100%の青が混ぜ合わさったもの
です。

減法混色減法混色減法混色減法混色
赤いりんごなどの物体に
白色光を当てると、赤い
部分のみが人間の目に反
射しているように、白色
光が変化して見えます。
つまり、りんごは白色光
の緑と青の部分を吸収し
たはずです。これが、り
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んごが赤色に見える理由です。さらに分析すると、物体は、吸収の働きをす
るある色素を持っていると考えることができます。これらの色素には、シア
ン、マゼンタ、イエロー（CMY）がある特定の割合で含まれています。こ
れらの色は、減法原色（白色光から赤、緑、青の部分を減色、吸収します）
と呼ばれます。

加法混色と減法混色の関係は、前ページの懐中電灯を当てた例の結果を使っ
て説明できます。光源（発光する物体）に関して、以下の説明が当てはまり
ます。

! 赤の光と緑の光が混ざると、
イエローの光になる

! 緑の光と青の光が混ざると、
シアンの光になる

! 青の光と赤の光が混ざると、
マゼンタの光になる

この「輪」の反対側の位置にあ
る色は補色となり、光を反射す
る物体に関しては以下の説明が
当てはまります。

! 赤の光は、シアンの色素に
よって吸収される

! 緑の光は、マゼンタの色素
によって吸収される

! 青の光は、イエローの色素によって吸収される

先ほどの赤いりんごの例では、吸収を行う色素はマゼンタ（緑の光を吸収）
とイエロー（青の光を吸収）になるはずです。その際、赤い光は吸収され
ず、反射されることになります。

"# シアン、マゼンタ、イエローの色素を同じ量ずつ混ぜると、ブラッ
ク（黒）の色素になります（白色光から赤、緑、青のすべての部分
が吸収されるためです）。そのため、ブラック（黒）には色がありま
せん。

カラープリンタでは減色法が使用されます。そのため、人間がカラー印刷物
を見るときには、白色の紙から反射する白色光の一部をトナーの色素が吸収
しています。カラーレーザープリンタには、一般的に 4色（シアン、マゼ
ンタ、イエロー、ブラック）のトナーカートリッジが付いています。シア
ン、マゼンタ、イエローを同じ量ずつ混ぜると、ブラック（黒）になりま
す。ただし、カラーのトナーは 100%の純色ではないため、ブラックのト
ナーを加えて純粋なブラック（黒）を作り出します。また、ブラックのト
ナーの使用は、テキストなどを黒色のみで印刷する場合に経済的な方法とな
ります。
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カラー印刷について語
るときには、加法混色
を使用したディスプレ
イなどの機器で作成さ
れた色と、減法混色を
使用したカラープリン
タでの印刷の色を合わ
せることが、実際には
問題となります。正し
い色を印刷するには、
ディスプレイの RGB
カラーを、カラーレー
ザープリンタで使用す
る CMY(K)に変換可
能なモジュールが必要
です。この変換は、機
器に依存するもので
す。この図では、ある RGB値（ディスプレイで使用）を CMYK値（カ
ラーレーザープリンタで使用）に変換する（ソフトウェア）モジュールのよ
うなものを表してます。

ディスプレイ、カラーレーザープリンタ、デジタルカメラ、スキャナーな
ど、色を生成可能な機器は多くあります。数多くの変換モジュールを使用し
なくてすむように、まず色の規格を規定する必要があります。

色は人間の目が知覚する方法によって定義されるため、CIE LABカラーモ
デル（色空間とも呼ばれ、機器に依存しないモデルで可視光のすべての色を
構成したもの）を採用しています。CIEは、Commission Internationale 
d’Eclairageの略です。人間の知覚に基づいているため、CIE LABカラーモ
デルは最も普及しています。
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カラーモデルカラーモデルカラーモデルカラーモデル
ディスプレイとカラープリン
タでは、人間の目に見える色
の範囲と比較すると、色の範
囲が限定されています。この
図では、ディスプレイで表示
可能な色の範囲と、カラー
レーザープリンタで生成可能
な色の範囲を表してみまし
た。色の範囲はギャマット
（色域）と呼ばれ、機器に依
存します。ディスプレイに見
える色と同じ色をカラーレー
ザープリンタで印刷するため
には、まずディスプレイのプ
ロファイルを標準の色空間に
変換してから、標準の色空間
をカラーレーザープリンタの
プロファイルに変換する必要
があります。この変換に最も
よく使われる標準の色空間
は、CIE LABです。CIE LAB
の色空間は、人間の色の知覚
に基づいています。CIE LABカラーモデルを細かく見ると、両方の機器の
ギャマット（色域）が異なっていることに気付きます。つまり、ディスプレ
イに表示される色の一部は、カラーレーザープリンタで正確な色には印刷で
きません。そのような色はギャマット（色域）の範囲外となります。この現
象は、単にそれらの機器の物理的特性が原因で起こるものです。そのため、
変換モジュールでは、ギャマット（色域）の範囲外の色を補正し、できる限
り近い色に変換することも必要になります。
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4.2カラープロファイル、カラープロファイル、カラープロファイル、カラープロファイル、
ハーフトーンハーフトーンハーフトーンハーフトーン
スクリーン、スクリーン、スクリーン、スクリーン、

Pantoneテーブルテーブルテーブルテーブル



カラープロファイルカラープロファイルカラープロファイルカラープロファイル
前章では、どの機器でも生成可能な色の範囲について説明しました。ある機
器が生成可能な色はその機器の色域であり、生成不可能な色は色域の範囲外
であると考えられます。例えば、ディスプレイでは自然界に存在する色をす
べて表示することはできませんし、また、カラープリンタではディスプレイ
に表示できる色と同じだけの色を生成することはできません。そのため、
ディスプレイで見ることができる色の一部は、プリンタの色域の範囲外とな
ります。

ICCプロファイルプロファイルプロファイルプロファイル
ICC（International Color Consortium）プロファイルは、さまざまな機器間
での色域の不一致の問題を解決するために開発されました。ほとんどのカ
ラー機器のメーカーは、ICCプロファイルの仕様にしたがっています。

そのため、ディスプレイやデジタルカメラなどの機器は、その機器の色域を
CIE LABカラーモデルに変換するための専用プロファイルを搭載していま
す。また、カラーを再現する機器（カラーレーザープリンタなど）の方で
は、CIE LABカラーをその機器のカラー再現方法に変換するプロファイル
を搭載する必要があります。カラー生成機器とカラー再現機器には、それぞ
れ独自の ICCプロファイルがあり、それらは各メーカーが提供する必要が
あります。

ICCプロファイルをカラーマネージメントモジュール（CMM）に組み込む
には、以下の 2種類の方法があります。

1 ワークステーション上で組み込む方法。この方法の不利な点は、すべて
の OSで CMMがサポートされているわけではないという点です（例：
Windows 95）。そのため、アプリケーション内に CMMを組み込んでい
るソフトウェアメーカーもあります（例：CorelDRAW 10、PageMaker 
6.5、Photoshop 7）。このことが混乱の元となり、誤った組み込みがさ
れている場合もあります。

2 プリンタ内に組み込む方法。すべてのカラー処理がプリンタ内で行われ
るため、この方法が最も簡単です。プリンタは、受け取ったカラーデー
タを変換します。KONICA MINOLTAカラープリンタは、カラーマネー
ジメントモジュール（CMM）を内蔵しています。
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この図は、KONICA MINOLTAカラーレー
ザープリンタに内蔵されている CMMを表
しています。最初に、RGBソースの ICC
プロファイルが、色を生成した機器（この
場合はディスプレイ）の RGB値を、標準
的な CIE LABカラーモデルに変換します。
次に、シミュレーションファイルを使用す
るように設定されている場合は、その CIE 
LABカラーモデル値がシミュレーションプ
ロファイルに変換されます。シミュレー
ションプロファイルを使用すると、カラー
データが標準的な CIE LABカラーモデルへ
と再度変換されます。最後に、
KONICA MINOLTAの出力プロファイルま
たはデスティネーションプロファイルが、
そのデータをプリンタに送られる CMYK値
に変換します。

数種類の RGBソースやデスティネーショ
ン ICCプロファイルが、
KONICA MINOLTAカラーレーザープリン
タの CMMに組み込まれています。その他
の RGBソース ICCプロファイル、シミュ
レーション ICCプロファイル、デスティ
ネーション ICCプロファイルをダウンロー
ドすることもできます。

内蔵されている CMMの主要な機能は、色
域外の色を、色域内の最も近い色にマッピ
ングすることです。

カスタムカスタムカスタムカスタム ICCプロファイルのダウプロファイルのダウプロファイルのダウプロファイルのダウ
ンロードと使いかたンロードと使いかたンロードと使いかたンロードと使いかた

動作環境動作環境動作環境動作環境
! magicolor 7300プリンタ
! 内蔵ハードディスク
! ダウンロードマネージャー
! ICCプロファイル

"# 新しい ICCプロファイルを作成する
ソフトウェアの提供や操作説明は
行っていませんが、使用する ICCプ
ロファイルの置換や追加の方法につ
いては説明します。
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概要概要概要概要
数種類の RGBソースやデスティネーション ICCプロファイルが、
magicolor 7300の CMMに組み込まれています。また、RGBソースプロ
ファイル、シミュレーションプロファイル、デスティネーションプロファイ
ルのカスタムプロファイルをダウンロードし、プリンタに組み込まれている
プロファイルに追加することもできます。

カスタムデスティネーションプロファイルの作成カスタムデスティネーションプロファイルの作成カスタムデスティネーションプロファイルの作成カスタムデスティネーションプロファイルの作成
1 magicolor 7300の色空間を記述した ICC出力プロファイルを、解像度と
ハーフトーンを指定して作成します。

"# プロファイルを作成するときは、プロファイル設定ソフトウェア
の色分解の設定で、最大のインクの上限を 225%にしてくださ
い。225%は、magicolor 7300の定着部で処理可能なインクの最
大量です。この量を超えると、定着部が損傷し、印刷品質が低下
する可能性があります。

2 作成したプロファイルに名前をつけます。

"# Windowsのドライバを使用している場合は、「（8文字以内のファ
イル名）.（3文字の拡張子）」の命名規則にしたがって名前をつ
けてください。

Macintoshのドライバを使用している場合は、デスティネーショ
ンプロファイルのファイル名を、custdes1.icc、custdes2.icc、
custdes3.iccにしてください。

3 ダウンロードマネージャーを使用して、作成したファイルを magicolor 
7300のハードディスクにダウンロードします。

"# 同様に、ダウンロードマネージャーを使用して、カスタム RGB
ソースプロファイルやシミュレーションプロファイルもダウン
ロードできます。

Windowsのドライバを使用している場合は、これらのプロファ
イルのファイル名が、「（8文字以内のファイル名）.（3文字の拡
張子）」の命名規則にしたがって名前をつけてください。

Macintoshのドライバを使用している場合は、RGBソースプロ
ファイルのファイル名を、custrgb1.icc、custrgb2.icc、
custrgb3.iccにしてください。シミュレーションプロファイルの
ファイル名は、custsim1.icc、custsim2.icc、custsim3.iccにして
ください。
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ダウンロードマネージャーを使用してプロファイルをダウダウンロードマネージャーを使用してプロファイルをダウダウンロードマネージャーを使用してプロファイルをダウダウンロードマネージャーを使用してプロファイルをダウ
ンロードするンロードするンロードするンロードする

1 ダウンロードマネージャーを開きます。（「ダウンロード マネージャー」
（p.119）参照）

2 ダウンロードするファイルの種類として「カラープロファイル」を選択
します。

3 magicolor 7300プリンタを指定します。

4「オプションダウンロード」では、［参照］ボタンをクリックして正しい
ファイルを選択し、ダウンロードするプロファイルを表示します。

5［ダウンロード］をクリックして、新しいプロファイルをプリンタに送
ります。

ダウンロードしたプロファイルの使いかたダウンロードしたプロファイルの使いかたダウンロードしたプロファイルの使いかたダウンロードしたプロファイルの使いかた
1 ダウンロードが正しく行われたかどうかを確認するため、プリンタの操
作パネルを使用して HDDディレクトリリストを印刷します（「ｲﾝｻﾂ /
HDD ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ ﾘｽﾄ」メニュー）。HDDディレクトリリストには、ハード
ディスク内のファイルの一覧が記載されています。

2「directory/ata0a/ps/color/profiles」の項にダウンロードしたプロファイル
が記載されていることを確認します。

3 ダウンロードしたプロファイルを使用するときは、お使いの OSに合わ
せて以下の手順にしたがって操作を行ってください。
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Windowsの場合の場合の場合の場合
1「カラー詳細設定」画面を表示します（「機能」タブ／［カラーオプショ
ン］／［設定変更］）。

2 使用するプロファイルの項目の［プロファイルの管理］ボタンをクリッ
クします。

3 使用するプロファイルの項目（RGBソース、シミュレーション、デス
ティネーション）の［プロファイルの管理］ボタンをクリックします。

4 プルダウンメニューに表示される説明記述を入力します。

5 HDDディレクトリリストでハードディスクの「/ata0a/ps/color/profiles」
ディレクトリの項に記載されている、ダウンロードしたプロファイルの
ファイル名（パス名は不要）を入力します。

6［追加］をクリックし、［完了］をクリックします。

7「RGBソース／カスタム設定」「シミュレーション」「デスティネーショ
ン」ドロップダウンリストから、手順 4で入力したプロファイルの説明
記述を選択します。

"#「デスティネーション」の項目で「なし」を選択すると、プリンタ
のROM内のデスティネーションプロファイルが使用されます。
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Macintoshの場合の場合の場合の場合
「カスタム設定 1」「カスタム設定 2」「カスタム設定 3」の設定には、RGB
ソースの場合はダウンロードしたプロファイル custrgb1.icc、custrgb2.icc、
custrgb3.iccを使用してください。シミュレーションの場合は、ダウンロー
ドしたプロファイル custsim1.icc、custsim2.icc、custsim3.iccを使用してく
ださい。デスティネーションの場合は、ダウンロードしたプロファイル
custdes1.icc、ustdes2.icc、custdes3.iccを使用してください。

"# デスティネーションプロファイルの項目で「既定設定」を選択する
と、プリンタの ROM内のデスティネーションプロファイルが使用さ
れます。

ハーフトーンスクリーンハーフトーンスクリーンハーフトーンスクリーンハーフトーンスクリーン
レーザープリンタでは、コントーン画像をドットパターンに変換する必要が
あります。 人間の目の解像力（分解能）に限界があるため、ハーフトーンは
コントーン（連続調の濃度）の画像として見えます。 ハーフトーンは、スク
リーン線数（lpi、ハーフトーンスクリーンの 1インチあたりの線数）、スク
リーン角度（ハーフトーンスクリーンを印刷する角度）、スポット関数
（ドットの形状）の 3つの特性によって規定されます。

ハーフトーンの種類ハーフトーンの種類ハーフトーンの種類ハーフトーンの種類
magicolor 7300では、「低線数」「中線数」「高品質」の 3種類のハーフトー
ンを使用できます。以下の表では、各ハーフトーンスクリーンでのスクリー
ン角度、スクリーン線数、スポット関数をトナーの色ごとに表しています。
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解像度が「スタンダード」の場合（解像度が「スタンダード」の場合（解像度が「スタンダード」の場合（解像度が「スタンダード」の場合（600×××× 600 dpi））））

解像度が「高品質」の場合（解像度が「高品質」の場合（解像度が「高品質」の場合（解像度が「高品質」の場合（9600×××× 600 dpi））））

ハーフトーンハーフトーンハーフトーンハーフトーン
スクリーンスクリーンスクリーンスクリーン

トナーの色トナーの色トナーの色トナーの色 スクリーンスクリーンスクリーンスクリーン
角度角度角度角度

スクリーンスクリーンスクリーンスクリーン
線数線数線数線数

スポットスポットスポットスポット
関数関数関数関数

低線数 シアン 68.20 111.42 線形

マゼンタ 68.20 111.42 線形

イエロー 21.80 111.42 線形

ブラック 21.80 111.42 線形

中線数 シアン 63.43 134.16 線形

マゼンタ 63.43 134.16 線形

イエロー 14.04 145.52 線形

ブラック 14.04 145.52 線形

高品質 シアン 71.57 189.74 線形

マゼンタ 71.57 189.74 線形

イエロー 18.43 189.74 線形

ブラック 18.43 189.74 線形

ハーフトーンハーフトーンハーフトーンハーフトーン
スクリーンスクリーンスクリーンスクリーン

トナーの色トナーの色トナーの色トナーの色 スクリーンスクリーンスクリーンスクリーン
角度角度角度角度

スクリーンスクリーンスクリーンスクリーン
線数線数線数線数

スポットスポットスポットスポット
関数関数関数関数

低線数 シアン 63.43 134.16 ユークリッド点

マゼンタ 26.57 134.16 ユークリッド点

イエロー 45.00 141.42 ユークリッド点

ブラック 90.00 150.00 ユークリッド点

中線数 シアン 71.57 189.74 ユークリッド点

マゼンタ 26.57 134.16 ユークリッド点

イエロー 45.00 141.42 ユークリッド点

ブラック 90.00 150.00 ユークリッド点

高品質 シアン 71.57 189.74 ユークリッド点

マゼンタ 18.43 189.74 ユークリッド点

イエロー 90.00 200.00 ユークリッド点

ブラック 45.00 212.13 ユークリッド点
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ハーフトーンの選択ハーフトーンの選択ハーフトーンの選択ハーフトーンの選択
Windowsのドライバの「クイックカラー設定」でハーフトーンスクリーン
を自動的に設定する方法と、「詳細カラー設定」ダイアログでテキスト／グ
ラフィックスとイメージにそれぞれ以下のハーフトーンスクリーンを設定す
る方法があります。

! 低線数：低線数：低線数：低線数：写真やスキャンした画像に最適です。

! 中線数：中線数：中線数：中線数：速度と印刷品質のバランスが最適化されています。

! 高品質：高品質：高品質：高品質：テキストや線画に最適です。

Pantoneテーブルテーブルテーブルテーブル
Pantoneテーブルは、 Webサイト www.konicaminolta.net/printer/で入手可
能です。

Pantoneテーブルのインストール（テーブルのインストール（テーブルのインストール（テーブルのインストール（Windows））））

インターネットからのインターネットからのインターネットからのインターネットからの Pantoneテーブルのダウンロードテーブルのダウンロードテーブルのダウンロードテーブルのダウンロード
1 お使いのインターネットブラウザで、www.konicaminolta.net/printer/に
アクセスします。

2「Need Help or Drivers?」リストボックスのドロップダウンリストからお
使いのプリンタを選択します。

3「Drivers, PPDs & Utilities」の項目で、お使いのコンピュータの OSを選
択します。

4 Pantoneファイルを表示して、ダウンロードします。
ダウンロードしたファイルには、使用前に解凍が必要な圧縮ファイルが
含まれている場合があります。

5 拡張子が「.EXE」となっているファイルをダブルクリックして、ファイ
ルを解凍します。
画面の指示にしたがい、圧縮ファイルの解凍を行ってください。
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6 ファイルの解凍先フォルダを確認するメッセージが表示されたときは、
フォルダを置く場所を指定し、フォルダに名前を付けます（例：
PANTONE）。

7［Unzip］をクリックします。
Pantoneテーブル、readmeファイルなどのファイルが解凍されます。

8 ファイルの解凍が終わったら、［Close］をクリックします。

"# Pantoneテーブルの使用方法については、解凍したファイル内の
情報を参照してください。

Pantoneテーブルのインストール（テーブルのインストール（テーブルのインストール（テーブルのインストール（Macintosh））））

インターネットからのインターネットからのインターネットからのインターネットからの Pantoneテーブルのダウンロードテーブルのダウンロードテーブルのダウンロードテーブルのダウンロード
1 お使いのインターネットブラウザで、www.konicaminolta.net/printer/に
アクセスします。

2「Need Help or Drivers?」リストボックスのドロップダウンリストからお
使いのプリンタを選択します。

3「Drivers, PPDs & Utilities」の項目で、お使いの Macintoshの OSを選択し
ます。

4 Pantoneファイルを表示して、ダウンロードします。
ダウンロードしたファイルには、使用前に解凍が必要な圧縮ファイルが
含まれている場合があります。

5 拡張子が「.SEA」となっているファイルをダブルクリックして、ファイ
ルを解凍します。
画面の指示にしたがい、圧縮ファイルの解凍を行ってください。
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6 ファイルの解凍先
フォルダを確認する
メッセージが表示さ
れたときは、フォル
ダを置く場所を指定
し、フォルダに名前
を付けます（例：
PANTONE）。

7［Save］をクリック
します。
Pantoneテーブル、
readmeファイルなどのファイルが解凍されます。

8 ファイルの解凍が終わったら、［Quit］をクリックします。

"# Pantoneテーブルの使用方法については、解凍したファイル内の
情報を参照してください。
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機能と設定機能と設定機能と設定機能と設定

機能と設定
セクション 5の内容

! 5.1章 「プリンタ内部の処理」
プリントジョブ受信時に、プリンタのファーム
ウェアとハードウェアの内部で行われている処理
について説明します。

! 5.2 章 「プリンタの機能」
magicolor 7300が対応している主な機能について
説明します。

! 5.3章 「プリンタの設定」 
プリンタの設定方法と設定の詳細について説明し
ます。特に、プリンタ内蔵Webページの説明、
PageScope Lightを使用してそのWebページにア
クセスする方法、メニューマップ、
KONICA MINOLTAプリンタドライバでのプリンタ
の設定方法について説明します。

! 5.4章 「アカウント記録」
ハードディスクが装着されているプリンタからア
カウント情報を取得し、判断する方法について説
明します。



本セクションの目次本セクションの目次本セクションの目次本セクションの目次
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5.1プリンタ内部のプリンタ内部のプリンタ内部のプリンタ内部の
処理処理処理処理



プリンタ内部の処理プリンタ内部の処理プリンタ内部の処理プリンタ内部の処理
プリンタのオペレーティングシステムはプリンタ内に格納されていて、プリ
ンタファームウェアと呼ばれます。プリンタファームウェアはスマートメ
ディアカードのフラッシュ ROMに格納されています。

新しいプリンタファームウェアへのアップデートは、プリンタのインター
フェイスのいずれかを経由して行われます。プリンタファームウェアがプリ
ンタにダウンロードされると、プリンタはコードの種類を認識し、古い
ファームウェアを、ダウンロードされた新しいファームウェアに置き換えま
す。ダウンロード完了後、新しく格納された動作可能なファームウェアで、
プリンタが再起動します。

プリンタの電源がオンになると、初期設定ではスタートページが印刷されま
す。このページは、オペレーションシステムにより内部で作成されます。以
下の表は、オペレーションシステムによって印刷可能な情報ページのリスト
です。

情報ページ情報ページ情報ページ情報ページ 備考備考備考備考

スタートページ プリンタの電源がオンになるたびに、スタート
ページが印刷されます。このページは、プリンタ
の機能や装着されているオプションを確認するの
に特に重要です。

"# 操作パネルを使ってスタートページを自動的
に印刷しないように設定することもできま
す。

セッテイ リスト このページでは、プリンタの設定が記載されます。

フォント リスト インストールされているフォントのリストをそれ
ぞれサンプル付きで印刷します。

トウケイ ページ このページでは、プリンタの使用方法や消耗品の
現在の状況に関する統計情報が記載されます。

レジストレーション このページでは、プリンタの 4色のそれぞれにつ
いて位置合わせ精度を確認することができます。

デモ ページ カラー印刷のデモページを印刷します。

メニュー マップ 操作パネルのメニューマップを印刷します。

HDDディレクトリ 
リスト

このページでは、ディレクトリのリストが記載さ
れます。
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ラスタライズラスタライズラスタライズラスタライズ
プリントエンジンが新しいページを印刷する準備ができるたびに、印刷デー
タは、格納が可能なビットマップ形式に変換され、プリントエンジンに読み
込まれます。

モノクロ印刷では、ページ内にブラックのビットマップのみが含まれること
になります。カラープリンタでは、4色の別々のビットマップ（シアン、マ
ゼンタ、イエロー、ブラック）に印刷データが変換されます。モノクロ出力
の場合は、ブラックのビットマップのみに変換されます。

下図は、ビットマップで表されたカラーのラスタライズ処理の例です。

ラスタライザは、データを 4色（シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック）
のビットマップにします。プリントエンジンはこれらのビットマップを処理
し、用紙の上に 4色のトナーの層を定着させ、印刷物を作成します。

"# シアンとイエローが混ざると緑になり、シアンとマゼンタが混ざる
と青になり、イエローとマゼンタが混ざると赤になります。シアン、
マゼンタ、イエローをすべて混ぜるとブラックになります。この例
では、ブラックは、全 4色のトナーの定着させて作成されます。

?
ビットマップとはビットマップとはビットマップとはビットマップとは ?

ビットマップは、ページを図
で表現するものです。すべて
の文字やイラストは、非常に
小さいドットを使って印刷さ
れます。
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印刷可能領域印刷可能領域印刷可能領域印刷可能領域
印刷可能領域は、用紙サイズから、印刷されない用紙の端を除いた領域にな
ります。印刷されない部分は、用紙の端から約 5 mmです。

"# 印刷可能領域について詳しくは、「magicolor 7300ユーザーズガイド」
を参照してください。

印刷印刷印刷印刷
プリンタで印刷を行うのは、プリントエンジンといわれるハードウェアで
す。

プリントエンジンの基本的な機能について理解していただくために、カラー
プリンタのプリントエンジンについて説明します。

1 レーザユニット：レーザユニット：レーザユニット：レーザユニット： レーザユニット①は、
フレームバッファの内容によって制御さ
れます（各色ごとに）。フレームバッファ
のビットマップで使われる各ドットの色
に対して、レーザがオンに切り替わり、
電気的なドットがプリントユニット内の
OPC上に書き込まれます。

"# 電気的なドットは、OPCの表面の
分離された領域です。OPCは最初に帯電した状態になっていま
すが、レーザビームが表面に光を当てると、その領域は電気的に
帯電が解除されます。

2 トナー：トナー：トナー：トナー：各トナーカートリッジ②は、静電気引力により、プリントユ
ニット上の電気的に中性の領域にトナーを転写します（トナーは負電荷
を運びます）。

3 プリントユニット（プリントユニット（プリントユニット（プリントユニット（OPCも含も含も含も含
む）：む）：む）：む）：レーザユニットは、一方
の側から他方の側へ横にドッ
トを書き込みますが、プリン
トユニット③内の OPC
（Organic Photo Conductive）
の回転は縦方向の動き（ドッ
トの行）を担当します。

①

②

③
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4 定着ユニット：定着ユニット：定着ユニット：定着ユニット：定着ユニット④
には、加圧式の高温のローラが
あります。用紙が定着部を通る
とき、トナーの画像が溶け、用
紙の上に定着します。その後、
印刷された用紙はプリントエン
ジンの排紙エリアに送られます。

5 転写ベルトユニット：転写ベルトユニット：転写ベルトユニット：転写ベルトユニット：転写ベル
トユニット⑤では、4色の画像を集めます。その後、すべてのトナーの
画像が合わさった画像が、転写ベルトユニットから、給紙カセットから
送られた用紙に転写されます。転写処理もまた静電気引力によって行わ
れます。

プリントエンジンの各種ユニットは、プリンタのファームウェアによって制
御されます。これらのモジュールの状態を検知するために、プリントエンジ
ンには専用のセンサー信号が用意されています。

⑤

④
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5.2プリンタの機能プリンタの機能プリンタの機能プリンタの機能



サーバレス印刷サーバレス印刷サーバレス印刷サーバレス印刷
この図は、一般的なネット
ワーク環境の一部を簡略化
した図です。ワークステー
ション（WS1）では、ア
プリケーションを使って印
刷データを作成し、ネット
ワーク経由でネットワーク
サーバにデータを送信しま
す。ネットワークサーバで
は、ハードディスク内に
データを保管します（保管
したデータをプリント
キューといいます）。デー
タの送信が完了すると、
ネットワークサーバはこの
プリントジョブをネット
ワーク経由でプリンタに送
ります。

この方法には、以下の 2つ
の大きな問題があります。

1 印刷データがネットワーク間で 2回送られ、ネットワークのトラフィッ
クが増大します。

2 ワークステーションからプリントジョブのデータを送ってから印刷が完
了するまでに、かなり時間がかかります。

プリンタがジョブの処理を開始するまでに比較的長い時間待つ必要があるだ
けでなく、ネットワーク上の他のユーザも応答時間が遅くなるという影響を
受けます。
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KONICA MINOLTAテクノ
ロジーにより、以下のソ
リューションで問題を解決
します。

ワークステーションから
ネットワークサーバを経由
せずに、直接プリンタに印
刷データを送ります。

"# ネットワークサーバ
上のプリントキュー
を経由して印刷する
方法にする必要があ
る場合は、すべての
KONICA MINOLTA
プリンタでその方法
にすることもできま
す。

すべての KONICA 
MINOLTAプリンタは、
ネットワーク接続時にネッ
トワークサーバのように機能し、不必要なネットワークのトラフィックを軽
減します。この機能は、同じネットワークに複数のプリンタが動作している
ときに大きな利点となります。誰もがプリントジョブの処理が大幅に速く
なったことを実感できます。

ジャムリカバリー機能ジャムリカバリー機能ジャムリカバリー機能ジャムリカバリー機能
つまった用紙を取り除くと、紙づまりが起きたページから印刷が自動的に再
開します。

"# つまった用紙を取り除くときにプリンタの電源を切っていると、
ジャムリカバリー機能は働きません。
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電子丁合機能電子丁合機能電子丁合機能電子丁合機能

"# この 12ページのファイルは、4ページの文書が 3部印刷されたものと
同じになります。

"# 丁合 （部単位で印刷）機能は、内蔵ハードディスクが装着されてい
るときのみ、使用できます。

「部単位で印刷」が選択されていない状態で部数を 3に設定すると、データ
ストリーム内で部数が 3の情報とともに、アプリケーションからは 1度に 4
ページのファイルが送られます。丁合機能のないプリンタは、通常、1ペー
ジ目を 3回印刷し、その後に 2ページ目を 3回、3ページ目を 3回、4ペー
ジ目を 3回印刷します。その文書を使用するには、後から手作業でページ
を部単位にまとめる必要があります。ここでは、わずか 3部の場合の例で
すが、より多くの部数が必要になることもあります。

KONICA MINOLTAテクノロジーにより、以下のソリューションで問題を解
決します。

magicolor 7300では、複数の部数の文書が必要なときに、アプリケーショ
ン側で丁合の設定を行う必要はありません。プリンタドライバで丁合設定
（部単位で印刷）を選択しておくと、あとはプリンタドライバで部数を入力
するだけです。部数を何部に設定したかに関係なく、印刷データは一度だけ
送られます。magicolor 7300では、文書を 1部ずつ正しいページ順にして、
指定した部数分を自動的に丁合して印刷されます。この機能により、複数の
部数の文書を非常に効率良く印刷でき、またネットワークのトラフィックが
最小限になり、また印刷された文書を手作業で 1部ごとにまとめる手間を
省くことができます。

"# プリンタの初期設定では、丁合機能はオフになっています。プリン
タのセットアップが完了したら、この機能をオンにしておくことを
お薦めします。
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オーバーレイ印刷オーバーレイ印刷オーバーレイ印刷オーバーレイ印刷
書式やレターヘッドがすでに印刷されている特殊な種類の用紙を使用するこ
とがあります。印刷済みの書式を使用する文書を大量に郵送する場合など、
その用紙を使い切ってしまうことがあります。あるいは、書式に変更点（電
話番号など）があった場合には、まず用紙に書式を印刷し直す必要がありま
す。印刷することはできますが、そのような状況のために本来の仕事を中断
しなければならない場合があります。

KONICA MINOLTAテクノロジーにより、以下のソリューションで問題を解
決します。

あらかじめ印刷しておく書式をプリンタのハードディスクにダウンロード
し、オーバーレイのテンプレートとしてそのファイルを使用することができ
ます。

オーバーレイ印刷機能のオーバーレイ印刷機能のオーバーレイ印刷機能のオーバーレイ印刷機能の 3 つの主な利点つの主な利点つの主な利点つの主な利点
1 今後は、あらかじめ書式を印刷した用紙を用意しておく必要がありませ
ん。

2 必要なときに書式を変更できます。変更時に、用意しておいた書式入り
の用紙を廃棄する必要はありません。

3 オーバーレイファイルはプリンタ内に常駐しているため、印刷するたび
にコンピュータからプリンタへ書式を送る必要はありません。

オーバーレイは、どのアプリケーションからでもデザインできます。ただ
し、印刷可能な 1 ページの文書になっている必要があります。それは印刷
するためというよりは、コンピュータのハードディスクに PostScript ファ
イル（例えば「overlay1.ps」ファイル）としてオーバーレイを一時的に保
管する必要があるためです。その後、このファイルをプリンタの内蔵ハード
ディスクに転送します。ダウンロードマネージャを使用して、ファイルをプ
リンタのハードディスクに転送できます。

"# オーバーレイ機能は、Macintoshには対応していません。
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オーバーレイ印刷の書式データの作成方法オーバーレイ印刷の書式データの作成方法オーバーレイ印刷の書式データの作成方法オーバーレイ印刷の書式データの作成方法
"# Windows NT 4.0を使用の場合は、手順1のみ他のWindows OSで行う

必要があります。

1 オーバーレイ印刷に使用する書式データの作成します。

a オーバーレイ印刷に使用するデータを開き、「ファイル」メニューか
ら「印刷」を選択します。

b 「ファイルへ出力」をチェックし、［OK］をクリックします。
「プリンタ名」は magicolor7300が選択されていることを確認しま
す。

c ファイルの種類は「すべてのファイル (*.*)」を選択し、ファイル名に
任意の名称を入力します。

"#「（8文字以内のファイル名）.ps」の命名規則にしたがって名前を
つけてください。
オーバーレイ印刷の書式データの
作成方法
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d 保存先を選択し、［OK］をクリックします。

e ［スタート］－［プログラム］－［アクセサリ］－［ワードパッド］
を起動し、手順ｄで保存したファイルを開きます。

f 「編集」メニューから「検索」を選択します。
g 検索する文字列に「%-12345x」を入力し、「次を検索」をクリック
します。
オーバーレイ印刷の書式データ
の作成方法 

195



h 「%-12345x」を含む行を選択します。

i 「編集」メニューから「クリア」を選択します。
オーバーレイ印刷の書式データの
作成方法
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j 手順ｆ～ iを繰り返し、「%-12345x」を含む全ての行を削除します。
下記のメッセージが表示されます。

k 手順ｆ～ iと同様に「@PJL」を検索し、「@PJL」で始まる全ての行
を削除します。
オーバーレイ印刷の書式データ
の作成方法 
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l 手順ｆ～ iと同様に「setpagedevice」を検索し、「<<」で始まり「>> 
setpagedevice」で終わる全ての文字列を削除します。
ひとつも検索されない場合にはそのまま次に進んでください。

!" 下記のように「setpagedevice」のみが存在する場合は削除しな
いでください。

「setpagedevice」を検索し、「<<」で始まり「>> setpagedevice」で終
わる全ての文字列を削除します。
オーバーレイ印刷の書式データの
作成方法
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m 手順ｆ～ iと同様に「featurebegin{」を検索し、「featurebegin{」で始
まり「}featurecleanup」で終わる全ての文字列を削除します。
ひとつも検索されない場合にはそのまま次に進んでください。

!" 下記のように後ろの「featurecleanup」が終わりを示す
「}featurecleanup」の形になっていない場合は削除しないでください。 
オーバーレイ印刷の書式データ
の作成方法 
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「featurebegin{」を検索し、「featurebegin{」で始まり「}featurecleanup」
で終わる全ての文字列を削除します。
オーバーレイ印刷の書式データの
作成方法
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n Windows98/Meの場合のみ、手順ｆ～ｇと同様に「Gspagesave 
restore」を検索し、一番最後の「Gspagesave restore」に「end」を
入力します。

o 作成したファイルを「上書き保存」します。
下記ののメッセージが表示された場合、「はい」ボタンをクリックし
て保存します。

以上で書式データの完成です。
オーバーレイ印刷の書式データ
の作成方法 
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2 ダウンロードマネージャーを使用し、手順 1で作成した書式データを
magicolor7300のハードディスクにダウンロードします。
ダウンロードマネージャについては、「ダウンロードマネージャー
（Windows用）のインストール」（p.120）を参照してください。

a ダウンロードマネージャーを起動します。

b 「オーバーレイ」を選択し、magicolor7300を選択します。
magicolor7300が選択されていることを確認します。プリンタ名称は
プリンタドライバインストール時の設定により異なります。

c 「オプションダウンロード」がチェックされていることを確認し、
［参照］をクリックします。
オーバーレイ印刷の書式データの
作成方法
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d 手順 1で作成した書式データの保存先を指定し、［開く］をクリック
します。

e ［ダウンロード］をクリックします。

f 下記のメッセージが表示されることを確認し、［OK］をクリックし
ます。

g ［終了］をクリックし、ダウンロードマネージャーを終了します。
オーバーレイ印刷の書式データ
の作成方法 
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3 手順 2でダウンロードした書式データのオーバーレイ印刷をします。

a オーバーレイ印刷を行うファイルを開きます。

b 「ファイル」－「印刷」－「プロパティ」をクリックします。
アプリケーションによって「印刷」の表示が「プリント」の場合も
あります。

c オーバーレイ印刷を行うページを選択し（組み合わせも可能）、手順
1で作成した書式データの名称を右のボックスに入力します。

d ［OK］をクリックし、「印刷」ウィンドウにもどり印刷します。
オーバーレイ印刷の書式データの
作成方法
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プリンタによるアカウント記録プリンタによるアカウント記録プリンタによるアカウント記録プリンタによるアカウント記録
ハードディスクが内蔵されているプリンタでは、プリンタによるアカウント
記録を利用することができます。プリンタによるアカウント記録を行うと、
各プリントジョブの情報がプリンタの内蔵ハードディスク内のアカウント
ファイルに保存されます。この情報は、プリンタから取り出し、各ユーザの
必要な条件によって選別し、分析するために表計算ソフト用に書き出すこと
ができます。40種類以上の情報項目を利用できます。

プリンタによるアカウント記録は、部門ごとの記録、印刷枚数による課金、
ワークフローの管理などを行うシステム管理者にとって重要な機能です。

プリンタに記録されるアカウント情報には、以下の 2種類があります。

ジョブアカウントジョブアカウントジョブアカウントジョブアカウント
各プリントジョブの処理が完了すると、プリントジョブの情報がアカウント
ファイルに保存されます。この情報を利用して、消耗品、用紙の使用状況、
利用者ごとの使用状況、プリンタの動作の履歴を分析することができます。

プリンタエラーのアカウントプリンタエラーのアカウントプリンタエラーのアカウントプリンタエラーのアカウント
プリンタにエラーが起こるたびに情報が記憶され、エラー発生時のエラーの
種類やダウンタイムを分析することができます。

詳細な情報詳細な情報詳細な情報詳細な情報
プリンタのハードディスク内のアカウントファイルに保存されるアカウント
データについて詳しくは、「プリンタによるアカウント記録」（p.270）を参
照してください。
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給紙トレイ自動切り替えと自動継続給紙トレイ自動切り替えと自動継続給紙トレイ自動切り替えと自動継続給紙トレイ自動切り替えと自動継続

給紙トレイ自動切り替え給紙トレイ自動切り替え給紙トレイ自動切り替え給紙トレイ自動切り替え
プリントジョブの印刷中に最初の給紙トレイの用紙がなくなった場合、給紙
トレイを自動的に切り替えるようにプリンタの設定を行うことができます。
この機能を給紙トレイ自動切り替え機能といいます。プリンタの操作パネル
（「ﾖｳｼ / ｷｭｳｼ ﾄﾚｲ / ｼﾞﾄﾞｳ ﾄﾚｲ ｷﾘｶｴ」メニュー）または PageScope Lightの
「管理者モード /システムタブ /ユーザ選択 /用紙」ウィンドウで、給紙トレ
イ自動切り替え機能を有効にできます。

自動継続自動継続自動継続自動継続
プリントジョブで指定されているサイズの用紙がプリンタにセットされてい
ない場合は、印刷が停止し、そのプリントジョブで指定されているサイズの
用紙をセットするようにメッセージが表示されます。

自動継続機能を使うと、プリントジョブで指定されているサイズの用紙がプ
リンタにセットされていない場合に、プリンタにセットされている用紙を使
用してプリントジョブの印刷を自動で継続することができます。

自動継続機能が有効になっている場合は、プリンタにセットされている用紙
のサイズと種類で印刷できるように、プリントジョブの用紙サイズを自動的
にプリンタの用紙サイズに調整し、印刷を行います。

プリンタの操作パネル（｢ｼｽﾃﾑ／ｼﾞﾄﾞｳｹｲｿﾞｸ｣メニュー）または PageScope 
Lightの「管理者モード／システムタブ／ユーザ選択／システムデフォルト」
ウインドウで、自動継続機能の有効／無効を設定できます。

"# 自動継続機能が有効になっている場合でも、プリントジョブの用紙
サイズと同一の用紙設定が行われている給紙トレイが存在する場合
は、印刷は自動継続されず、その給紙トレイに用紙をセットするよ
うにメッセージが表示されます。
また同様に、印刷中に最初の給紙トレイの用紙がなくなったときに、
2番目の給紙トレイに異なる種類やサイズの用紙がセットされている
場合は印刷は自動継続されません。
この場合は、操作パネルに表示されたメッセージに従って、用紙を
セットしてください。
給紙トレイ自動切り替えと自動継
続
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5.3プリンタの設定プリンタの設定プリンタの設定プリンタの設定



プリンタの設定プリンタの設定プリンタの設定プリンタの設定
プリンタがどのように動作するかを設定するには、いくつかの方法がありま
す。

PageScope Lightでのプリンタの設定でのプリンタの設定でのプリンタの設定でのプリンタの設定
ここでは、プリンタ内蔵のWebページマネージャ（PageScope Light）か
らプリンタの設定を行う方法を説明します。また、プリンタの操作パネルの
メニューマップを用意しています。

設定項目の情報やプリンタのパラメータを探すのに便利なよう
に、各ページにはハイパーリンクがあり、PageScope Lightの項
のパラメータの説明からメニューマップの項の関連するページ
にすばやくジャンプできます（逆の方向へのジャンプも可能で
す）。パラメータの説明で右のようなメニューボタンのアイコンがある場合
は、設定可能な関連するメニュー項目があることを表しています。メニュー
アイコンをクリックするだけで、そのメニューのページにジャンプします。
メニューマップのページを見ているときにメニュー項目をクリックすると、
同等のパラメータがある場合は、PageScope Lightの項の説明にジャンプし
ます。

プリンタの設定方法プリンタの設定方法プリンタの設定方法プリンタの設定方法 ページページページページ

PageScope Light p.208

PageScope Lightの使いかた p.209

動作環境 p.210

プリンタのWebページの設定 p.210

プリンタ名の設定 p.211

お使いのWebブラウザの設定 p.211

操作 p.212

管理者モードでのログイン p.212

PageScope Lightの画面 p.215

ユーザモード p.217

管理者モード p.222

プリンタの操作パネルのメニュー p.253

プリンタドライバ p.262

Menu
Select
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PageScope Lightの使いかたの使いかたの使いかたの使いかた
magicolor 7300には、内蔵の
Webページマネージャ
（PageScope Light）があり、お使
いのWebブラウザからアクセス
することができます。
PageScope Lightを使うと、正し
いパスワードを入力すれば、席を
離れずにそのコンピュータ上でプ
リンタの設定を変更できます。

プリンタには HTTPベースの
Webページが内蔵されていて、
一般のWebブラウザソフト
（Netscape NavigatorやMicrosoft 
Explorerなど）からアクセスでき
ます。このWebページでは、プリンタで頻繁に使用する設定内容や、プリ
ンタのステータス（状況）にすぐにアクセスすることができます。 社内のイ
ントラネット上の誰からでも、Webブラウザを使用してプリンタにアクセ
スすることができます。 

"# プリンタのWebページを見るには、インターネットに接続する必要
はありません。お使いのコンピュータには、Webブラウザソフトの
みが必要です。

また、パスワードを正しく入力すれば、そのコンピュータ上でプリンタの設
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は、ユーザモード
で設定内容を確認できますが、変更した設定の保存や適用はできま
せん。

PageScope Lightを使用するには、以下のソフトウェアがコンピュータにイ
ンストールされている必要があります。

! Webブラウザ

! TCP/IP通信ソフトウェア
Webブラウザで TCP/IPプロトコルを使用するため、必要になります。
PageScope Lightとの通信は直接の通信（コンピュータからプリンタへ）
となるため、お使いのネットワーク環境の通信プロトコルとは別に、
TCP/IP通信ソフトウェアをインストールする必要がある場合もありま
す。

"# ローカル接続（パラレル接続または USB接続）の場合は、
PageScope Lightにアクセスできません。

"# 以降のページで説明するメニューの中には、プリンタの機種や装着
されているオプションによって変わるものもあります。

www
PageScope Lightでのプリンタ
の設定 
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動作環境動作環境動作環境動作環境
PageScope Lightを使用するには、以下のシステムが必要です。

コンピュータのソフトウェアコンピュータのソフトウェアコンピュータのソフトウェアコンピュータのソフトウェア

magicolor 7300のネットワーク環境のネットワーク環境のネットワーク環境のネットワーク環境
! 10BaseT/100BaseTXイーサネット

! TCP/IPプロトコル

プリンタ内蔵プリンタ内蔵プリンタ内蔵プリンタ内蔵Webページの設定ページの設定ページの設定ページの設定
プリンタ内蔵Webページをイントラネット上で動作させるためには、以下
の 2つの基本的な操作で設定を行います。

1 プリンタの名前と IPアドレスを設定します。

2 Webブラウザ上で「プロキシなし」の設定を行います。

OS Webブラウザブラウザブラウザブラウザ

Windows 95/98/NT 4.0 Internet Explorer 4.0以降
Netscape Navigator 4.0以降

Windows 2000 Internet Explorer 5.0以降
Netscape Navigator 4.0以降

Windows Me Internet Explorer 5.5以降
Netscape Navigator 4.0以降

Windows XP Internet Explorer 6.0以降
Netscape Navigator 4.0以降

Macintosh OS 9以降 Internet Explorer 4.5以降
Netscape Navigator 4.0以降

Linux Netscape Navigator 4.0以降
PageScope Lightでのプリンタの
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プリンタ名の設定プリンタ名の設定プリンタ名の設定プリンタ名の設定
プリンタ内蔵Webページは、指定
されたプリンタ名またはプリンタの
IPアドレスによってのみアクセスで
きます。プリンタの IPアドレスは、
プリンタのスタートページで確認す
ることができます。プリンタ名はコ
ンピュータ内の IPホストテーブル
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 7300）。

お使いのお使いのお使いのお使いのWebブラウザの設定ブラウザの設定ブラウザの設定ブラウザの設定
プリンタ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。 

1 Webブラウザを起動します。 

2 Webブラウザの設定ダイアログの「プロキシなし」のリストにプリンタ
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う必要があります。

以降のページに載っ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、プリンタの IPアドレスの部分を
「xxx.xxx.xxx.xxx」と表しています。上位桁の 0を入れずに、必
ずお使いのプリンタの IPアドレスを入力してください。例えば、
131.011.010.001の場合は「131.11.10.1」と入力します。

アドレスバーに、以下のようにプリンタの IPアドレスを入力します。
http://＜プリンタの IPアドレス＞ /

例：プリンタの IPアドレスが 192.168.0.10の場合：
http://192.168.0.10/

すると、PageScope Lightの画面が表示されます。

?
プリンタ名とプリンタ名とプリンタ名とプリンタ名と IPアドレスアドレスアドレスアドレス

IPアドレスよりもプリンタ名の方が
使いやすいかもしれませんが、プリ
ンタの IPアドレスは一意的な番号
で、ネットワーク上で動作している
プリンタが多くある場合は IPアドレ
スの方が都合がよいこともありま
す。
PageScope Lightでのプリンタ
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操作のしかた操作のしかた操作のしかた操作のしかた
PageScope Lightは、インターネットのWebページと同様に操作すること
ができます。 Webページのリンクをクリックしてリンク先へジャンプした
り、［戻る］ボタンまたは［進む］ボタンをクリックして表示を前後に移動
したりすることができます。

誤設定によりエラーメッセージが表示された場合は、［戻る］ボタンをク
リックして前画面に戻り、再度設定し直してください。

また、画面左上の KONICA MINOLTA PageScope Lightロゴマークをクリッ
クすると、KONICA MINOLTAのWebサイトへジャンプします。

管理者モードへのログイン方法管理者モードへのログイン方法管理者モードへのログイン方法管理者モードへのログイン方法
PageScope Lightの管理者モードにログインすると、プリンタの設定、確認
が可能になります。

1 画面の左上にある「アドミンパ
スワード」ボックスに管理者用
のパスワードを入力します。
ここでのパスワードは、プリン
タの管理者用パスワードと同じ
ものを使用してください。詳しくは、プリンタの管理者に確認してくだ
さい。 パスワードの初期設定は「0000」です。

2［ログイン］ボタンをクリックして、管理者モードへログインします。
3 ログアウトするときは、［ログ
アウト］ボタンをクリックしま
す。
PageScope Lightでのプリンタの
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Netscape Navigator（バージョン（バージョン（バージョン（バージョン 6.2）の場合）の場合）の場合）の場合
1 Webブラウザを起動します。

2「編集」メニューから「設定」を選択します。
3 ダイアログの左側の欄から「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、最後のエントリの後にコンマを
入力してから、お使いのプリンタの名前または IPアドレスを入力しま
す。

6 Webブラウザのメインウィンドウに戻るまで、［OK］を何回かクリック
します。

7 URL入力ボックスにプリンタの名前または IPアドレスを入力して、プリ
ンタのWebページにアクセスします。 
PageScope Lightでのプリンタ
の設定 

213



Internet Explorer（バージョン（バージョン（バージョン（バージョン 6.0）の場合）の場合）の場合）の場合
1 Webブラウザを起動します。

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 ダイアログの「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」ダイアログを表示します。

5［詳細設定］ボタンをクリックして、「プロキシの設定」ダイアログを表
示します。

6「例外」テキストボックスに、最後のエントリの後にコンマを入力して
から、お使いのプリンタの IPアドレスを入力します。

7 Webブラウザのメインウィンドウに戻るまで、［OK］を何回かクリック
します。

8 URL入力ボックスにプリンタの IPアドレスを入力して、プリンタのWeb
ページにアクセスします。
PageScope Lightでのプリンタの
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PageScope Lightの画面の画面の画面の画面
以降の画面図では、PageScope Light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。

PageScope Lightウィンドウの上部には、プリンタの現在の状態（ステータ
ス）が表示されます。 

以下のアイコンによって、ステータスの種類を表します。

メインタブを選択すると、選択した設定項目（パラメータ）が設定エリアに
表示されます。 現在の設定を変更するときは、現在の設定値をクリックして
から、リストから変更したい設定を選択するか、新しい値を入力してくださ
い。

"# 多くの設定項目では、直接値を入力できず、現在の設定値をクリッ
クして表示されるドロップダウンリストから値を選択して設定を変
更します。

アイコアイコアイコアイコ
ンンンン

ステータステータステータステータ
スススス

説明説明説明説明 例例例例

レディ プリンタがオンラ
イン状態で、印刷
可能状態または印
刷中です。

ﾚﾃﾞｨ

ｳｫｰﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟ

ｼｮﾘﾁｭｳ

Attention プリンタに注意が
必要ですが、印刷
は続行可能です。

ﾖｳｼ ﾅｼ

ﾄﾅｰ ｼｮｳﾘｮｳ C

Fixable 
Error

次に印刷を行う前
に注意が必要です。

P-UNIT ｼﾞｭﾐｮｳ
K ｺｳｶﾝ

P-UNIT ｺｳｶﾝ Y

ﾄﾅｰ ｶﾞ ｱﾘﾏｾﾝ
Y ｺｳｶﾝ

ｶﾐﾂﾞﾏﾘ
ﾄﾚｲ 2

LOAD LETTER IN MANUAL
FEED TRAY

Fatal Error プリンタを再起動
する必要がありま
す。再起動しても
エラーが残る場合
は、修理が必要で
す。

ｻｰﾋﾞｽｺｰﾙ N X

"#「N」は、メッセージ ID
を表し、「X」は表示さ
れるメッセージを表し
ます。
PageScope Lightでのプリンタ
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ウィンドウのボタンウィンドウのボタンウィンドウのボタンウィンドウのボタン
ウィンドウには、作業を行うための以下のボタンがあります。

ボタンボタンボタンボタン 目的目的目的目的

適用 現在表示されているWebページでの全パラメータ設定を
適用します。

戻る 1つ前の状態に戻します。

参照 必要なファイルを参照することができます。

クリア 現在表示されているWebページで行った全パラメータの
設定変更を元に戻します。

削除 選択されたプリントジョブを削除します。

詳細 選択されたプリントジョブについての詳細な情報を表示
します。

ディスプレイ 選択されたデータの内容を表示します。

フォーマット ハードディスクのフォーマットを行います。

Get 選択されたデータの内容を取得します。

ログイン 正しいパスワードが入力されたときは、管理者モードで
ログインできます。

ログアウト 管理者モード時に、管理者モードをログアウトしてユー
ザモードに戻ることができます。

OK 現在の設定を承諾します。

プリント 選択されているページを印刷します。

保存 現在の設定値を保存します。

リセット パラメータ設定を最後に保存したときの状態に戻します。

初期化 パラメータ設定を変更した後に、元の設定に戻します。
PageScope Lightでのプリンタの
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ユーザモードユーザモードユーザモードユーザモード
ユーザモードでは、プリンタの設定値や現在のステータスを確認できます
が、その設定を変更することはできません（「デフォルト設定」ページの
「給紙トレイ」「両面」「コピー」の項目のみ設定できます）。

項目項目項目項目 説明説明説明説明

プリンタ名 お使いのプリンタに設定されているプリンタ名が表示
されます。

現在のステータス プリンタの現在のステータスが表示されます。プリン
タの操作パネルに表示されるメッセージと同じです。

"# ステータス表示により、プリンタから離れた場
所でもプリンタで発生している問題（用紙切れ
やトナー切れなど）を確認することができます。

管理者モードにロ
グインするパス
ワード

設定を変更可能な管理者モードにログインできます。

"# 管理者からパスワードを知らされていないユー
ザは、ユーザモードで設定内容を確認できます
が、設定を変更することはできません。

タブの切り替え 「Print」タブなど、PageScope Lightの他のページの表
示に切り替えることができます。

設定 お使いのプリンタに関する基本情報が表示されます。

装着されているオ
プション

参照しているプリンタの種類と、装着されているオプ
ションを確認することができます。

サブメニュー PageScope Lightの他のサブメニューのページを表示
できます。

プリンタ名

現在のステータス

管理者モードにログ
インするパスワード

タブの切り替え

設定

装着されている
オプション

サブメニュー
PageScope Lightでのプリンタ
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ユーザモードには、以下の 3つのタブがあります。

ユーザモード：「システム」タブユーザモード：「システム」タブユーザモード：「システム」タブユーザモード：「システム」タブ
「システム」タブの画面は、プリンタ内蔵のWebページにアクセスしたと
きに最初に表示される画面です。この画面では、プリンタのステータス（状
態）、現在のシステム構成、プリンタ名、ユーザモードの他の画面へリンク
されたタブやメニューが表示されます。

概要概要概要概要
「概要」メニューでは、一般的なプリンタの設定が表示されます。

"#「システム」メニュー画面内の情報はすべて表示のみで、変更はでき
ません。

タブタブタブタブ 目的目的目的目的 ページページページページ

システム プリンタに関する基本的な情報が表示されます。 p.218

ジョブ 処理中のプリントジョブと完了したプリント
ジョブに関する情報が表示されます。

p.220

プリント プリンタの初期設定やフォント情報の確認、特
殊ページの印刷、プリンタへファイルの直接送
信が可能です。

p.221
PageScope Lightでのプリンタの
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詳細詳細詳細詳細
「詳細」メニューでは、給紙／排紙トレイ、ハードディスク、インターフェ
イス、消耗品の使用状況、用紙の情報が表示されます。 

カウンタカウンタカウンタカウンタ
「カウンタ」メニューでは、ページ数のカウンタが表示されます。

項目項目項目項目 説明説明説明説明

給紙トレイ 用紙のサイズ、種類、向き、容量、各給紙トレイで
の用紙の状態が表示されます。

出力トレイ フェイスダウン排紙トレイの容量と状態が表示され
ます。

ハードディスク ハードディスクの容量、使用領域、空き領域が表示
されます。

"# ハードディスクが装着されているときのみ、
この項目が表示されます。

インターフェース情報 ローカル接続／ネットワーク接続用のインターフェ
イスの情報が表示されます。

消耗品 各消耗品の残りの寿命を示すステータスバーが、全
体の寿命に対する割合で図示されます。これは、印
刷された面数（ページ数）に基づいて計算されま
す。

"# ページ数は、各ページの印字率が 5%として
計算されています。印刷するページの平均印
字率が 5%よりも高い場合は、残りの寿命
が、表示されるページ数よりも少なくなりま
す。

項目項目項目項目 説明説明説明説明

ページカウンタの合計 グレースケールおよびカラーで印刷されたページの
総ページ数が表示されます。

用紙カウンタ 用紙のサイズと種類ごとに、印刷されたページ数が
表示されます。

エラーカウンタの合計 紙づまりなどのエラーが起きた回数が表示されま
す。

節電 ページ数、エラー回数、電源供給時間、コンフィグ
レーション変更回数が表示されます。
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オンラインヘルプオンラインヘルプオンラインヘルプオンラインヘルプ
「オンラインヘルプ」メニューでは、問い合わせ先、サポート情報の URL、
消耗品に関する情報などが表示されます。

ユーザモード：「ジョブ」タブユーザモード：「ジョブ」タブユーザモード：「ジョブ」タブユーザモード：「ジョブ」タブ

アクティブジョブアクティブジョブアクティブジョブアクティブジョブ
「アクティブジョブ」では、印刷が完了していないプリントジョブの ID、ス
テータス、種類、受信時刻が表示されます。

ジョブ履歴ジョブ履歴ジョブ履歴ジョブ履歴
「ジョブ履歴」には、印刷が完了したプリントジョブの ID、送信者、タイト
ル、面数（ページ数）、ステータス、印刷時刻、種類、枚数が表示されます。
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ユーザモード：「プリント」タブユーザモード：「プリント」タブユーザモード：「プリント」タブユーザモード：「プリント」タブ

デフォルト設定デフォルト設定デフォルト設定デフォルト設定

フォント情報フォント情報フォント情報フォント情報

項目項目項目項目 説明説明説明説明

デフォルト設定デフォルト設定デフォルト設定デフォルト設定

標準設定 プリンタで設定されている優先トレイ、両面印刷機
能、部数が表示されます。

項目項目項目項目 説明説明説明説明

フォント情報フォント情報フォント情報フォント情報

PostScriptフォント 番号、現在インストールされている PostScriptフォ
ントの名前、種類（例：Adobe Type 1）、プリンタ
内のフォントの場所が表示されます。
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テストプリントテストプリントテストプリントテストプリント
「テストプリント」では、消耗品の状態を示す「トウケイ ページ」、「セッテ
イ リスト」、PostScriptフォントの一覧「フォント リスト」、「デモ ペー
ジ」、「レジストレーション」、操作パネルで使用するメニューの「メニュー 
マップ」、「HDDディレクトリ リスト」を印刷できます。これらのページに
は、製品名とプリンタ名が記載されます。また、プリンタの設定を確認する
ことができます。

ファイル印刷ファイル印刷ファイル印刷ファイル印刷
「ファイル印刷」では、PostScriptファイルまたは PDFファイルを指定し
て、プリンタに直接送信することができます。

管理者モード管理者モード管理者モード管理者モード

項目項目項目項目 説明説明説明説明

プリンタ名 お使いのプリンタに設定されているプリンタ名が表
示されます。

現在のステータス プリンタの現在のステータスが表示されます。プリ
ンタの操作パネルに表示されるメッセージと同じで
す。

"# ステータス表示により、プリンタから離れた
場所でもプリンタで発生している問題（用紙
切れやトナー切れなど）を確認することがで
きます。

プリンタ名

現在のステータス

管理者モードから
のログアウト

タブの切り替え

設定

サブメニュー
PageScope Lightでのプリンタの
設定

222



管理者モードには、以下の 4つのタブがあります。

管理者モードからのロ
グアウト

管理者モードからログアウトし、ユーザモードに戻
ります。

タブの切り替え 「プリント」タブなど、PageScope Lightの他の
ページの表示に切り替えることができます。

設定 お使いのプリンタの設定が表示されます。

サブメニュー PageScope Lightの他のサブメニューのページを表
示できます。

タブタブタブタブ 目的目的目的目的 ページページページページ

システム プリンタ内蔵のWebページにアクセスしたとき
に最初に表示される画面です。

p.224

プリント 初期設定、一般的な設定、フォント情報などの
項目を確認することができます。また、セッテ
イ リスト、トウケイ ページなどの印刷や、プリ
ンタへのファイルの送信が可能です。

p.239

ネットワーク プリンタのネットワーク設定を行うことができ
ます。

p.241

課金 プリンタのアカウント機能の設定、利用が可能
です。

p.249

項目項目項目項目 説明説明説明説明
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管理者モード：「システム」タブ管理者モード：「システム」タブ管理者モード：「システム」タブ管理者モード：「システム」タブ
「System」タブの画面は、プリンタ内蔵のWebページにアクセスしたとき
に最初に表示される画面です。 ここでは、プリンタの設定を行います。

"#  のアイコンをクリックすると、同じ設定を行うプリンタのメ

ニューの説明を確認することができます。

ユーザ選択ユーザ選択ユーザ選択ユーザ選択
用紙用紙用紙用紙

項目項目項目項目 説明説明説明説明

給紙トレイ給紙トレイ給紙トレイ給紙トレイ

トレイ連結 設定： オン
オフ

初期設定： オンオンオンオン

対応する設定メニュー：ﾖｳｼ / ｷｭｳｼ ﾄﾚｲ / ｼﾞﾄﾞｳ ﾄﾚｲ 
ｷﾘｶｴ

トレイトレイトレイトレイ 1コントロールコントロールコントロールコントロール

Menu
Select

Menu
Select
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デフォルト用紙の
種類

設定： 普通紙
OHPフィルム
厚紙ストック
ラベル
封筒
ハガキ表面
ハガキ裏面

初期設定： 普通紙普通紙普通紙普通紙

対応する設定メニュー： ﾖｳｼ / ｷｭｳｼ ﾄﾚｲ / ﾄﾚｲ 1 ｾｯﾃｲ /
ﾖｳｼ ﾉ ｼｭﾙｲ

連結コントロール 設定： トレイ 1を含む
トレイ 1を除く

初期設定： トレイトレイトレイトレイ 1を含むを含むを含むを含む

対応する設定メニュー： ﾖｳｼ / ｷｭｳｼ ﾄﾚｲ / ﾄﾚｲ 1 ｾｯﾃｲ /
ｼﾞﾄﾞｳﾄﾚｲ ｾｯﾃｲ

部単位部単位部単位部単位

部単位 設定： オン
オフ

初期設定： オンオンオンオン

"# ハードディスクが装着されていない場合は、
この項目は表示されません。

対応する設定メニュー： ﾖｳｼ / ﾌﾞﾀﾝｲ ｲﾝｻﾂ

項目項目項目項目 説明説明説明説明

Menu
Select

Menu
Select

Menu
Select
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品質品質品質品質

項目項目項目項目 説明説明説明説明

AIDC 自動画像濃度調整（AIDC）キャリブレーション機能
の有効／無効を設定します。

設定： 有効
無効

初期設定： 有効有効有効有効

対応する設定メニュー： ﾋﾝｼﾂ /AIDC

Menu
Select
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システムデフォルトシステムデフォルトシステムデフォルトシステムデフォルト

管理者がシステムの初期設定のパラメータを設定できます。

項目項目項目項目 説明説明説明説明

 キーパッド言語 プリンタのメッセージウィンドウに表示されるメ
ニューやメッセージの言語を設定します。

設定： 英語
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 
チェコ語
日本語

初期設定： 日本語日本語日本語日本語

対応する設定メニュー： ｼｽﾃﾑ / ｹﾞﾝｺﾞ ｷﾘｶｴ

Menu
Select
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 節電モード このパラメータで指定した時間が経過してもプリン
トジョブがプリンタに送信されない場合は、プリン
タの節電モード機能が働きます。

節電モード節電モード節電モード節電モード

設定： オートデバイス
ヒータオフ
ヒータセーブ
オフ

初期設定： ヒータオフヒータオフヒータオフヒータオフ

節電タイマー節電タイマー節電タイマー節電タイマー

設定： 15 分
30 分
1 時間
3 時間

初期設定： 30 分分分分

ディープスリープディープスリープディープスリープディープスリープ

設定： 00:00-24:00
18:00-06:00
20:00-06:00
22:00-06:00
24:00-06:00

初期設定： 00:00-24:00

対応する設定メニュー： ｼｽﾃﾑ / ｾﾂﾃﾞﾝ ｾｯﾃｲ

項目項目項目項目 説明説明説明説明

Menu
Select
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ブザーコントロール エラーエラーエラーエラー

設定： はい
いいえ

初期設定： はいはいはいはい

キークリックキークリックキークリックキークリック

設定： はい
いいえ

初期設定： はいはいはいはい

対応する設定メニュー： ｼｽﾃﾑ / ﾌﾞｻﾞｰ ｾｯﾃｲ

PostScript ジョブタイムアウトジョブタイムアウトジョブタイムアウトジョブタイムアウト

範囲： 0～ 300 秒

初期設定： 0 秒秒秒秒

Wait Timeout

範囲： 0～ 300 秒

初期設定： 0 秒秒秒秒

エラー音エラー音エラー音エラー音

設定： はい
いいえ

初期設定： はいはいはいはい

対応する設定メニュー： ｼｽﾃﾑ / ﾎﾟｽﾄｽｸﾘﾌﾟﾄ

項目項目項目項目 説明説明説明説明

Menu
Select

Menu
Select
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クロッククロッククロッククロック

自動継続 選択されている給紙トレイの用紙がなくなり、2番
目のの給紙トレイには異なるサイズや種類の用紙が
セットされているときに、自動的に印刷を続行する
ように設定します。

設定： 「いいえ」を選択すると、自動継続
機能が無効になります。最初の給紙
トレイの用紙がなくなると、2番目
の給紙トレイにプリントジョブに
合ったサイズや種類の用紙がセット
されているのを確認するまでは、印
刷が停止します。

「Yes」を選択すると、自動継続機能
が有効になります。最初の給紙トレ
イの用紙がなくなると、2番目の給
紙トレイにセットされている用紙に
合わせて自動的に調節され、印刷が
続行します。

初期設定： はいはいはいはい

"# 自動継続機能を有効にするには、「Tray 
Chain」の設定を「On」にしておく必要があ
ります。

対応する設定メニュー： ｼｽﾃﾑ / ｼﾞﾄﾞｳ ｹｲｿﾞｸ

スタートページ プリンタの電源がオンになったときに、プリンタの
設定情報を記載したスタートページが印刷されるよ
うに設定します。

設定： オン
オフ

初期設定： オンオンオンオン

対応する設定メニュー： ｼｽﾃﾑ / ｽﾀｰﾄ ﾍﾟｰｼﾞ

項目項目項目項目 説明説明説明説明

日付 日付（Y：年、M：月、D：日）を設定できます。

初期設定： 現在の日付

対応する設定メニュー： ｼｽﾃﾑ / ﾄｹｲ ｾｯﾃｲ

項目項目項目項目 説明説明説明説明

Menu
Select

Menu
Select

Menu
Select
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時間 時刻（H：時、M：分）を設定できます。

初期設定： 現在の時刻

対応する設定メニュー： ｼｽﾃﾑ / ﾄｹｲ ｾｯﾃｲ

タイムゾーン タイムゾーン（0：グリニッジ標準時）を設定でき
ます。

時

範囲： +12 ～ -12

初期設定： 0

分

設定： 0
30

初期設定： 0

項目項目項目項目 説明説明説明説明

Menu
Select
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アドミンパスワードアドミンパスワードアドミンパスワードアドミンパスワード
 

項目項目項目項目 説明説明説明説明

アドミンパスワード 管理者用パスワードを設定します。

範囲： 4文字まで、0000～ 9999、
AAAA～ ZZZZ

初期設定： 0000

アドミンパスワードを
入力

管理者が設定した管理者用パスワードを変更します。

範囲： 4文字まで、0000～ 9999、
AAAA～ ZZZZ

初期設定： 空白

対応する設定メニュー： ｼｽﾃﾑ / ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ ﾍﾝｺｳ

アドミンパスワードの
再入力

管理者が設定した管理者用パスワードを再度入力し
ます。「アドミンパスワードを入力」で入力したパス
ワードと同じでなければなりません。

範囲： 4文字まで、0000～ 9999、
AAAA～ ZZZZ

初期設定： 空白

Menu
Select
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優先優先優先優先
 

項目項目項目項目 説明説明説明説明

更新の頻度 PageScope Lightの画面が更新される間隔を秒単位
で設定します。

範囲： 30～ 7200

初期設定： 60

言語／ PageScope 
Light 言語

PageScope Lightの画面表示に使用する言語を設定
します。

設定： 英語
ドイツ語
フランス語
イタリア語
スペイン語
ポルトガル語
チェコ語
日本語
中国語

初期設定： 日本語日本語日本語日本語
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ROMバージョンバージョンバージョンバージョン

 

項目項目項目項目 説明説明説明説明

プリンタコントローラープリンタコントローラープリンタコントローラープリンタコントローラー

プリンタコントロー
ラーファームウェア
バージョン

プリンタコントローラのファームウェアの現在の
バージョンが表示されます。

例：00.73

エンジンファーム
ウェアバージョン

エンジン部のファームウェアの現在のバージョンが
表示されます。

例：16.00

ブート ROMファー
ムウェアバージョン

ブート ROMのファームウェアの現在のバージョン
が表示されます。

例：00.85

PDL 情報情報情報情報

PostScriptバージョ
ン

PostScriptの現在のバージョンが表示されます。

例：3
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オンラインヘルプオンラインヘルプオンラインヘルプオンラインヘルプ
問い合わせ先やサポート情報に関して、表示や設定を行うことができます。

項目項目項目項目 説明説明説明説明

お問い合わせ プリンタに関する問い合わせ先の担当者や組織の名
前を入力できます。

範囲： 63文字まで

初期設定： KONICA MINOLTA Customer 
Support

お問い合わせ情報 問い合わせ先に関する情報を入力できます。

範囲： 127文字まで

初期設定： 空白

製品ヘルプの URL プリンタの製品情報が載っているWebサイトの
URLを設定します。

範囲： 127文字まで

初期設定： http://www.konicaminolta.net/
printer/

KONICA MINOLTA 
URL

KONICA MINOLTAのWebサイトの URLを設定し
ます。

範囲： 127文字まで

初期設定： http://www.konicaminolta.net/
printer/

消耗品と付属品 消耗品に関する問い合わせ先の担当者や会社名を入
力できます。

範囲： 127文字まで

初期設定： 空白
PageScope Lightでのプリンタ
の設定 

235



保存設定保存設定保存設定保存設定

保存設定保存設定保存設定保存設定

「デバイス設定」では、現在のプリンタの設定をファイルに保存できます。

初期化設定初期化設定初期化設定初期化設定

「ファイル名」では、プリンタの設定ファイルを指定することができます。

「ファイルをデバイスに送信」では、設定ファイルをプリンタに送信して、
設定を元に戻すことができます。
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メンテナンスメンテナンスメンテナンスメンテナンス 

リセットリセットリセットリセット 

項目項目項目項目 説明説明説明説明

プリンタリセットの
完了／プリンタコン
トローラ

プリンタコントローラをリセットすることができま
す。

対応する設定メニュー： ｼｽﾃﾑ / ﾒﾆｭｰｾｯﾃｲ ｼｮｷｶ / ﾌﾟﾘﾝﾀ

ネットワークリセッ
トの完了／ネット
ワークリセット

プリンタのネットワークインターフェイスをリセッ
トすることができます。

対応する設定メニュー： ｼｽﾃﾑ / ﾒﾆｭｰｾｯﾃｲ ｼｮｷｶ /
ﾈｯﾄﾜｰｸ

Menu
Select

Menu
Select
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初期化初期化初期化初期化

項目項目項目項目 説明説明説明説明

ハードディスクの
フォーマット／
フォーマットハード
ディスク

プリンタのハードディスクをフォーマットし直しま
す。一度ハードディスクをフォーマットすると、
ハードディスク内のデータを元に戻すことはできま
せん。

設定： ユーザエリアのみ
全て

初期設定： ユーザエリアのみユーザエリアのみユーザエリアのみユーザエリアのみ

"# ハードディスクが装着されていない場合は、
この項目は表示されません。

対応する設定メニュー： ｼｽﾃﾑ / ﾃﾞｨｽｸﾌｫｰﾏｯﾄ

初期化完了／プリン
タコントローラ
ファームウェア

プリンタコントローラの設定を工場出荷時の初期設
定に戻します。

対応する設定メニュー： ｼｽﾃﾑ / ﾒﾆｭｰｾｯﾃｲ ｼｮｷｶ / ﾌﾟﾘﾝﾀ

初期化完了／ネット
ワークファームウェ
ア

プリンタのネットワークインターフェイスの設定を
工場出荷時の初期設定に戻します。

対応する設定メニュー： ｼｽﾃﾑ / ﾒﾆｭｰｾｯﾃｲ ｼｮｷｶ /
ﾈｯﾄﾜｰｸ

Menu
Select

Menu
Select

Menu
Select
PageScope Lightでのプリンタの
設定
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管理者モード：「プリント」タブ管理者モード：「プリント」タブ管理者モード：「プリント」タブ管理者モード：「プリント」タブ

ローカルインターフェイスローカルインターフェイスローカルインターフェイスローカルインターフェイス

ローカルインターフェイスローカルインターフェイスローカルインターフェイスローカルインターフェイス

I/Oタイムアウト I/Oタイムアウトの時間を変更します。

範囲： 10～ 300秒

初期設定：  15

対応する設定メニュー： ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ / ﾊﾟﾗﾚﾙ /IO ﾀｲﾑｱｳﾄ
PageScope Lightでのプリンタ
の設定 
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IPP

項目項目項目項目 説明説明説明説明

IPP 

プリンタ製造情報 プリンタ名を設定できます。

範囲： 127文字まで

初期設定： 空白
PageScope Lightでのプリンタの
設定
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管理者モード：「ネットワーク」タブ管理者モード：「ネットワーク」タブ管理者モード：「ネットワーク」タブ管理者モード：「ネットワーク」タブ

TCP/IP

項目項目項目項目 説明説明説明説明

TCP/IPコンフィグレーションコンフィグレーションコンフィグレーションコンフィグレーション

DHCP/BOOTP DHCPや BOOTPの機能を有効／無効に設定できま
す。

設定： On
Off

初期設定： On

対応する設定メニュー： ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ / ｲｰｻﾈｯﾄ /DHCP/
BOOTP

IPアドレス * プリンタの IPアドレスを設定します。

範囲： 各 3桁の数値が 0～ 255

初期設定： 0.0.0.0

範囲外の数値の IPアドレスが入力された場合は、
［Apply］ボタンをクリックすると「アップデートに
失敗しました。」というメッセージが表示されます。 
Webブラウザの［戻る］ボタンをクリックしてか
ら、適切な数値を入力し直してください。

対応する設定メニュー：ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ / ｲｰｻﾈｯﾄ /IP ｱﾄﾞﾚｽ

Menu
Select

Menu
Select
PageScope Lightでのプリンタ
の設定 
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サブネットマスク * サブネットマスクアドレスを設定します。

範囲： 各 3桁の数値が 0～ 255

初期設定： 0.0.0.0

範囲外の数値のサブネットマスクアドレスが入力さ
れた場合は、［適用］ボタンをクリックすると「アッ
プデートに失敗しました。」というメッセージが表示
されます。 Webブラウザの［戻る］ボタンをクリッ
クしてから、適切な数値を入力し直してください。

対応する設定メニュー：ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ / ｲｰｻﾈｯﾄ / ｻﾌﾞﾈｯﾄ 
ﾏｽｸ

デフォルトゲートウェ
イ

ゲートウェイを有効にします。

範囲： 各 3桁の数値が 0～ 255

初期設定： 0.0.0.0

対応する設定メニュー： ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ / ｲｰｻﾈｯﾄ / ｹﾞｰﾄｳｪｲ

RAWポート番号 範囲： 1～ 65535

初期設定： 9100

備考：備考：備考：備考： *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」と入力してください。

項目項目項目項目 説明説明説明説明

Menu
Select

Menu
Select
PageScope Lightでのプリンタの
設定
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IPP

項目項目項目項目 説明説明説明説明

IPPコンフィグレーションコンフィグレーションコンフィグレーションコンフィグレーション

IPP有効 IPP機能の有効（チェックした場合）／無効を設定
できます。

プリントジョブの受
入れ

NetWare印刷を有効／無効に設定できます。

設定： 有効
無効

初期設定： 有効有効有効有効

プリンタコントロー
ラーファームウェア
の完了

プリンタの URI、認証方法、セキュリティのリスト
が表示されます。

オペレーショナルサ
ポート

以下の機能を有効／無効に設定できます。

プリントジョブ
確認ジョブ
キャンセルジョブ
ジョブ属性の取得
ジョブの取得
プリンタ属性の取得
PageScope Lightでのプリンタ
の設定 
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NetWare

項目項目項目項目 説明説明説明説明

NetWareコンフィグレーションコンフィグレーションコンフィグレーションコンフィグレーション

NetWare印刷 NetWare印刷機能を有効／無効に設定できます。

設定： 有効
無効

初期設定： 有効有効有効有効

Frame名 フレームタイプを指定します。

設定： 自動
Ethernet 2
802.2
802.3
SNAP

初期設定： 自動自動自動自動
PageScope Lightでのプリンタの
設定
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バインダリ／ NDS バインダリの設定を行います。

設定： バインダリ
NDS
両方

初期設定： NDS

プリントサーバー名 magicolor 7300用のプリントサーバのサーバ名を指
定します。

範囲： 63文字まで

初期設定： 空白

プリントサーバー 
パスワード

magicolor 7300用のプリントサーバのパスワードを
指定します。

範囲： 63文字まで

初期設定： 空白

ファイルサーバー 
優先

プリンタの優先ファイルサーバを指定します。

範囲： 63文字まで

初期設定： 空白

NDSコンテキスト
優先

プリンタの優先 NDSコンテキストを指定します。

範囲： 191文字まで

初期設定： 空白

NDSツリー優先 プリンタの優先 NDSツリーを指定します。

範囲： 63文字まで

初期設定： 空白

キースキャン間隔 キュースキャン間隔を指定します。

範囲： 1～ 65535

初期設定： 1

モード NetWareのモードを指定します。

設定： PServer
NPrinter/RPrinter

初期設定： PServer

項目項目項目項目 説明説明説明説明
PageScope Lightでのプリンタ
の設定 
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NetWareステータスステータスステータスステータス

NetWareサーバーサーバーサーバーサーバー

現在の NetWareサーバーを表示します。

キュー名キュー名キュー名キュー名

現在の NetWareキュー名を表示します。

キューステータスキューステータスキューステータスキューステータス

現在の NetWareキューのステータスを表示します。
PageScope Lightでのプリンタの
設定
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AppleTalkの詳細の詳細の詳細の詳細

項目項目項目項目 説明説明説明説明

Apple-Chancery

AppleTalkの詳細 AppleTalkの有効／無効の設定を行います。

設定： 有効
無効

初期設定： 有効有効有効有効

プリンタ製造情報 プリンタ名を設定します。

範囲： 31文字まで

初期設定： 空白

ゾーン名 ゾーン名を設定します。

範囲： 31文字まで

初期設定： *
PageScope Lightでのプリンタ
の設定 
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メールメールメールメール

送信送信送信送信

項目項目項目項目 説明説明説明説明

送信送信送信送信

SMTPサーバー SMTPサーバー IDを設定します。

範囲： 各 3桁の数値が 0～ 255

初期設定：  0.0.0.0

SMTPサーバータ
イムアウト

SMTPサーバーのタイムアウトの時間を秒単位で設
定します。

範囲： 30～ 300秒

初期設定： 60秒秒秒秒
PageScope Lightでのプリンタの
設定
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管理者モード：「課金」タブ管理者モード：「課金」タブ管理者モード：「課金」タブ管理者モード：「課金」タブ

課金ログ課金ログ課金ログ課金ログ
ジョブジョブジョブジョブ

項目項目項目項目 説明説明説明説明

作動作動作動作動

作動 設定： オン
オフ

初期設定： オンオンオンオン

設定変更後、［適用］をクリックしてください。

リセットリセットリセットリセット アカウントユーティリティをリセットするときは、
［リセット］をクリックしてください。

レコード画面をユー
ザウィンドウに表示
します

数

範囲： 50, 100, 250, 500, All

初期設定： 50

アカウントデータを表示するときは、［ディスプレ
イ］をクリックしてください。
PageScope Lightでのプリンタ
の設定 
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プリンタエラー課金リストプリンタエラー課金リストプリンタエラー課金リストプリンタエラー課金リスト

レコード番号をファ
イルを検索します

数

範囲： 50, 100, 250, 500, All

初期設定： 50

アカウントデータを取得するときは、［取得］をク
リックしてください。

項目項目項目項目 説明説明説明説明

作動作動作動作動

作動 設定： オン
オフ

初期設定： オンオンオンオン

設定変更後、［適用］をクリックしてください。

リセットリセットリセットリセット アカウントユーティリティをリセットするときは、
［リセット］をクリックしてください。

項目項目項目項目 説明説明説明説明
PageScope Lightでのプリンタの
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サーバーベースドマネージメントサーバーベースドマネージメントサーバーベースドマネージメントサーバーベースドマネージメント
停止停止停止停止

［適用］ボタンをクリックすると、サーバベースマネージメント機能の有効
／無効を設定することができます。

レコード番号をユー
ザウィンドウに表示
します

By Number

範囲： 50, 100, 250, 500, All

初期設定： 50

アカウントデータを表示するときは、［Display］を
クリックしてください。

レコード番号をファ
イルで検索します

By Number

範囲： 50, 100, 250, 500, All

初期設定： 50

アカウントデータを取得するときは、［Get］をク
リックしてください。

項目項目項目項目 説明説明説明説明
PageScope Lightでのプリンタ
の設定 
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電子メール通知電子メール通知電子メール通知電子メール通知
詳細詳細詳細詳細

テストレポートテストレポートテストレポートテストレポート

「テストレポート」では、［適用］ボタンをクリックして、テストレポートを
印刷することができます。

項目項目項目項目 説明説明説明説明

コンフィグレーション設定コンフィグレーション設定コンフィグレーション設定コンフィグレーション設定

送信元アドレス 範囲： 129文字まで

初期設定： 空白

アドレス 範囲： 129文字まで

初期設定： 空白

題名 範囲： 128文字まで

初期設定： magicolor 7300

電子メール送信時 設定： Off
1 Minute
30 Minutes
1 Hour

初期設定： Off
PageScope Lightでのプリンタの
設定
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プリンタの操作パネルでのプリンタの設定プリンタの操作パネルでのプリンタの設定プリンタの操作パネルでのプリンタの設定プリンタの操作パネルでのプリンタの設定
プリンタの設定の多くは、プリンタの操作パネルで行うことができます。以
降のメニュー図では、メニュー構成内での各設定の位置を示しています。

メインメニューメインメニューメインメニューメインメニュー

「インサツ」メニュー「インサツ」メニュー「インサツ」メニュー「インサツ」メニュー

"# トウケイページ、セッテイリスト、フォントリスト、デモページを
印刷するときは、A4／レターサイズの用紙を使用してください。

ﾚﾃﾞｨ
MAGICOLOR 7300

ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ
ｲﾝｻﾂ

ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ
ﾖｳｼ

ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ
ﾋﾝｼﾂ

ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ
ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ

ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ
ｼｽﾃﾑ

ﾒｲﾝ ﾒﾆｭｰ
ﾎｼｭ ﾒﾆｭｰ

ｲﾝｻﾂ

ｲﾝｻﾂ
ﾄｳｹｲ ﾍﾟｰｼﾞ

ｲﾝｻﾂ
ｾｯﾃｲ ﾘｽﾄ

ｲﾝｻﾂ
ﾌｫﾝﾄ ﾘｽﾄ

ｲﾝｻﾂ
ﾃﾞﾓ ﾍﾟｰｼﾞ

ｲﾝｻﾂ
ﾚｼﾞｽﾄﾚｰｼｮﾝ

ｲﾝｻﾂ
ﾒﾆｭｰ ﾏｯﾌﾟ

ｲﾝｻﾂ
HDD ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ ﾘｽﾄ 2

ﾄｳｹｲ ﾍﾟｰｼﾞﾄｳｹｲ ﾍﾟｰｼﾞﾄｳｹｲ ﾍﾟｰｼﾞﾄｳｹｲ ﾍﾟｰｼﾞ 消耗品の状態を記載したトウケイページを印刷します。

ｾｯﾃｲ ﾘｽﾄｾｯﾃｲ ﾘｽﾄｾｯﾃｲ ﾘｽﾄｾｯﾃｲ ﾘｽﾄ セッテイリストを印刷します。

ﾌｫﾝﾄ ﾘｽﾄﾌｫﾝﾄ ﾘｽﾄﾌｫﾝﾄ ﾘｽﾄﾌｫﾝﾄ ﾘｽﾄ 各 PDL（ページ記述言語）のフォントリストを印刷します。

ﾃﾞﾓ ﾍﾟｰｼﾞﾃﾞﾓ ﾍﾟｰｼﾞﾃﾞﾓ ﾍﾟｰｼﾞﾃﾞﾓ ﾍﾟｰｼﾞ デモページを印刷します。

ﾚｼﾞｽﾄﾚｰｼｮﾝﾚｼﾞｽﾄﾚｰｼｮﾝﾚｼﾞｽﾄﾚｰｼｮﾝﾚｼﾞｽﾄﾚｰｼｮﾝ レジストレーションページを印刷します。

ﾒﾆｭｰ ﾏｯﾌﾟﾒﾆｭｰ ﾏｯﾌﾟﾒﾆｭｰ ﾏｯﾌﾟﾒﾆｭｰ ﾏｯﾌﾟ 操作パネルで設定可能なメニューのメニューマップを印刷し
ます。

HDD ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ ﾘｽﾄHDD ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ ﾘｽﾄHDD ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ ﾘｽﾄHDD ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ ﾘｽﾄ HDDディレクトリリストを印刷します。
プリンタの操作パネルでのプリ
ンタの設定 
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「ヨウシ」メニュー「ヨウシ」メニュー「ヨウシ」メニュー「ヨウシ」メニュー

ﾖｳｼ

ｷｭｳｼ ﾄﾚｲ ﾘｮｳﾒﾝｲﾝｻﾂ
（両面プリントユ
ニットが必要）

ﾌﾟﾘﾝﾄﾏｲｽｳ ﾌﾞﾀﾝｲ ｲﾝｻﾂ
（ハードディ
スクが必要）

ｵﾌｵﾌｵﾌｵﾌ ﾀﾝﾍﾟﾝ ﾄｼﾞ ﾁｮｳﾍﾝ ﾄｼﾞ 1111 ～ 999 ｵﾌｵﾌｵﾌｵﾌ ｵﾝ

ﾕｳｾﾝ ﾄﾚｲ ｼﾞﾄﾞｳ ﾄﾚｲ 
ｷﾘｶｴ

ﾄﾚｲ 1 ｾｯﾃｲ

1111 ～ 4 ｵﾝｵﾝｵﾝｵﾝ ｵﾌ ﾖｳｼ ﾉ ｼｭﾙｲﾖｳｼ ﾉ ｼｭﾙｲﾖｳｼ ﾉ ｼｭﾙｲﾖｳｼ ﾉ ｼｭﾙｲ ｼﾞﾄﾞｳﾄﾚｲ 
ｾｯﾃｲ

ｷｭｳｼ ﾄﾚｲｷｭｳｼ ﾄﾚｲｷｭｳｼ ﾄﾚｲｷｭｳｼ ﾄﾚｲ 給紙トレイに関する設定を行います。

ﾕｳｾﾝ ﾄﾚｲﾕｳｾﾝ ﾄﾚｲﾕｳｾﾝ ﾄﾚｲﾕｳｾﾝ ﾄﾚｲ：：：：通常使用する給紙トレイを指定します。

ｼﾞﾄﾞｳ ﾄﾚｲ ｷﾘｶｴｼﾞﾄﾞｳ ﾄﾚｲ ｷﾘｶｴｼﾞﾄﾞｳ ﾄﾚｲ ｷﾘｶｴｼﾞﾄﾞｳ ﾄﾚｲ ｷﾘｶｴ：：：：指定された給紙トレイの用紙がなくなったとき
に、同じサイズの用紙がセットされている給紙トレイに切り替えて
印刷するかどうかを設定します。

ﾄﾚｲ 1 ｾｯﾃｲﾄﾚｲ 1 ｾｯﾃｲﾄﾚｲ 1 ｾｯﾃｲﾄﾚｲ 1 ｾｯﾃｲ：：：：給紙トレイ 1にセットする用紙の種類の初期設定を指
定します（「ﾖｳｼ ﾉ ｼｭﾙｲ」）。また、自動トレイ切り替え設定時に、
切り替えるトレイとして給紙トレイ 1を含むかどうかを指定します
（「ｼﾞﾄﾞｳ ﾄﾚｲ ｾｯﾃｲ」）。

"# 給紙トレイの選択は、プリンタドライバでの設定が優先され
る場合があります。

"#「ｼﾞﾄﾞｳ ﾄﾚｲ ｷﾘｶｴ」が「ｵﾝ」のときに、給紙トレイ 1にカスタ
ムサイズの用紙がセットされている場合は、給紙トレイの切
り替え時にその用紙サイズが正しく認識されない場合があり
ます。

ﾘｮｳﾒﾝｲﾝｻﾂﾘｮｳﾒﾝｲﾝｻﾂﾘｮｳﾒﾝｲﾝｻﾂﾘｮｳﾒﾝｲﾝｻﾂ 両面印刷を行うときに設定します。

ｵﾌｵﾌｵﾌｵﾌ：：：：片面印刷になります。

ﾀﾝﾍﾟﾝ ﾄｼﾞﾀﾝﾍﾟﾝ ﾄｼﾞﾀﾝﾍﾟﾝ ﾄｼﾞﾀﾝﾍﾟﾝ ﾄｼﾞ：：：：カレンダーのように縦にめくる綴じかたで両面印刷さ
れます。

ﾁｮｳﾍﾝ ﾄｼﾞﾁｮｳﾍﾝ ﾄｼﾞﾁｮｳﾍﾝ ﾄｼﾞﾁｮｳﾍﾝ ﾄｼﾞ：：：：本のように横にめくる綴じかたで両面印刷されます。

* オプションの両面プリントユニットが装着されているときのみ表
示されます。

ﾌﾟﾘﾝﾄﾏｲｽｳﾌﾟﾘﾝﾄﾏｲｽｳﾌﾟﾘﾝﾄﾏｲｽｳﾌﾟﾘﾝﾄﾏｲｽｳ 印刷部数を指定します。
プリンタの操作パネルでのプリン
タの設定

254



「ヒンシツ」メニュー「ヒンシツ」メニュー「ヒンシツ」メニュー「ヒンシツ」メニュー

ﾌﾞﾀﾝｲ ｲﾝｻﾂﾌﾞﾀﾝｲ ｲﾝｻﾂﾌﾞﾀﾝｲ ｲﾝｻﾂﾌﾞﾀﾝｲ ｲﾝｻﾂ 丁合機能の設定を行います。「ｵﾝ」に設定すると、複数部数の印刷
時に、自動的に部単位にまとまって印刷されます。（例：1, 2, 3, 1, 
2, 3, ... 1, 2, 3）

* オプションのハードディスクが装着されているときのみ表示され
ます。

ﾋﾝｼﾂ

AIDC ﾄﾚｲ ﾖﾊｸﾁｮｳｾｲ

ﾕｳｺｳ ﾑｺｳ ｳｴﾖﾊｸ ﾌﾂｳｼ ｳｴﾖﾊｸ ｱﾂｶﾞﾐ ﾋﾀﾞﾘ ﾖﾊｸ ﾋﾀﾞﾘ ﾖﾊｸ ﾘｮｳﾒﾝ

AIDC 自動画像濃度調整（AIDC）機能を有効にするかどうかを指定
します。「ﾕｳｺｳ」に設定すると、AIDCキャリブレーションが
定期的に行われます。

ﾄﾚｲ ﾖﾊｸﾁｮｳｾｲﾄﾚｲ ﾖﾊｸﾁｮｳｾｲﾄﾚｲ ﾖﾊｸﾁｮｳｾｲﾄﾚｲ ﾖﾊｸﾁｮｳｾｲ 各給紙トレイにおいて、印刷位置の調整が行われます。以下
のサブメニューを選択し、余白位置を調整したい給紙トレイ
を選択してください。

ｳｴﾖﾊｸ ﾌﾂｳｼｳｴﾖﾊｸ ﾌﾂｳｼｳｴﾖﾊｸ ﾌﾂｳｼｳｴﾖﾊｸ ﾌﾂｳｼ：：：：普通紙に印刷する際に給紙方向の上部分の余白
を調整します。

ｳｴﾖﾊｸ ｱﾂｶﾞﾐｳｴﾖﾊｸ ｱﾂｶﾞﾐｳｴﾖﾊｸ ｱﾂｶﾞﾐｳｴﾖﾊｸ ｱﾂｶﾞﾐ：：：：厚紙に印刷する際に給紙方向の上部分の余白を
調整します。

ﾋﾀﾞﾘ ﾖﾊｸﾋﾀﾞﾘ ﾖﾊｸﾋﾀﾞﾘ ﾖﾊｸﾋﾀﾞﾘ ﾖﾊｸ：：：：給紙方向に向かって左側の余白を調整します。

ﾋﾀﾞﾘ ﾖﾊｸ ﾘｮｳﾒﾝﾋﾀﾞﾘ ﾖﾊｸ ﾘｮｳﾒﾝﾋﾀﾞﾘ ﾖﾊｸ ﾘｮｳﾒﾝﾋﾀﾞﾘ ﾖﾊｸ ﾘｮｳﾒﾝ：：：：両面印刷の際に裏面の左側の余白を調整し
ます。

"# 余白調整を行った後で、テストページを印刷して、印
刷位置が正しいか確認してください。
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「インターフェイス」メニュー「インターフェイス」メニュー「インターフェイス」メニュー「インターフェイス」メニュー

"# イーサネットの設定を変更すると、プリンタが自動的に再起動しま
す。

ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ

ｲｰｻﾈｯﾄ ﾊﾟﾗﾚﾙ

ｲｰｻﾈｯﾄｲｰｻﾈｯﾄｲｰｻﾈｯﾄｲｰｻﾈｯﾄ プリンタをネットワーク接続し、ネットワーク上で使用して
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。

IP ｱﾄﾞﾚｽIP ｱﾄﾞﾚｽIP ｱﾄﾞﾚｽIP ｱﾄﾞﾚｽ：：：：
magicolor 7300のネットワーク上の IPアドレスを設定しま
す。［↑］、［↓］、［←］、［→］キーを使い、値を入力してくだ
さい。

ｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸｻﾌﾞﾈｯﾄﾏｽｸ：：：：
ネットワークのサブネットマスク値を設定します。［↑］、
［↓］、［←］、［→］キーを使い、値を入力してください。

ｹﾞｰﾄｳｪｲ：ｹﾞｰﾄｳｪｲ：ｹﾞｰﾄｳｪｲ：ｹﾞｰﾄｳｪｲ：
ネットワークでルータを使用している場合は、ルータの IPア
ドレスを入力します。［↑］、［↓］、［←］、［→］キーを使い、
値を入力してください。

DHCP/BOOTP：：：：
ネットワーク上に DHCPサーバがある場合、また BOOTPを
使用して自動的に IPアドレスが割り当てられる場合は、この
設定を「ｵﾝ」にしてください。

ﾊｰﾄﾞｳｪｱ ｱﾄﾞﾚｽﾊｰﾄﾞｳｪｱ ｱﾄﾞﾚｽﾊｰﾄﾞｳｪｱ ｱﾄﾞﾚｽﾊｰﾄﾞｳｪｱ ｱﾄﾞﾚｽ：：：：
本プリンタのイーサネットハードウェアアドレスを表示でき
ます（変更不可）。

PSPSPSPS ﾌﾟﾛﾄｺﾙﾌﾟﾛﾄｺﾙﾌﾟﾛﾄｺﾙﾌﾟﾛﾄｺﾙ PSプロトコル：プロトコル：プロトコル：プロトコル：
Ethernet Interfaceの Postscript Protocolを設定します。
アスキー /TBCP
バイナリ

ﾊﾟﾗﾚﾙﾊﾟﾗﾚﾙﾊﾟﾗﾚﾙﾊﾟﾗﾚﾙ パラレル接続の際に、一定の時間データのやりとりがない場
合のタイムアウト時間を設定します。
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ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽｲﾝﾀｰﾌｪｲｽｲﾝﾀｰﾌｪｲｽｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ / ｲｰｻﾈｯﾄｲｰｻﾈｯﾄｲｰｻﾈｯﾄｲｰｻﾈｯﾄ /TCPIP

ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽｲﾝﾀｰﾌｪｲｽｲﾝﾀｰﾌｪｲｽｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ / ﾊﾟﾗﾚﾙﾊﾟﾗﾚﾙﾊﾟﾗﾚﾙﾊﾟﾗﾚﾙ 

 ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ

ｲｰｻﾈｯﾄ

IP ｱﾄﾞﾚｽ ｻﾌﾞﾈｯﾄ ﾏｽｸ ｹﾞｰﾄｳｪｲ DHCP/BOOTP ﾊｰﾄﾞｳｪｱ ｱﾄﾞﾚｽ PS ﾌﾟﾛﾄｺﾙ

192.168.001.002192.168.001.002192.168.001.002192.168.001.002 255.255.255.000255.255.255.000255.255.255.000255.255.255.000 192.168.001.001192.168.001.001192.168.001.001192.168.001.001 ｵﾝｵﾝｵﾝｵﾝ ｵﾌ 00206Bxxxxxx ｱｽｷｰ /TBCP ﾊﾞｲﾅﾘ

ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ

ﾊﾟﾗﾚﾙ

IO ﾀｲﾑｱｳﾄ

10
11
.

15
.

300
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「システム」メニュー「システム」メニュー「システム」メニュー「システム」メニュー

ｼｽﾃﾑ

ｹﾞﾝｺﾞ 
ｷﾘｶｴ

ｾﾂﾃﾞﾝ 
ｾｯﾃｲ

ﾌﾞｻﾞｰ 
ｾｯﾃｲ

ﾎﾟｽﾄ
ｽｸﾘﾌﾟﾄ

ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ 
ﾍﾝｺｳ *

ﾃﾞｨｽｸ
ﾌｫｰﾏｯﾄ **

ﾄｹｲ 
ｾｯﾃｲ ***

ｼﾞﾄﾞｳ 
ｹｲｿﾞｸ

ｽﾀｰﾄ 
ﾍﾟｰｼﾞ

ﾒﾆｭｰｾｯﾃｲ 
ｼｮｷｶ

備考備考備考備考 * 0000：パスワードを無効にします。

 ** 「ﾃﾞｨｽｸﾌｫｰﾏｯﾄ」は、オプションのハードディスクが装着されている
ときのみ表示されます。

*** 日付の記述方法の初期設定は、以下のとおりです。
     YYYY.MM.DD
Y：年、M：月、D：日

ｹﾞﾝｺﾞ ｷﾘｶｴｹﾞﾝｺﾞ ｷﾘｶｴｹﾞﾝｺﾞ ｷﾘｶｴｹﾞﾝｺﾞ ｷﾘｶｴ 表示されるメッセージの言語を変更できます。

ｾﾂﾃﾞﾝ ｾｯﾃｲｾﾂﾃﾞﾝ ｾｯﾃｲｾﾂﾃﾞﾝ ｾｯﾃｲｾﾂﾃﾞﾝ ｾｯﾃｲ ある一定の時間プリントジョブの受信がない場合、また操作
が行われない場合に、プリンタが節電モードになります。こ
のメニューでは、節電モードの詳細な設定を行います。

ｵｰﾙﾃﾞﾊﾞｲｽ ﾖﾔｸｵｰﾙﾃﾞﾊﾞｲｽ ﾖﾔｸｵｰﾙﾃﾞﾊﾞｲｽ ﾖﾔｸｵｰﾙﾃﾞﾊﾞｲｽ ﾖﾔｸ：：：：この設定は、節電モードが「ｵｰﾙﾃﾞﾊﾞｲｽ」に
設定されているときにのみ表示されます。「ﾑｺｳ」に設定さす
ると、プリンタは「オールデバイス」節電モードにならずに
「ヒーターオフ」節電モードの状態で待機します。「ﾕｳｺｳ」に
設定されている場合は、プリンタは「ヒーターオフ」節電
モードになった後、「オールデバイス」節電モードになりま
す。 時間帯が設定され、その時間帯に節電までのタイムアウ
ト時間が過ぎた場合は、プリンタは「ヒーターオフ」節電
モードにならず、直接「オールデバイス」節電モードになり
ます。プリンタと操作パネルは使用できない状態になります
が、操作パネルの［節電モード］ランプが点灯し、プリンタ
の動作を再開させる［節電モード］ボタンが使用可能である
ことを示しています。

ﾋｰﾀｰ ｵﾌﾋｰﾀｰ ｵﾌﾋｰﾀｰ ｵﾌﾋｰﾀｰ ｵﾌ：：：：節電するため、また定着部の寿命を長くするため、
プリンタは節電モードになります。プリンタはデータの受信
や処理が可能で、操作パネルはすべて使用できます。

ﾋｰﾀｰ ｾｰﾌﾞﾋｰﾀｰ ｾｰﾌﾞﾋｰﾀｰ ｾｰﾌﾞﾋｰﾀｰ ｾｰﾌﾞ：：：：この予熱モードでは、定着部のローラーの温度を
下げずに印刷可能な状態にしています。

ｵﾌｵﾌｵﾌｵﾌ：：：：「ｵﾌ」に設定すると、プリンタは常に動作可能な状態にな
ります。
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ﾌﾞｻﾞｰ ｾｯﾃｲﾌﾞｻﾞｰ ｾｯﾃｲﾌﾞｻﾞｰ ｾｯﾃｲﾌﾞｻﾞｰ ｾｯﾃｲ ｴﾗｰ ﾌﾞｻﾞｰｴﾗｰ ﾌﾞｻﾞｰｴﾗｰ ﾌﾞｻﾞｰｴﾗｰ ﾌﾞｻﾞｰ：エラー発生時にブザーを鳴らすかどうかを設定し
ます。

設定： ﾊｲ
ｲｲｴ

初期設定： ﾊｲﾊｲﾊｲﾊｲ

ﾀｯﾁ ｵﾝﾀｯﾁ ｵﾝﾀｯﾁ ｵﾝﾀｯﾁ ｵﾝ：キータッチ音を鳴らすかどうかを設定します。

設定： ﾊｲ
ｲｲｴ

初期設定： ﾊｲﾊｲﾊｲﾊｲ

ﾎﾟｽﾄｽｸﾘﾌﾟﾄﾎﾟｽﾄｽｸﾘﾌﾟﾄﾎﾟｽﾄｽｸﾘﾌﾟﾄﾎﾟｽﾄｽｸﾘﾌﾟﾄ ｼﾞｮﾌﾞﾀｲﾑｱｳﾄｼﾞｮﾌﾞﾀｲﾑｱｳﾄｼﾞｮﾌﾞﾀｲﾑｱｳﾄｼﾞｮﾌﾞﾀｲﾑｱｳﾄ：：：：ジョブが終了したと判断するタイムアウトを設
定するかどうかと、タイムアウトの時間を設定します。（「0 
ﾋﾞｮｳ」に設定すると、タイムアウト値を設定しないことにな
ります。）

範囲： 0～ 300秒

初期設定： 0秒秒秒秒

ｳｴｲﾄﾀｲﾑｱｳﾄｳｴｲﾄﾀｲﾑｱｳﾄｳｴｲﾄﾀｲﾑｱｳﾄｳｴｲﾄﾀｲﾑｱｳﾄ：：：：データのやりとりがなくなったと判断するタイ
ムアウトを設定するかどうかと、タイムアウトの時間を設定
します。（「0 ﾋﾞｮｳ」に設定すると、タイムアウト値を設定し
ないことになります。）

範囲： 0～ 300秒

初期設定： 0秒秒秒秒

ｴﾗｰ ﾚﾎﾟｰﾄｴﾗｰ ﾚﾎﾟｰﾄｴﾗｰ ﾚﾎﾟｰﾄｴﾗｰ ﾚﾎﾟｰﾄ：：：：PostScriptエラー発生時にレポートを印刷するか
どうかを設定します。

設定： ﾊｲ
ｲｲｴ

初期設定： ﾊｲﾊｲﾊｲﾊｲ

ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ ﾍﾝｺｳﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ ﾍﾝｺｳﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ ﾍﾝｺｳﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ ﾍﾝｺｳ パスワードの設定または変更を行います。

ここで設定したパスワードは、「ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ」メニューと
「ｼｽﾃﾑ」メニューへの移行時に必要になります。

パスワード「0000」は、パスワードが設定されていないこと
を表します。

ﾃﾞｨｽｸﾌｫｰﾏｯﾄﾃﾞｨｽｸﾌｫｰﾏｯﾄﾃﾞｨｽｸﾌｫｰﾏｯﾄﾃﾞｨｽｸﾌｫｰﾏｯﾄ ハードディスクをフォーマットします。

"# オプションのハードディスクが装着されているときの
み表示されます。

ﾄｹｲ ｾｯﾃｲﾄｹｲ ｾｯﾃｲﾄｹｲ ｾｯﾃｲﾄｹｲ ｾｯﾃｲ 日付／時刻を設定します。
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ｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑ / ｾﾂﾃﾞﾝ ｾｯﾃｲｾﾂﾃﾞﾝ ｾｯﾃｲｾﾂﾃﾞﾝ ｾｯﾃｲｾﾂﾃﾞﾝ ｾｯﾃｲ

ｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑ / ﾌﾞｻﾞｰ ｾｯﾃｲﾌﾞｻﾞｰ ｾｯﾃｲﾌﾞｻﾞｰ ｾｯﾃｲﾌﾞｻﾞｰ ｾｯﾃｲ

ｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑ / ﾎﾟｽﾄｽｸﾘﾌﾟﾄﾎﾟｽﾄｽｸﾘﾌﾟﾄﾎﾟｽﾄｽｸﾘﾌﾟﾄﾎﾟｽﾄｽｸﾘﾌﾟﾄ

ｼｽﾃﾑ

ｾﾂﾃﾞﾝ ｾｯﾃｲ

ｾﾂﾃﾞﾝ ﾓｰﾄﾞ ｾﾂﾃﾞﾝ ｼﾞｶﾝ ｵｰﾙﾃﾞﾊﾞｲｽ ﾖﾔｸ

ｵｰﾙﾃﾞﾊﾞｲｽ
ﾋｰﾀｰ ｵﾌﾋｰﾀｰ ｵﾌﾋｰﾀｰ ｵﾌﾋｰﾀｰ ｵﾌ
ﾋｰﾀｰ ｾｰﾌﾞ
ｵﾌ

15 ﾌﾝｺﾞ
30 ﾌﾝｺﾞ30 ﾌﾝｺﾞ30 ﾌﾝｺﾞ30 ﾌﾝｺﾞ
1 ｼﾞｶﾝｺﾞ
3 ｼﾞｶﾝｺﾞ

00:00-24:0000:00-24:0000:00-24:0000:00-24:00
18:00-06:00
20:00-06:00
22:00-06:00
24:00-06:00

ｼｽﾃﾑ

ﾌﾞｻﾞｰ ｾｯﾃｲ

ｴﾗｰ ﾌﾞｻﾞｰ ﾀｯﾁ ｵﾝ

ﾊｲ ｲｲｴ ﾊｲ ｲｲｴ

ｼｽﾃﾑ

ﾎﾟｽﾄｽｸﾘﾌﾟﾄ

ｼﾞｮﾌﾞﾀｲﾑｱｳﾄ ｳｴｲﾄﾀｲﾑｱｳﾄ ｴﾗｰ ﾚﾎﾟｰﾄ

0 ﾋﾞｮｳ0 ﾋﾞｮｳ0 ﾋﾞｮｳ0 ﾋﾞｮｳ
1 ﾋﾞｮｳ
2 ﾋﾞｮｳ
.
.

300 ﾋﾞｮｳ

0 ﾋﾞｮｳ0 ﾋﾞｮｳ0 ﾋﾞｮｳ0 ﾋﾞｮｳ
1 ﾋﾞｮｳ
2 ﾋﾞｮｳ
.
.

300 ﾋﾞｮｳ

ﾊｲ

ｲｲｴ
プリンタの操作パネルでのプリン
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ｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑｼｽﾃﾑ / ﾃﾞｨｽｸﾌｫｰﾏｯﾄﾃﾞｨｽｸﾌｫｰﾏｯﾄﾃﾞｨｽｸﾌｫｰﾏｯﾄﾃﾞｨｽｸﾌｫｰﾏｯﾄ

"#「ﾃﾞｨｽｸﾌｫｰﾏｯﾄ」は、オプションのハードディスクが装着されている
ときのみ表示されます。

ホシュメニューホシュメニューホシュメニューホシュメニュー
「ﾎｼｭ ﾒﾆｭｰ」は、パスワードによって保護されています。サービスマンがメ
ンテナンスや修理を行うときに使用します。

ｼｽﾃﾑ

ﾃﾞｨｽｸﾌｫｰﾏｯﾄ

ﾕｰｻﾞｴﾘｱ ﾉﾐ ｾﾞﾝｴﾘｱ

バージョンのバージョンのバージョンのバージョンの
表示表示表示表示

コントローラファームウェア、エンジンファームウェア、
ブートファームウェアのバージョンが表示されます。

ｲﾝｻﾂ ﾏｲｽｳｲﾝｻﾂ ﾏｲｽｳｲﾝｻﾂ ﾏｲｽｳｲﾝｻﾂ ﾏｲｽｳ 総ページ数のカウンタ値が 8桁の数字で表示されます。

ｼｮｷﾁ ｾｯﾃｲｼｮｷﾁ ｾｯﾃｲｼｮｷﾁ ｾｯﾃｲｼｮｷﾁ ｾｯﾃｲ ﾖｳｼ / ﾋﾝｼﾂﾖｳｼ / ﾋﾝｼﾂﾖｳｼ / ﾋﾝｼﾂﾖｳｼ / ﾋﾝｼﾂ：：：：「ﾖｳｼ」メニューと「ﾋﾝｼﾂ」メニューの全設定を
工場出荷時の初期値にリセットします。

ALL：：：：パスワード設定以外の全設定を工場出荷時の初期値
にリセットします。

Soft Switches ソフトウェア DIPスイッチ（32個）の設定を行います。
プリンタの操作パネルでのプリ
ンタの設定 
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プリンタドライバでのプリンタの設定プリンタドライバでのプリンタの設定プリンタドライバでのプリンタの設定プリンタドライバでのプリンタの設定
プリンタドライバの設定は、他の設定よりも優先されます。

Windows Me/98用プリンタドライバの設定ダイアログの表用プリンタドライバの設定ダイアログの表用プリンタドライバの設定ダイアログの表用プリンタドライバの設定ダイアログの表
示示示示

Windows Me/98でプリンタドライバの設定項目を表示するには、2種類の
方法があります。 

"# 通常のプリントジョブに対してはプリンタドライバで設定を行い、
特殊なプリントジョブに対してはお使いのアプリケーションから設
定を行うとよいでしょう。そうすると、プリンタ設定を頻繁に行わ
ずにすみます。

1... プリンタドライバのプロパプリンタドライバのプロパプリンタドライバのプロパプリンタドライバのプロパ
ティ画面での設定ティ画面での設定ティ画面での設定ティ画面での設定

2... お使いのアプリケーションでお使いのアプリケーションでお使いのアプリケーションでお使いのアプリケーションで
のプリンタ設定のプリンタ設定のプリンタ設定のプリンタ設定

すべてのプリンタ設定を行うことが
できます。

「用紙」「レイアウト」「Image」「設
定」「バージョン情報」タブの設定を
行うことができます。

全プリントジョブに対するプリンタ
の初期設定値を設定することになり
ます。

現在のプリントジョブに対してのみ
プリンタの設定を行うことになりま
す。

プロパティ画面で次に変更を行うま
で、設定は維持されます。

現在の初期設定に対して一時的に設
定を変更します。

設定方法：

1［スタート］メニューで「設定」か
ら「プリンタ」を選択します。

2 お使いのプリンタを選択します。

3「ファイル」メニューから「プロパ
ティ」を選択します。

4「詳細」タブをクリックし、［プリ
ンタの設定］をクリックします。

5 プリンタの設定を行い、［OK］を
クリックして、変更を行った設定
を保存します。

6「プリンタ」ウィンドウを閉じま
す。

設定方法：

1 アプリケーションの「ファイル」
メニューから「印刷」（「印刷設定」
や「ページ設定」の場合もありま
す）を選択します。

2「印刷」（または「印刷設定」「ペー
ジ設定」）ダイアログで、お使いの
プリンタを選択します。

3［プロパティ］ボタンをクリックし
ます。

4 プリンタの設定を行い、［OK］を
クリックして、変更を行った設定
を保存します。

5「印刷」（または「印刷設定」「ペー
ジ設定」）ダイアログで［OK］を
クリックします。
プリンタドライバでのプリンタの
設定
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Windows Me/98用プリンタドライバの標準的なタブ用プリンタドライバの標準的なタブ用プリンタドライバの標準的なタブ用プリンタドライバの標準的なタブ
KONICA MINOLTA PostScriptドライバの設定項目は、Windows OSで用意
されているタブとともに配置されています。各タブは、プリントジョブの機
能によって分かれています。詳しくは、OSのマニュアルやプリンタドライ
バのオンラインヘルプを参照してください。

以下に、Windows標準のタブと、各タブで設定可能な項目の概要について
説明します。

! 全般：全般：全般：全般：コメントの付加、区切りページの使用、印字テストを行うことが
できます。Windowsのマニュアルを参照してください。

! 詳細：詳細：詳細：詳細：インターフェイス接続の詳細を設定できます。Windowsのマニュ
アルを参照してください。

– ［プリンタの設定］ボタン：［プリンタの設定］ボタン：［プリンタの設定］ボタン：［プリンタの設定］ボタン：［詳細］タブにあるこのボタンをクリッ
クすると、お使いのアプリケーションのプリンタ設定からもアクセ
ス可能なプリンタ設定のタブが表示されます。

! 共有：共有：共有：共有：ネットワーク上の他のコンピュータでもプリンタを使用できるよ
うに設定することができます。Windowsのマニュアルを参照してくださ
い。

! 色の管理：色の管理：色の管理：色の管理：お使いのプリンタに関連付けられたカラープロファイルを選
択できます。また、カラープロファイルが自動的に選択されるように設
定することもできます。

プリンタドライバの設定タブプリンタドライバの設定タブプリンタドライバの設定タブプリンタドライバの設定タブ
!「レイアウト」タブ：「レイアウト」タブ：「レイアウト」タブ：「レイアウト」タブ：印刷の向き、両面印刷、ステープル、用紙単位の
ページの設定項目があります。

!「用紙」タブ：「用紙」タブ：「用紙」タブ：「用紙」タブ：用紙に関する設定項目があります。用紙の選択、用紙の
給紙／排紙方法を設定できます。

– 詳細設定：詳細設定：詳細設定：詳細設定：ヘッダページ、トレーラページの設定、給紙トレイの選
択を行うことができます。

!「機能」タブ：「機能」タブ：「機能」タブ：「機能」タブ：カラー、グラフィックス、ポストスクリプトの設定ダイ
アログを開くボタンがあり、解像度の設定、クイックカラー設定が可能
です。

– カラーオプション：カラーオプション：カラーオプション：カラーオプション：カラー印刷設定の微調整を行うことができます。
ただし、たいていの場合、「クイックカラー設定」ドロップダウンリ
ストで最適化されたカラー設定を選択するのが、最高のカラー出力
を行う最も簡単な方法です。

% 「カラー詳細設定」ダイアログ：「アドバンスド カラーオプショ
ン」ダイアログで［設定変更］をクリックして開きます。

– グラフィックグラフィックグラフィックグラフィック オプション：オプション：オプション：オプション：ページ内の画像の配置を設定する項目が
あります。
プリンタドライバでのプリンタ
の設定 
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– ポストスクリプトポストスクリプトポストスクリプトポストスクリプト オプション：オプション：オプション：オプション：ヘッダ、ジョブタイムアウト、ポス
トスクリプトオプションの設定を行うことができます。

!「オーバーレイ」タブ：「オーバーレイ」タブ：「オーバーレイ」タブ：「オーバーレイ」タブ：ウォーターマークの設定とカスタマイズに必要
な設定項目があります。

– ウォーターマーク：ウォーターマーク：ウォーターマーク：ウォーターマーク：「オーバーレイ」タブから開く「ウォーターマー
ク」ダイアログでは、新しいウォーターマークの追加や既存の
ウォーターマークの編集を行うことができます。

!「フォント」タブ：「フォント」タブ：「フォント」タブ：「フォント」タブ：印刷時に使用／置換するフォントを指定する設定項
目があります。

!「消耗品」タブ：「消耗品」タブ：「消耗品」タブ：「消耗品」タブ：プリンタの消耗品の状況とメンテナンスの計画を確認
することができます。この情報は、「設定」タブの「プリンタ通信」テ
キストボックスにプリンタの IPアドレスが入力されている場合に利用
できます。ステータスバーには、交換またはメンテナンスが必要になる
までに印刷可能な面数（ページ数）が表示されます。

!「設定」タブ：「設定」タブ：「設定」タブ：「設定」タブ：お使いのプリンタの構成に合わせてプリンタドライバの
カスタマイズが可能です。

!「バージョン情報」タブ：「バージョン情報」タブ：「バージョン情報」タブ：「バージョン情報」タブ：プリンタドライバのバージョンの表示、弊社
Webサイトへのリンクが行われ、プリンタドライバの全ての設定を初期
値に戻すこともできます。

Windows XP/2000/NT 4.0用プリンタドライバの設定ダイ用プリンタドライバの設定ダイ用プリンタドライバの設定ダイ用プリンタドライバの設定ダイ
アログの表示アログの表示アログの表示アログの表示

Windows XP/2000/NT 4.0用のプリンタドライバの設定を行うには、3種類
の方法があります。ただし、この 3種類の方法は、設定できる項目が一部
異なります。

1... プリンタドライバのプロパプリンタドライバのプロパプリンタドライバのプロパプリンタドライバのプロパ
ティ画面での設定ティ画面での設定ティ画面での設定ティ画面での設定 

2... お使いのアプリケーションでお使いのアプリケーションでお使いのアプリケーションでお使いのアプリケーションで
のプリンタ設定のプリンタ設定のプリンタ設定のプリンタ設定

「全般」「ポート」「スケジュール」
（Windows NT 4.0の場合）「詳細設定」
（Windows XP/2000の場合）「共有」
「セキュリティ」「バージョン情報」タ
ブの設定を行うことができます。

「用紙」「レイアウト」「Image」「デバ
イスの設定」「バージョン情報」タブ
の設定を行うことができます。

全プリントジョブに対するプリンタの
設定を行うことになります。

現在のプリントジョブに対してのみプ
リンタの設定を行うことになります。

プロパティ画面で次に変更を行うま
で、設定は維持されます。

現在の初期設定に対して一時的に文書
の設定を変更します。
プリンタドライバでのプリンタの
設定
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設定方法：

1［スタート］ボタンをクリックし、
「設定」を選択します。

2「プリンタ」を選択します。

3 お使いのプリンタを選択します。

4「ファイル」メニューから「印刷設
定」を選択します。

5 プリンタの設定を行い、［OK］を
クリックして、変更を行った設定
を保存します。

6「プリンタ」ウィンドウを閉じま
す。

設定方法：

1 アプリケーションの「ファイル」
メニューから「印刷」（「印刷設定」
や「ページ設定」の場合もありま
す）を選択します。

2「印刷」（または「印刷設定」「ペー
ジ設定」）ダイアログで、お使いの
プリンタを選択します。

3［プロパティ］ボタンをクリックし
ます。

4 プリンタの設定を行い、［OK］を
クリックして、変更を行った設定
を保存します。

5「印刷」（または「印刷設定」「ペー
ジ設定」）ダイアログで［OK］を
クリックします。

3... 「ドキュメントの既定値」（「ドキュメントの既定値」（「ドキュメントの既定値」（「ドキュメントの既定値」（Windows NT 4.0の場合）またはの場合）またはの場合）またはの場合）または

「印刷設定」（「印刷設定」（「印刷設定」（「印刷設定」（Windows XP/2000）での設定）での設定）での設定）での設定

「用紙」「レイアウト」「Image」「デバイスの設定」「バージョン情報」タブの
設定を行うことができます。

全プリントジョブに対するプリンタの初期設定値を設定することになります。

プロパティ画面で次に変更を行うまで、設定は維持されます。

設定方法：

1［スタート］ボタンをクリックし、「設定」を選択します。

2「プリンタ」を選択します。

3 お使いのプリンタを選択します。

4「ファイル」メニューから「ドキュメントの既定値」（Windows NT 4.0の
場合）または「印刷設定」（Windows XP/2000の場合）を選択します。

5 プリンタの設定を行い、［OK］をクリックして、変更を行った設定を保存
します。

6「プリンタ」ウィンドウを閉じます。

1... プリンタドライバのプロパプリンタドライバのプロパプリンタドライバのプロパプリンタドライバのプロパ
ティ画面での設定ティ画面での設定ティ画面での設定ティ画面での設定 

2... お使いのアプリケーションでお使いのアプリケーションでお使いのアプリケーションでお使いのアプリケーションで
のプリンタ設定のプリンタ設定のプリンタ設定のプリンタ設定
プリンタドライバでのプリンタ
の設定 
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"# 通常のプリントジョブに対してはプリンタドライバで設定を行い、
特殊なプリントジョブに対してはお使いのアプリケーションから設
定を行うとよいでしょう。そうすると、プリンタ設定を頻繁に行わ
ずにすみます。

"# Windows NT 4.0ではプリンタドライバで行った設定変更が記憶され
るため、プリンタドライバを再インストールしても初期設定値には
戻りません。

Windows XP/2000/NT 4.0でのプリンタのプロパティの設でのプリンタのプロパティの設でのプリンタのプロパティの設でのプリンタのプロパティの設
定定定定

KONICA MINOLTA PostScriptドライバの設定項目は、Windows OSで用意
されているタブとともに配置されています。各タブは、プリントジョブの機
能によって分かれています。詳しくは、OSのマニュアルやプリンタドライ
バのオンラインヘルプを参照してください。

プリンタのプロパティを選択したときに、以下のタブが表示されます。以下
に、それらのタブと、各タブで設定可能な項目の概要について説明します。

! 全般（全般（全般（全般（Windows XP/2000/NT 4.0）：）：）：）：プリンタ名、場所、使用するプリタ
ドライバの指定、新しいプリンタドライバやアップデートされたプリン
タドライバのインストール、文書間の区切りページの使用、特殊な印刷
処理／データの種類の指定、テストページの印刷が可能です。Windows
のマニュアルを参照してください。

! ポート（ポート（ポート（ポート（Windows XP/2000/NT 4.0）：）：）：）： 利用可能なポート（「ポート」）、
そのポートの説明（「説明」）、そのポートを使用するプリンタのリスト
（「プリンタ」）が表示されます。ポートの追加、削除、設定を行うこと
ができます。また、他の印刷機器から設定情報やステータス情報を取得
したり、プリンタプールを有効にしたり（1つの論理プリンタにより、
同機種の複数の印刷機器に印刷）できます。Windowsのマニュアルを参
照してください。

! デバイスの設定（デバイスの設定（デバイスの設定（デバイスの設定（Windows XP/2000/NT 4.0）：）：）：）： 給紙トレイ、メモリ、出
力プロトコル、ジョブタイムアウトの設定を行うことができます。

! 詳細設定（詳細設定（詳細設定（詳細設定（Windows XP/2000/NT 4.0）：）：）：）： お使いのプリンタの構成に合わ
せてプリンタドライバのカスタマイズを行うことができます。

! Consumables（（（（Windows XP/2000/NT 4.0）：）：）：）：プリンタの消耗品の使用
状況とメンテナンス計画を確認することができます。この情報は、「設
定」タブの「IP Name/Address」テキストボックスにプリンタの IPアド
レスが入力されている場合に利用できます。ステータスバーには、交換
またはメンテナンスが必要になるまでに印刷可能な面数（ページ数）が
表示されます。
プリンタドライバでのプリンタの
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! 色の管理（色の管理（色の管理（色の管理（Windows XP/2000）：）：）：）：お使いのプリンタに関連付けられたカ
ラープロファイルを選択できます。また、カラープロファイルが自動的
に選択されるように設定することもできます。Windowsのマニュアルを
参照してください。

! 詳細設定（詳細設定（詳細設定（詳細設定（Windows XP/2000）、スケジュール（）、スケジュール（）、スケジュール（）、スケジュール（Windows NT 4.0）：）：）：）： プ
リンタの利用時間、スプール情報、文書の優先順位を設定することがで
きます。Windowsのマニュアルを参照してください。

! 共有（共有（共有（共有（Windows XP/2000/NT 4.0）：）：）：）： プリンタの共有、別のプリンタドラ
イバのインストールを行うことができます。Windowsのマニュアルを参
照してください。

! セキュリティ（セキュリティ（セキュリティ（セキュリティ（Windows 2000/NT 4.0）：）：）：）：プリンタのアクセス制限の変
更、アクセス許可情報の表示／設定、ユーザ／グループのメンバーの表
示を行うことができます。Windowsのマニュアルを参照してください。

「バージョン情報」「消耗品」「機能」「フォント」「レイアウト「用紙／品質」
「オーバーレイ」タブ：お使いのアプリケーションのプリンタ設定や「印刷
設定」「ドキュメントの既定値」で表示することができます。これらのタブ
については、次項で説明します。

Windows 2000/NT 4.0での「印刷設定」「ドキュメントのでの「印刷設定」「ドキュメントのでの「印刷設定」「ドキュメントのでの「印刷設定」「ドキュメントの
既定値」の設定既定値」の設定既定値」の設定既定値」の設定

!「用紙／品質」タブ（「用紙／品質」タブ（「用紙／品質」タブ（「用紙／品質」タブ（Windows XP/2000）、「ページ設定」タブ）、「ページ設定」タブ）、「ページ設定」タブ）、「ページ設定」タブ
（（（（Windows NT 4.0.）：）：）：）：用紙やカラー印刷の設定項目があります。

!「レイアウト」タブ（「レイアウト」タブ（「レイアウト」タブ（「レイアウト」タブ（Windows XP/2000）：）：）：）：印刷の向き、両面印刷、
ページの順番、用紙単位のページの設定項目があります。

!「機能」タブ（「機能」タブ（「機能」タブ（「機能」タブ（Windows XP/2000/NT 4.0）：）：）：）：印刷解像度の設定、クイッ
クカラー設定、ユーザ設定を行うことができます。このタブでは、さら
に以下のダイアログを表示することもできます。

– グラフィックグラフィックグラフィックグラフィック オプション：オプション：オプション：オプション：ページ内の画像の配置を設定する項目が
あります。

– カラーオプション：カラーオプション：カラーオプション：カラーオプション：カラー印刷設定の微調整を行う項目があります。
ただし、たいていの場合、「クイックカラー設定」ドロップダウンリ
ストで最適化された設定を選択するのが、最高のカラー出力を行う
最も簡単な方法です。

% カラー詳細設定：カラー詳細設定：カラー詳細設定：カラー詳細設定：「アドバンスド カラーオプション」ダイアログ
で［設定変更］をクリックすると、「カラー詳細設定」ダイアロ
グが開きます。

% ポストスクリプトポストスクリプトポストスクリプトポストスクリプト オプション：オプション：オプション：オプション：ヘッダ、ジョブタイムアウト、ポ
ストスクリプトオプションの設定を行うことができます。

% ドキュメントオプション（ドキュメントオプション（ドキュメントオプション（ドキュメントオプション（Windows XP/2000）：）：）：）：部単位で印刷、
部数、電子メール通知の設定を行うことができます。
プリンタドライバでのプリンタ
の設定 

267



!「オーバーレイ」タブ（「オーバーレイ」タブ（「オーバーレイ」タブ（「オーバーレイ」タブ（Windows XP/2000/NT 4.0）：）：）：）：ウォーターマーク
の設定、カスタマイズを行うことができます。

– 「ウォーターマーク」ダイアログ：「ウォーターマーク」ダイアログ：「ウォーターマーク」ダイアログ：「ウォーターマーク」ダイアログ：「オーバーレイ」タブから開く
「ウォーターマーク」ダイアログでは、新しいウォーターマークの追
加や既存のウォーターマークの編集を行うことができます。

!「バージョン情報」タブ（「バージョン情報」タブ（「バージョン情報」タブ（「バージョン情報」タブ（Windows XP/2000/NT 4.0）：）：）：）：プリンタドライ
バのバージョンの表示、弊社Webサイトへのリンクが行われ、プリン
タドライバの全ての設定を初期値に戻すこともできます。

プリンタドライバの設定項目プリンタドライバの設定項目プリンタドライバの設定項目プリンタドライバの設定項目
プリンタの設定や機能については、プリンタドライバのオンラインヘルプを
参照してください。

"# オンラインヘルプで説明されているすべての設定が、KONICA 
MINOLTAプリンタの全機種で使用できるわけではありません。お使
いのプリンタで使用できる設定については、お使いのプリンタのマ
ニュアルを参照してください。
プリンタドライバでのプリンタの
設定

268



5.4アカウント記録アカウント記録アカウント記録アカウント記録



プリンタによるアカウント記録プリンタによるアカウント記録プリンタによるアカウント記録プリンタによるアカウント記録
magicolor 7300では、プリンタで処理した各プリントジョブの詳細の記録、
保存を行うことができます。記録された情報は、プリンタの内蔵ハードディ
スクのアカウントファイルに保存され、PageScope Lightを使って情報を取
得できます。本章では、アカウントファイルに記録されたアカウント情報の
取得方法や利用方法について説明します。

"# また、PageScope Net Careを使用して、高度なアカウント処理を行
うこともできます。各プリンタのアカウント情報を収集し、同じ
ネットワーク上にある複数のプリンタのアカウントデータを合わせ
て 1つのデータベースにすることができます。PageScope Net Care
のオンラインヘルプ、Software Utilities CD-ROM内のユーザマニュ
アル、KONICA MINOLTAのWebサイト www.konicaminolta.net/
printer/を参照してください。

アカウント情報の取得アカウント情報の取得アカウント情報の取得アカウント情報の取得

PageScope Lightの使いかたの使いかたの使いかたの使いかた
プリンタ内蔵のWebページ（PageScope Light）を使用して、プリンタか
らアカウントデータを取得することができます。

"#「Configuration/Security」ウィンドウで管理者用のセキュリティ設定
が有効になっている場合は、アカウントのパラメータの変更には、
管理者用パスワードが必要です。

1 ハードディスクが装着されていて、取得したいアカウントデータが保存
されているプリンタの PageScope Lightを開きます。

2「課金」タブをクリックします。
「課金」タブの画面に
なります。

3「レコード番号をユー
ザウィンドウに表示
します」の項目で、
［ディスプレイ］ボタ
ンをクリックします。

4 課金ジョブリストか
ら、アカウント情報
の取得方法と場所を
選択します。
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課金ジョブリストの例課金ジョブリストの例課金ジョブリストの例課金ジョブリストの例

アカウントファイルのフォーマットアカウントファイルのフォーマットアカウントファイルのフォーマットアカウントファイルのフォーマット

CSVファイルフォーマットファイルフォーマットファイルフォーマットファイルフォーマット
プリンタには、アカウントデータは CSV（コンマ区切り）ファイルフォー
マットで保存されます。CSVファイルフォーマットは、スプレッドシート
（表計算ソフト）のデータを ASCII形式（プレインテキスト）で表すフォー
マットです。列を区切る位置を表すため、値はコンマで区切られます。

"# CSVデータは、文字コードが UTF-8となっています。
Microsoft Excelから CSVデータを開くと文字化けが起こりますの
で、文字コードを変換する必要があります。

データの順番データの順番データの順番データの順番
ファイルの最初の行は、各フィールドの名前を記述するのに使われます。ア
カウント機能が働くたびに、この行が作成されます。2行目以降は、実際の
アカウント情報を記録するのに使われます。

"# 新しい情報は常にファイルの最後の行に書き込まれます。
アカウントファイルのフォー
マット 
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課金ログの項目課金ログの項目課金ログの項目課金ログの項目

項目項目項目項目 作動作動作動作動

形式形式形式形式 設定値： ON
OFF

初期設定： ON

ボタン： Apply

説明説明説明説明 この項目では、ジョブアカウント機能が動作しているかどう
かの情報が表示されます。

備考備考備考備考 この項目の設定は、PJLコマンド「@PJL SET 
CHARGENUMBER」と一致します。

項目項目項目項目 リセットリセットリセットリセット

形式形式形式形式 設定値： ON
OFF

初期設定： ON

ボタン： Reset

説明説明説明説明 このリセットボタンは、PageScope Net Careを利用し、
PageScope Net Careと PageScope Lightのメール設定をし
た環境において、このボタンを押したとき、ジョブアカウン
トのログがリセットされます。

備考備考備考備考 この項目の設定は、PJLコマンド「@PJL SET 
CHARGENUMBER」と一致します。

項目項目項目項目 レコード番号をユーザウィンドウに表示しレコード番号をユーザウィンドウに表示しレコード番号をユーザウィンドウに表示しレコード番号をユーザウィンドウに表示し
ますますますます

形式形式形式形式 設定値： 50, 100, 250, 500, ALL

初期設定： 50

ボタン： Display

説明説明説明説明 この項目では、ユーザウィンドウで表示するアカウントデー
タの数を指定します。

備考備考備考備考 この項目の設定は、PJLコマンド「@PJL SET 
CHARGENUMBER」と一致します。
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フィールドの定義フィールドの定義フィールドの定義フィールドの定義
ここでは、アカウントファイルで使用されるログアカウント／ジョブの
フィールドについて説明します。 

各プリントジョブの処理が完了すると、プリントジョブの情報がアカウント
ファイルに保存されます。 この情報を利用して、消耗品、用紙の使用状況、
利用者ごとの使用状況、プリンタの動作の履歴を分析することができます。

項目項目項目項目 レコード番号をファイルで検索しますレコード番号をファイルで検索しますレコード番号をファイルで検索しますレコード番号をファイルで検索します

形式形式形式形式 設定値： 50, 100, 250, 500, ALL

初期設定： 50

ボタン： Get

説明説明説明説明 この項目では、ファイルとして取得するアカウントデータの
数を指定します。

備考備考備考備考 この項目の設定は、PJLコマンド「@PJL SET 
CHARGENUMBER」と一致します。
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課金ジョブリストのフィールド課金ジョブリストのフィールド課金ジョブリストのフィールド課金ジョブリストのフィールド

フィールドフィールドフィールドフィールド 機能機能機能機能

形式形式形式形式 <2 Print Job>

説明説明説明説明 完了したプリンタ機能を示します。

フィールドフィールドフィールドフィールド ジョブジョブジョブジョブ ID

形式形式形式形式 <1～ 65536の数値 >

説明説明説明説明 この番号は、プリンタに送られたプリントジョブを一意的な
番号で識別するのに使用されます。Job IDは、値が 1ずつ増
えるカウンタ（1～ 65536）で、プリンタが受信した全プリ
ントジョブのカウントを行います。カウンタの値が 65536
になると、1からカウントを再開します。

受信したデータをジョブとしてプリンタが認識したときに、
Job IDが割り当てられます。

備考備考備考備考 プリンタの電源がオフになっても、現在のカウント値はメモ
リに残ります。

フィールドフィールドフィールドフィールド 課金番号課金番号課金番号課金番号

形式形式形式形式 <1～ 8桁の数値 >

説明説明説明説明 ジョブに対して課金されるグループを識別する情報が表示さ
れます。

備考備考備考備考 この項目の設定は、PJLコマンド「@PJL SET 
CHARGENUMBER」と一致します。

フィールドフィールドフィールドフィールド ホストホストホストホスト

形式形式形式形式 <1～ 16桁の数値 >

説明説明説明説明 ジョブを送信したホストを識別する情報が表示されます。

備考備考備考備考 この項目の設定は、PJLコマンド「@PJL SET HOST」と一
致します。
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フィールドフィールドフィールドフィールド オーナーオーナーオーナーオーナー

形式形式形式形式 <1～ 64文字の文字列 >

説明説明説明説明 ジョブを送信したコンピュータ（ユーザ）を識別する情報が
表示されます。

備考備考備考備考 この項目の設定は、PJLコマンド「@PJL SET 
USERNAME」と一致します。

フィールドフィールドフィールドフィールド 受信時間受信時間受信時間受信時間

形式形式形式形式 <YYYY/MM/DD><スペース ><HH:MM:SS>

説明説明説明説明 プリンタがジョブデータを受信したときの日付と時刻が表示
されます。

例：2003/03/05 16:48:30

備考備考備考備考 この形式は、Microsoft Excelでサポートされています。

フィールドフィールドフィールドフィールド 終了時間終了時間終了時間終了時間

形式形式形式形式 <YYYY/MM/DD><スペース ><HH:MM:SS>

説明説明説明説明 文書の最後のページが排紙トレイに送られたときの日付と時
刻が表示されます。

例：2003/03/05 16:48:35 

備考備考備考備考 この形式は、Microsoft Excelでサポートされています。

フィールドフィールドフィールドフィールド ジョブタイプジョブタイプジョブタイプジョブタイプ

形式形式形式形式 <1～ 2桁の数値 ><スペース ><1～ 16文字の文字列 >

説明説明説明説明 プリンタが受信したジョブの種類が分類されます。

20 Normal：通常のプリントジョブ

21 IPP Print：IPPプロトコル経由で受信した通常のプリント
ジョブ

22 Secure Print：パスワードが指定されたプリントジョブ

24 Print to HDD：ハードディスク内に常駐するプリントジョ
ブ

29 Report Print：プリンタ内で作成されるプリントジョブ
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フィールドフィールドフィールドフィールド タイトルタイトルタイトルタイトル

形式形式形式形式 <1～ 32文字の文字列 >

説明説明説明説明 文書のタイトルが判明する場合は、タイトルが表示されま
す。

備考備考備考備考 この項目の設定は、PJLコマンド「@PJL SET JOB NAME」
と一致します。
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PJLコマンドコマンドコマンドコマンド
PJLコマンド

セクション 6の内容

! 6.1章 「概要」
PJL、機能、プリンタで使用可能なコマンドの概要
について説明します。

! 6.2章 「コマンドの形式／用例」
PJLコマンドセットや変数／言語の設定情報を使用
する際の、印刷や構文形式について説明します。

! 6.3章 「PJLコマンドの発行」
magicolor 7300に PJLコマンドを送信する方法に
ついて説明します。

! 6.4章 「PJLコマンド」
magicolor 7300でサポートされている PJLコマン
ドについて説明します。

! 6.5章 「ステータスコード」
「@PJL INFO STATUS」と「USTATUS」コマンド
をプリンタに送信したときに返ってくるステータ
スコードについて説明します。

! 6.6章 「DOC対応表」
DOCコマンドから PJLコマンドに移行する方法に
ついて説明します。



本セクションの目次本セクションの目次本セクションの目次本セクションの目次
章章章章 タイトルタイトルタイトルタイトル 開始ページ開始ページ開始ページ開始ページ

6.1 「概要」 279

6.2 「コマンドの形式／用例」 283

6.3 「PJLコマンドの発行」 289

6.4 「PJLコマンド」 293

6.5 「ステータスコード」 307

6.6 「DOC対応表」 311



6.1概要概要概要概要



PJLについてについてについてについて
PJL（Printer Job Language）は、 テクニカルサポートやアプリケーション開
発者のために、プリンタへのコマンド送信やプリンタのステータスの受信を
可能にします。そのため、プリントジョブ用のプリンタの設定や、プリンタ
との双方向通信を行うことができます。また、プリンタの操作パネルの設定
変更や印刷する言語の変更をアプリケーションから行うために、PJLコマン
ドを使用することもできます。

セクションセクションセクションセクション 6の内容の内容の内容の内容
PJLリファレンスである本セクションでは、magicolor 7300でサポートさ
れている PJLコマンドについての情報を記載しています。6.1章では、PJL
コマンドの概要を説明します。6.3章では、magicolor 7300でサポートされ
ている全 PJLコマンドのリストを記載し、各コマンドの機能について説明
します。PJLコマンドを使用した経験がある場合は、本章を飛ばして、6.2
章からお読みになってもかまいません。

PJLの概要の概要の概要の概要
magicolor 7300で PJLによる設定や通信を行うには、PJLコマンドを使用
する必要があります。PJLコマンドには、コマンドを規定するための PJL
環境変数やパラメータの使用が含まれます。

サポートされているサポートされているサポートされているサポートされている PJLコマンドセットコマンドセットコマンドセットコマンドセット
以下のリストは、お使いの KONICA MINOLTAプリンタでサポートされて
いる PJLコマンドのリストです。

"# 各コマンドについての詳細な情報は、6.4章で説明しています。

カーネルコマンドカーネルコマンドカーネルコマンドカーネルコマンド

UEL

ENTER

PJL
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ジョブ制御コマンドジョブ制御コマンドジョブ制御コマンドジョブ制御コマンド 

特殊コマンド特殊コマンド特殊コマンド特殊コマンド 

環境コマンド環境コマンド環境コマンド環境コマンド 

環境変数環境変数環境変数環境変数
環境変数は PJLコマンドとともに使用され、プリンタ専用の制御や、
magicolor 7300が解釈可能な通信ツールの作成を行うことができます。

以下は、お使いの KONICA MINOLTAプリンタでサポートされている一般
的な PJL環境変数のリストです。

"# 全 PJL変数のリストと各変数の追加情報については、6.4章に記載し
ています。

JOB 

EOJ 

UPDATE

FILE

TEST

DEFAULT

INITIALIZE

RESET

SET

AUTOCONT

BINDING

COPIES

DUPLEX

MEDIASOURCE

MEDIATYPE

NUP

OUTPUT

PAPER

QTY
サポートされている PJLコマン
ドセット 
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RESOLUTION

TIMEOUT

PERSONALITY
サポートされている PJLコマンド
セット
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6.2コマンドの形式／コマンドの形式／コマンドの形式／コマンドの形式／
用例用例用例用例



はじめにはじめにはじめにはじめに
本章では、以下の説明を行います。

1) PJLコマンドや変数を指定するための文字／文書の形式の本書での記述
方法（次項「文書の形式」参照）

2) プリンタがコマンドを正しく認識するように、アプリケーションで PJL
コマンドテキストを入力する方法（「PJLコマンドの構文」（p.285）参照）

文書の形式文書の形式文書の形式文書の形式
6.4章で記載されている使用可能な PJLコマンドと変数は、以下の表のよう
な形式で記述されています。

& 最初の項目では、表で記述している PJLコマンドまたは環境変数を表
します。

& 構文の項目では、そのコマンドと、そのコマンドに関連して必要な
（またはオプションの）引数の正しい入力方法が記載されます。特に
注釈がない場合は、この項目に記載されているテキストをすべて
PJLジョブの同じ行に入力する必要があります。詳しくは、「PJLコ
マンドの構文」の項を参照してください。

& 応答の構文では、問い合わせへの応答にプリンタが使用する構文が
記載されます。

& 説明の項目では、そのコマンドの機能を説明します。

& 備考欄には、そのコマンドや引数を使うときに役立つ追加情報、ヒ
ント、注意が記載されます。

コマンドコマンドコマンドコマンド
または変数または変数または変数または変数

コマンド名（または変数名）コマンド名（または変数名）コマンド名（または変数名）コマンド名（または変数名）

構文構文構文構文 コマンドの構文

応答の構文応答の構文応答の構文応答の構文 応答の構文

説明説明説明説明 コマンドの説明

備考備考備考備考 コマンドやその使用方法に関する注記
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PJLコマンドの構文コマンドの構文コマンドの構文コマンドの構文
PJLコマンドの構文を記述するときに使われる文字や記号は、以下の表のよ
うに規定されています。

制御文字の定義制御文字の定義制御文字の定義制御文字の定義
この表では、PJLコマンド構文で使われる制御文字を定義します。

[ ] そのコマンドとともに使用できるオプションの引数は、
この括弧で囲まれます。オプションの引数を使用する
ときは、この括弧を入力しないでください。

< > 制御文字がこの括弧で囲まれます。これらが構文内に
ある場合は、制御文字のみを入力してください（括弧
の文字＜＞は入力しないでください）。制御文字の定義
については、次項を参照してください。

| コマンド構文内のこの縦棒の記号は、複数のオプショ
ンのパラメータがあることを示します。

CAPS
（大文字）

完全な@PJLコマンドは大文字で記述されます。

制御文字制御文字制御文字制御文字 制御文字の説明制御文字の説明制御文字の説明制御文字の説明 16進コード進コード進コード進コード ASCII
コードコードコードコード

<CR> キャリッジリターン 0x0D 13

<ESC> エスケープ 0x1B 27

<FF> 用紙送り
（フォームフィード）

0x0C 12

<HT> 水平タブ 0x09 9

<LF> ラインフィード 0x0A 10

<SP> スペース 0x20 32

<UEL> ユニバーサル Exit言
語

0x1B 25 2D 31 32 33 34 35 58

<WS> 余白 0x09または 0x20 9, 32
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ユニバーサルユニバーサルユニバーサルユニバーサル Exit言語（言語（言語（言語（<UEL>）の使いかた）の使いかた）の使いかた）の使いかた
<UEL>カーネルコマンドは、PJLジョブの処理が必要になったこと、また
は処理が終了したことをプリンタへ知らせます。これにより、プリンタは
PJLコマンドと初期設定のプリント言語（例：PostScript）の切り替えを行
うことができます。以下の項目では、<UEL>コマンド使用時にしたがう必
要がある規則について説明します。

! PJLジョブを開始するとき、終了するときは、必ず <UEL>コマンドを使
用してください。このコマンドの構文は以下のようになります。

<ESC>%-12345X

! PJLジョブの開始時には、<UEL>コマンドのすぐ後に@PJLをつける必
要があります。<UEL>と@PJLの文字の間には、スペースや他の文字
を入力しないでください。例えば、以下のようになります。

<ESC>%-12345X@PJL

"# 上記の例のテキストに続けて、<CR><LF>を使用して、次の行から
別の PJLコマンドを開始することができます。また、この行の
@PJLを使用して別の PJLコマンドを開始することができます。

! PJLジョブの終了時には、<UEL>の後にテキストを置くことはできませ
ん。

その他の構文規則その他の構文規則その他の構文規則その他の構文規則
! 各 PJLコマンドの後には、その行を終了させるため、<LF>（ライン
フィード）制御文字を使用する必要があります。

"# この規則の唯一の例外は <UEL>コマンドで、<LF>制御文字は必
要ありません。

! <CR>制御文字はオプションですが、コマンドライン間に間隔が必要な
場合に便利です（PJLジョブでは空白行は使用できません）。オプショ
ンの <CR>は必ず行の終了に使われる <LF>の前に入れてください。

! @PJLと PJLコマンド名の間には、スペース（ASCII 32、16進数 0x20）
またはタブ（ASCII 9）が 1つ必要です。

! PJLコマンド名とコマンドの引数の間には、スペース（ASCII 32、16進
数 0x20）が 1つ必要です。
ユニバーサル Exit言語（<UEL>）
の使いかた
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変数と値変数と値変数と値変数と値
PJLコマンドの多くは、コマンドパラメータに値を割り当てるために変数を
使う必要があります。PJLコマンドでは、以下の規則にしたがう英数字の変
数を使用することができます。

英字英字英字英字
! すべての変数は、英字文字で始まる必要があります。

! 変数には、スペースを使用しないでください。

! 英字文字には、Roman-8の大文字（65～ 90の文字）を使用してくださ
い。

数字数字数字数字
! 変数を数字文字から始めないでください。

! 数値に 10進数を使用する場合は、小数点の前に 1つの数字を置く必要が
あり、その値には 1つの小数点のみ置くことができます。

! 数値には、コンマを使用しないでください。

! 数値には、Roman-8の数字 0～ 9（48～ 57の文字）を使用してください。

文字列文字列文字列文字列
! 変数では文字列を使用しませんが、値としては使用できます。

! 文字列は、以下の規則にしたがって英字と数字を組み合わせて使用でき
ます。

! 文字列は、ダブルコーテーションで囲む必要があります。

! コーテーションマークは、文字列の一部として使用できます。

! 制御文字を文字列の中に置くことはできません。

言語の設定言語の設定言語の設定言語の設定
プリンタに送られた PJLコマンドをプリンタが正しく解釈するために、
ジョブの処理に使用する言語をプリンタが認識するか、プリンタに伝える必
要があります。言語を切り替える方法は 3種類あります。

! 明示的な言語選択：明示的な言語選択：明示的な言語選択：明示的な言語選択：言語の切り替えを行うのに推奨の方法で、ENTER 
LANGUAFEコマンドを使用して、使用する言語をプリンタに通知しま
す。
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! 間接的な言語選択：間接的な言語選択：間接的な言語選択：間接的な言語選択：ENTER LANGUAGEコマンドが使われない場合は、
プリンタは初期設定の言語を使用します。この方法は、プリンタに送っ
たジョブの言語が初期設定の言語と同じ場合は、問題ありません。
PERSONALITY変数が AUTOに設定されているときに ENTER 
LANGUAGEコマンドを受信しない場合は、間接的な言語選択の代わり
に文脈による言語選択（次項で説明）が行われます。

! 文脈による言語選択：文脈による言語選択：文脈による言語選択：文脈による言語選択：受信するジョブの言語を自動的に選択するように
プリンタが設定されていて、ENTER LANGUAGEコマンドがジョブの言
語指定に使われない場合は、プリンタは受信したデータの一部を確認
し、そのサンプルデータの解釈に基づいて言語を選択します。
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6.3PJLコマンドのコマンドのコマンドのコマンドの
発行発行発行発行



はじめにはじめにはじめにはじめに
本書の以降の章では、PJLコマンドと、その変数や機能について説明しま
す。本章では、PJLコマンドのジョブをプリンタに送信したり、プリンタか
らの応答を受信したりする一般的な方法について説明します。

プリンタへのプリンタへのプリンタへのプリンタへの PJLコマンドの送信コマンドの送信コマンドの送信コマンドの送信
以下の 3種類の方法が、プリンタへ PJLコマンドを送信する方法として最
も一般的です。

! PJLコマンドを含むASCIIファイルを作成し、そのファイルをプリンタへ
コピーする方法。プリンタへ設定変更の情報を送り、プリンタからの応
答が不要な場合に、この方法を使用してください。

"# お使いのコンピュータが起動するたびに ASCIIファイルをプリン
タへコピーするように、お使いのコンピュータの
「Autoexec.bat」ファイルを変更することもできます。

! アプリケーション開発時にアプリケーション内に PJLコマンドを組み込
む方法。この方法では、プリンタとやりとりを行うアプリケーションの
機能のカスタマイズを行うために、アプリケーションの開発者が PJLコ
マンドやプリンタの応答ステータスを利用することができます。

"# アプリケーション開発には広範囲にわたる情報が必要なため、本
書ではこの方法の詳細は記載していません。

! プリンタへの情報送信とプリンタからの情報の受信に必要な双方向通信
に対応しているユーティリティソフトを使用する方法。

プリンタへのプリンタへのプリンタへのプリンタへの ASCIIファイルのコピーファイルのコピーファイルのコピーファイルのコピー
ここでは、PJLコマンドを含む ASCIIファイルを作成して、Windows OS
が動作しているコンピュータからプリンタへファイルを送信する方法の 1
つを説明します。

1［スタート］ボタンをクリックし、「ファイル名を指定して実行」を選択
します。

2「edit」と入力し、［OK］をクリックします。
MS-DOSエディタが開きます。

3 作成した新しいファイルの最初の行に、以下のように入力します。

<ESC>%-12345X@PJL

<ESC>文字を入力するには、［CTRL］キーを押したまま［P］キーを押
してから［Esc］キーを押してください。
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4 次の行に、プリンタに送信したい PJLコマンドを入力します。サポート
されている PJLコマンドについての情報は、本書の以降の章を参照して
ください。

5 ファイルの最後の行に、以下のように入力します。

<ESC>%-12345X

6 このファイルを保存します。

7 DOSの「copy/b」コマンドを使用して、保存したファイルをプリンタに
コピーします。

アプリケーション内へのアプリケーション内へのアプリケーション内へのアプリケーション内への PJLコマンドの組み込みコマンドの組み込みコマンドの組み込みコマンドの組み込み
開発しているアプリケーション内に PJLコマンドを組み込むと、ほとんど
のプリンタの設定をコントロールでき、他のアプリケーションを使わなくて
もプリンタ情報を取得することができます。詳しくは、Hewlett-Packard社
の「Printer Job Language Technical Reference Manual」を参照してくださ
い。 

ユーティリティソフトを使う場合ユーティリティソフトを使う場合ユーティリティソフトを使う場合ユーティリティソフトを使う場合
ユーティリティソフトの中には、PJLコマンドの送信とステータスの応答の
受信など、プリンタとの通信が可能なものがあります。お使いのユーティリ
ティソフトによっては、PJLコマンドを直接入力せずに、ユーティリティに
組み込まれているツールを使って、1つまたは複数の機能を実行することが
できます。

例：ステータスモニタ例：ステータスモニタ例：ステータスモニタ例：ステータスモニタ
このユーティリティはプリンタに付属の CD-ROM内にあり、PJL応答コマ
ンドを使用してプリンタの現在の状態のモニタ、表示を行います。このユー
ティリティには他にも追加機能がありますが、アプリケーション内で実際に
PJLコマンドを使用した分かりやすい例の一つです。
プリンタへの PJLコマンドの送
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6.4PJLコマンドコマンドコマンドコマンド



はじめにはじめにはじめにはじめに
本章では、magicolor 7300でサポートされている PJLコマンドについて説
明します。最初に PJLコマンドについて説明し、次に環境変数の定義につ
いて説明します。

次項からのコマンドと変数のリストは、名前のアルファベット順に記載しま
す。

コマンドコマンドコマンドコマンド

コマンドコマンドコマンドコマンド DEFAULT

構文構文構文構文 @PJL DEFAULT [LPARM : personality | IPARM : 
port] variable = value [<CR>]<LF>

説明説明説明説明 プリンタの User Default設定を変更するときに使用します。
DEFAULTは、プリンタパラメータの User Default設定値を
設定する環境変数とともに使用します。magicolor 7300で使
用可能な変数のリストについては、「環境変数」（p.301）を
参照してください。

備考備考備考備考 User Default設定は、プリンタの操作パネルからも設定でき
ます。DEFAULTコマンドを使用しても、プリンタの Factory 
Default設定に影響は与えません。

RESETコマンドが実行されるまでは、初期設定の変更は反
映されません。詳しくは、p.299の RESETコマンドを参照
してください。
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コマンドコマンドコマンドコマンド ENTER

構文構文構文構文 @PJL ENTER LANGUAGE = personality 
[<CR>]<LF>

説明説明説明説明 このカーネルコマンドは、プリンタの言語を現在のプリント
ジョブで使われている言語に設定するときに使用します。

personalityの部分は、Lineprinter、PCL、PostScriptのよう
なプリントジョブの言語になります。

備考備考備考備考 ENTERコマンドラインの <LF>制御コードのすぐ後には、
personalityで指定した、現在のプリントジョブを処理するた
めの言語が入力されるとみなされます。プリンタは、別の
ENTERコマンドか <UEL>コマンドが送信されるまでは、
ここで設定された言語でジョブの処理を続けます。

personality変数が「AUTO」に設定されているときに、
ENTERコマンドを受信しない場合は、プリンタは初期設定
の言語を使用するか、受信したデータの形式に最適な言語を
使用します。言語が判明している場合は、ENTERコマンド
を使用して適切な言語を設定することをお薦めします。

コマンドコマンドコマンドコマンド EOJ

構文構文構文構文 @PJL EOJ [NAME = "job name"] [<CR>]<LF>

説明説明説明説明 現在のプリントジョブの終端を示します。JOBコマンドで
プリントジョブ名のオプションを使用していた場合は、オプ
ションの NAME変数を使用してください。

備考備考備考備考 このコマンドは、JOBコマンドと合わせて使用しなければな
りません。JOBコマンドまたは EOJコマンドを単独で使用
しないでください。
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コマンドコマンドコマンドコマンド FILE

構文構文構文構文 @PJL FILE [DRIVE = "number"] [NAME = "file 
name"] [PASSWORD = "string"][<CR>]<LF>

説明説明説明説明 PCLファイルまたは PostScriptファイルの印刷を行います。

備考備考備考備考 「構文」欄に記載されているオプションパラメータの範囲と
初期設定は、以下のとおりです。

DRIVE

範囲： 0～ 3
初期設定： 0

PASSWORD

範囲： ASCII 33～ 255,<SP>,<HT>
初期設定： なし

NAME

範囲： ASCII 33～ 255,<SP>,<HT> （最大 80文字）
初期設定： なし

コマンドコマンドコマンドコマンド INITIALIZE

構文構文構文構文 @PJL INITIALIZE [<CR>]<LF> 

説明説明説明説明 PJL変数を Factory Default設定にリセットするときに使用し
ます。

備考備考備考備考 PJL変数を User Default設定値にリセットするときは、
INITIALIZEコマンドではなく DEFAULTコマンドを使用して
ください。
コマンド296



コマンドコマンドコマンドコマンド JOB

構文構文構文構文 @PJL JOB [NAME = "job name"][START = first 
page][END = last page][PASSWORD = 
number][<CR>]<LF> 

説明説明説明説明 JOBコマンドは、プリンタに新しい PJLジョブの開始を示
します。複数の PJLジョブが 1つのジョブとして処理され
ないように PJLジョブを識別させるために、このコマンド
は必ず EOJコマンドとともに使用してください。

備考備考備考備考 「構文」欄に記載されているオプションパラメータの範囲と
初期設定は、以下のとおりです。

NAME 

範囲： ASCII 33～ 255,<SP>,<HT>（最大 80文字）
初期設定： なし

START

範囲： 1～ 2,147,483,647
初期設定： 1

END 

範囲： 1～ 2,147,483,647
初期設定： All

PASSWORD 

範囲： 0～ 65,535
初期設定： 0

これらのパラメータの使用はオプションです。
必ず EOJコマンドとともに JOBコマンドを使用してくださ
い。

コマンドコマンドコマンドコマンド PJL

構文構文構文構文 @PJL 

説明説明説明説明 以降のコマンドラインを解釈するのに PJL構文解析ツール
を使用するようにプリンタに伝えます。

備考備考備考備考 このコマンドは、必ず <UEL>コマンドのすぐ後に使用して
ください（これらの 2つのコマンド間にスペースを入れない
でください）。
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コマンドコマンドコマンドコマンド SET

構文構文構文構文 @PJL SET [LPARM : Personality | IPARM : 
port] variable = value [<CR>]<LF>

説明説明説明説明 コマンド設定を User Default設定に設定するときに使用しま
す。

備考備考備考備考 SETコマンドと RESETコマンドは、現在のジョブに対して
のみ適用されます。

コマンドコマンドコマンドコマンド SET

構文構文構文構文 @PJL SET [parameter][value][<CR>]<LF>

説明説明説明説明 アカウント情報を設定します。

備考備考備考備考 「構文」欄に記載されているオプションパラメータの機能と
範囲は、以下のとおりです。

CHARGENUMBER

機能： アカウント処理時のそのジョブの課金番号を
設定します。

範囲： "文字列 "（最大 8文字）

HOST

機能： アカウント処理時のそのジョブのホスト名を
設定します。

範囲： "文字列 "（最大 16文字）

USERNAME

機能： ユーザ名を指定します。
範囲： "文字列 "（最大 64文字）

NOTIFY

機能： 電子メール通知の処理を行うジョブ内の位置を
設定します。

範囲： "JOBEND"

EMAILADDRESS

機能： 電子メールアドレスを設定します。
範囲： "文字列 "（最大 128文字）
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コマンドコマンドコマンドコマンド RESET

構文構文構文構文 @PJL RESET [<CR>]<LF>

説明説明説明説明 コマンド設定を User Default設定にリセットするときに使用
します。

備考備考備考備考 SETコマンドと RESETコマンドは、現在のジョブに対して
のみ適用されます。

コマンドコマンドコマンドコマンド TEST

構文構文構文構文 @PJL TEST [PRINT = "number"][<CR>]<LF>

説明説明説明説明 テストファイルの印刷を行います。

備考備考備考備考 「構文」欄に記載されているオプションパラメータの範囲は、
以下のとおりです。

PRINT 

範囲： 0（トウケイ ページ）
1（セッテイ リスト）
2（フォント リスト）
3（デモ ページ）
4（レジストレーション）
5（メニュー マップ）
6（HDDディレクトリ リスト）

コマンドコマンドコマンドコマンド UEL

構文構文構文構文 <ESC>%-12345X

説明説明説明説明 ユニバーサル Exit言語（UEL）は、現在のプリンタ言語を終
了して PJL言語の使用を開始することをプリンタに伝えま
す。

備考備考備考備考 詳しくは、6.2章「ユニバーサル Exit言語（<UEL>）の使い
かた」を参照してください。
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コマンドコマンドコマンドコマンド UPDATE

構文構文構文構文 @PJL UPDATE [KIND = "number"][ADRS = 
"hex-string"][LEN = "hex-string"][SUM = 
"hex-string"][ADRS2 = "hex-string"][LEN2 = 
"hex-string"][SUM2 = "hex-string"] 
[<CR>]<LF> <Firmware Data>

説明説明説明説明 プリンタのファームウェアをアップデートします。

備考備考備考備考 「構文」欄に記載されているオプションパラメータの範囲と
初期設定は、以下のとおりです。

KIND 

範囲： 1（機構制御のファームウェア）、
2（ブートファームウェア）、
3（コントローラのファームウェア）

初期設定： なし

ADRS（（（（KIND = 2の場合のみ必要）の場合のみ必要）の場合のみ必要）の場合のみ必要）

範囲： なし（最大 8文字）
初期設定： なし

LEN

範囲： なし（最大 8文字）
初期設定： なし

SUM

範囲： なし（最大 8文字）
初期設定： なし

ADRS2（（（（KIND = 2の場合のみ必要）の場合のみ必要）の場合のみ必要）の場合のみ必要）

範囲： なし（最大 8文字）
初期設定： なし

LEN2（（（（KIND = 2の場合のみ必要）の場合のみ必要）の場合のみ必要）の場合のみ必要）

範囲： なし（最大 8文字）
初期設定： なし

SUM2（（（（KIND = 2の場合のみ必要）の場合のみ必要）の場合のみ必要）の場合のみ必要）

範囲： なし（最大 8文字）
初期設定： なし

<ファームウェアデータファームウェアデータファームウェアデータファームウェアデータ >

範囲： ファームウェアデータ
初期設定： なし
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環境変数環境変数環境変数環境変数
環境変数は他の PJLコマンドとともに使用して、プリンタの設定をコント
ロールしたり、プリンタからの特定の情報を取得したりすることができま
す。 magicolor 7300でサポートされている PJLコマンドの説明は、前項を
参照してください。

プリンタの環境パラメータの変更プリンタの環境パラメータの変更プリンタの環境パラメータの変更プリンタの環境パラメータの変更
印刷環境は、現在のプリンタの設定として定義されます。環境変数は、その
印刷環境でプリンタのパラメータを設定するときに使用します。PJLコマン
ド使用時の印刷環境には、以下の 4種類があります。

! Modified：ENTER LANGUAGEコマンドがプリンタに送信され、プリン
タ言語が変更されたときに、この環境になります。

! PJL：この環境には、現在のジョブの PJLコマンドラインで送られたパ
ラメータによって行われた設定変更も含まれます。

! User Default：1つ以上の Factory Default設定が変更され、プリンタの初
期設定として保存されたときに、User Default設定となります。これら
の変更と保存は、プリンタの操作パネルから行うことができます。ま
た、プリンタ管理ユーティリティソフト（PageScope Lightなど）や
DEFAULTコマンドを使用して設定の変更と保存を行うこともできます。
User Default設定の環境を設定すると、主にネットワーク上の多くの
ユーザにとって、何度も変更を繰り返す必要がなくなるという利点があ
ります。

! Factory Default：プリンタのメーカーで設定された初期設定の環境です。
Factory Default設定は変更されることはありません。INITIALIZEコマン
ドを使用していつでもこの設定を適用することができます。

以降のページでは、magicolor 7300でサポートされている環境変数の説明
を行います。環境変数について、また magicolor 7300でサポートされてい
ない PJL変数について詳しくは、Hewlett-Packard社の「Printer Job 
Language Technical Reference Manual」を参照してください。

 

変数変数変数変数 AUTOCONT

選択項目／選択項目／選択項目／選択項目／
範囲範囲範囲範囲

OFF
ON

説明説明説明説明 自動継続の設定を行います。



 

 

 

変数変数変数変数 BINDING

選択項目／選択項目／選択項目／選択項目／
範囲範囲範囲範囲

LONGEDGE
SHORTEDGE

説明説明説明説明 両面印刷が可能なときに両面印刷の設定を行います。
DUPLEX変数とともに使用してください。

変数変数変数変数 COPIES

選択項目／選択項目／選択項目／選択項目／
範囲範囲範囲範囲

1-999

説明説明説明説明 印刷する部数を設定します（丁合なし）。丁合機能を使用す
るときは、QTY変数を使用してください。

変数変数変数変数 DUPLEX

選択項目／選択項目／選択項目／選択項目／
範囲範囲範囲範囲

OFF
ON

説明説明説明説明 両面印刷が可能なときに両面印刷の設定を行います。ONに
設定すると、両面印刷が可能になります。BINDING変数と
ともに使用してください。

変数変数変数変数 MEDIASOURCE

選択項目／選択項目／選択項目／選択項目／
範囲範囲範囲範囲

TRAY1
TRAY2
TRAY3
TRAY4
MANUALFEED

説明説明説明説明 現在のジョブで使用する給紙トレイを選択します。
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変数変数変数変数 MEDIATYPE

選択項目／選択項目／選択項目／選択項目／
範囲範囲範囲範囲

LABEL
PAPER
THICKSTOCK
TRANSPARENCY

説明説明説明説明 現在のジョブで使用する用紙種類の初期設定を選択します。

変数変数変数変数 NUP

選択項目／選択項目／選択項目／選択項目／
範囲範囲範囲範囲

1
2
4
6
9
16

説明説明説明説明 1枚の用紙に印刷するページ数を設定します。

変数変数変数変数 OUTPUT

選択項目／選択項目／選択項目／選択項目／
範囲範囲範囲範囲

UPPER

説明説明説明説明 排紙トレイの初期設定を設定します。
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変数変数変数変数 PAPER

選択項目／選択項目／選択項目／選択項目／
範囲範囲範囲範囲

A3
A4
A5
B4
B5
B5JIS
B5ISO
C5
C6
CHOKEI3 (CHOU #3)
CHOKEI4 (CHOU #4)
COM10
CUSTOM
DL
EXECUTIVE
FOLIO
GOVLEGAL
GOVTLETTER
JPOST
KAI 8 (CHINESE8K)
KAI 16 (CHINESE16K)
KAI 32 (CHINESE32K)
LEGAL
LETTER
MONARCH
OVERSIZED
SPFOLIO
STATEMENT
8 x 10
11 x 17
12 x 18

説明説明説明説明 用紙サイズを設定します。
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変数変数変数変数 PERSONALITY

選択項目／選択項目／選択項目／選択項目／
範囲範囲範囲範囲

AUTO
HEXDUMP
PCL
PCLXL
PDF
POSTSCRIPT
LINEPRINTER

説明説明説明説明 間接的な切り替えを行う言語を指定します。間接的な切り替
えは、@PJL ENTERコマンドを使用せずに現在の言語を変
更します。

"#「AUTO」を選択すると、プリンタはジョブ内の文脈を
手がかりにどの言語かを判断します。

変数変数変数変数 QTY

選択項目／選択項目／選択項目／選択項目／
範囲範囲範囲範囲

1-999

説明説明説明説明 現在のジョブの丁合する部数を指定します。丁合機能を使用
しないときは、COPY変数を使用してください。

変数変数変数変数 RESOLUTION

選択項目／選択項目／選択項目／選択項目／
範囲範囲範囲範囲

600 x 600（6× 6× 1 標準）
9600 x 600（6× 6× 4 高解像度）

説明説明説明説明 現在のジョブに対して印刷解像度を dpi（1インチあたりの
ドット数）で設定します。
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変数変数変数変数 TIMEOUT

選択項目／選択項目／選択項目／選択項目／
範囲範囲範囲範囲

0-999（秒）

説明説明説明説明 現在のプリントジョブのデータを受信するのに待機するタイ
ムアウト時間を設定します。待機時間がここで設定した値を
超えると、ジョブは終了し、プリンタは別のジョブを受信す
る準備ができます。
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6.5ステータスコードステータスコードステータスコードステータスコード



はじめにはじめにはじめにはじめに
本章では、プリンタに@PJL INFO STATUSコマンドと USTATUSコマン
ドを送信したときに返ってくるステータスコードについて説明します。

ステータスコードステータスコードステータスコードステータスコード

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 操作パネルのメッセージ操作パネルのメッセージ操作パネルのメッセージ操作パネルのメッセージ ステータスコードステータスコードステータスコードステータスコード

標準 ｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝﾁｭｳ 10031

ｼﾞｮﾌﾞ ｷｬﾝｾﾙﾁｭｳ 10007

EXECUTING 10023

ﾋｰﾀｰ ｵﾌ 40000

ｼｮﾘﾁｭｳ 10023

ﾚﾃﾞｨ 10001

ﾋｰﾀｰ ｾｰﾌﾞ 35078

UPDATING なし

ｼﾞｭｼﾝﾏﾁ なし

ｳｫｰﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟ 10003

警告 ｾｯﾄｼﾃｸﾀﾞｻｲ ﾃｻｼ 40026

ｾｯﾄｼﾃｸﾀﾞｻｲ ﾄﾚｲ 40026

ｾｯﾄｼﾃｸﾀﾞｻｲ Y 40026

ｼﾞｯｺｳ ｼﾏｽｶ ? なし

ｶﾊﾞｰ ｵｰﾌﾟﾝ
Y ｶｸﾆﾝ

40021

ﾃｲﾁｬｸｷ ｺｳｶﾝｼﾞｷ 40050

ﾃｲﾁｬｸｷ ﾐﾂｶﾘﾏｾﾝ
ﾕﾆｯﾄ ｶｸﾆﾝ

40050

ﾃｻｼ ｶｸﾆﾝ
ﾖｳｼ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ

40119

ﾖｳｼ ﾅｼ
X ﾎｷｭｳ

41xxx

ｶﾐﾂﾞﾏﾘ
ﾘｮｳﾒﾝ 1

40093
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警告（続き） ｶﾐﾂﾞﾏﾘ
ﾘｮｳﾒﾝ 2

40022

ｶﾐﾂﾞﾏﾘ
ﾃｲﾁｬｸ / ﾊｲｼｭﾂｴﾘｱ

40022

ｶﾐﾂﾞﾏﾘ
ﾃｻｼ ﾄﾚｲ

40022

ｶﾐﾂﾞﾏﾘ
2 ｼﾞﾃﾝｼｬ

40022

ｶﾐﾂﾞﾏﾘ
ﾄﾚｲ 1

40022

ｶﾐﾂﾞﾏﾘ
ﾄﾚｲ 2

40022

ｶﾐﾂﾞﾏﾘ
ﾄﾚｲ 3

40022

ｶﾐﾂﾞﾏﾘ
ﾄﾚｲ 4

40022

ｶﾐﾂﾞﾏﾘ
ﾀﾃﾊﾝｿｳ

40022

ｶﾐﾂﾞﾏﾘ
Y

40022

ﾖｳｼｻｲｽﾞ ｶｸﾆﾝ
Y ﾎｷｭｳ

40096, 40146

ﾖｳｼｻｲｽﾞ ｶｸﾆﾝ 40096, 40146

ﾒﾓﾘ ﾌﾙ
ｷｬﾝｾﾙ ｦ ｵｼﾃｸﾀﾞｻｲ

なし

ﾃｻｼ ｶﾞ ﾐﾂｶﾘﾏｾﾝ 40026

ﾃｻｼ ｶﾞ ﾐﾂｶﾘﾏｾﾝ
ﾕﾆｯﾄ ｶｸﾆﾝ

40026

n ｶﾞ ﾐﾂｶﾘﾏｾﾝ 40026

ﾊｲｼﾄﾚｲ ﾌﾙ
ﾖｳｼ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ

なし

P-UNIT ｼﾞｭﾐｮｳ
KCMY ｺｳｶﾝ

40038

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 操作パネルのメッセージ操作パネルのメッセージ操作パネルのメッセージ操作パネルのメッセージ ステータスコードステータスコードステータスコードステータスコード
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警告（続き） P-UNIT ｴﾗｰ
KCMY ｺｳｶﾝ

40038

P-UNIT ｹﾝｼｭﾂ 40038

P-UNIT ｺｳｶﾝ KCMY 40038

P-UNIT ｶﾞ ﾐﾂｶﾘﾏｾﾝ
KCMY ｶｸﾆﾝ

40038

ﾄﾅｰ ｶﾞ ｱﾘﾏｾﾝ
KCMY ｺｳｶﾝ

40038

ﾄﾅｰ ｼｮｳﾘｮｳ KCMY 40038

ﾃﾝｼｬﾍﾞﾙﾄ ｺｳｶﾝｼﾞｷ 40131

ﾄﾚｲ X ﾖｳｼ ﾅｼ 41xxx

ﾖｺｸ ﾊｲﾄﾅｰﾎﾞﾄﾙ ﾌﾙ 40141

ﾊｲﾄﾅｰﾎﾞﾄﾙ ｴﾗｰ
ﾎﾞｯｸｽ ｺｳｶﾝ

40141

ﾊｲﾄﾅｰﾎﾞﾄﾙ ﾌﾙ
ﾎﾞｯｸｽ ｺｳｶﾝ

40141

Y ﾖｳｼ ﾅｼ
X ﾎｷｭｳ

41xxx

サービス
コール

ｻｰﾋﾞｽｺｰﾙ
N  X

50xxx

カテゴリーカテゴリーカテゴリーカテゴリー 操作パネルのメッセージ操作パネルのメッセージ操作パネルのメッセージ操作パネルのメッセージ ステータスコードステータスコードステータスコードステータスコード
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6.6DOC対応表対応表対応表対応表



はじめにはじめにはじめにはじめに
本章は、DOCコマンドから PJLコマンドに移行するユーザのための内容で
す。一般的な DOCコマンドとそれに最も近い対応する PJLコマンドのリス
トを記載しています。PJLコマンドについては、6.4章「PJLコマンド」を
参照してください。

DOC/PJLコマンド対応表コマンド対応表コマンド対応表コマンド対応表
"# すべての DOCコマンドに、対応する PJLコマンドがあるわけではあ

りません。また、すべての PJLコマンドが magicolor 7300でサポー
トされているわけではありません。対応する PJLコマンドがない場
合は、PJLコマンドの欄に「非対応」と記載されます。カスタム
PJLコマンドが DOCコマンドと同等のコマンド用に開発された場合
は、PJLコマンドの欄に「Custom」と記載されます。対応する PJL
コマンドがあってもmagicolor 7300でサポートされていない場合は、
magicolor 7300の欄に「非対応」と記載されます。

"# 特に注釈がない場合は、すべての PJLコマンドラインを「@PJL」か
ら始めてください。（例：@PJL SET CHARGENUMBER）
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ヘッダ／トレーラページのコマンドヘッダ／トレーラページのコマンドヘッダ／トレーラページのコマンドヘッダ／トレーラページのコマンド

DOC PJL magicolor 7300

%%IncludeFeature:header 非対応

%%IncludeFeature:trailer 非対応

ヘッダ／トレーラ情報のコマンドヘッダ／トレーラ情報のコマンドヘッダ／トレーラ情報のコマンドヘッダ／トレーラ情報のコマンド

DOC PJL magicolor 7300

%%Charge Number SET CHARGENUMBER 対応

%%Creator 非対応

%%CreationDate 非対応

%%Date 非対応

%%For SET USERNAME 対応

%%Host SET HOST 対応

%%Title JOB NAME 対応

%%Version 非対応

文書管理コマンド文書管理コマンド文書管理コマンド文書管理コマンド

DOC PJL magicolor 7300

%%IncludeFeature @PJL 各コマンドラインに@PJL 
を使用してください。

%%Pages 非対応

%%EndComments 非対応

%%EndOfDocument EOJ 対応

<ESC>%-12345X <ESC>%-12345X 対応

%%Sessions JOB 対応

%%Notify SET NOTIFY=JOBEND

SET EMAILADDRESS

対応

文書書式コマンド文書書式コマンド文書書式コマンド文書書式コマンド

DOC PJL magicolor 7300

%%IncludeFeature:binding SET BINDING 対応

%%IncludeFeature:booklet 非対応

%%IncludeFeature:collate SET QTY 対応
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%%IncludeFeature:colormodel 非対応

%%IncludeFeature:copies SET COPIES 対応

%%IncludeFeature:duplex SET DUPLEX 対応

%%IncludeFeature:emulation ENTER LANGUAGE 対応

%%IncludeFeature:input SET MEDIASOURCE 対応

%%IncludeFeature:mediatype SET MEDIATYPE 対応

%%IncludeFeature:newlayout JOB 対応

%%IncludeFeature:offset 非対応

%%IncludeFeature:orientation 非対応

%%IncludeFeature:output SET OUTPUT 対応

%%IncludeFeature:pagegrid SET NUP 対応

%%IncludeFeature:pageoffsets 非対応

%%IncludeFeature:
pageorientation

非対応

%%IncludeFeature:pagerange JOB START=# END=# 対応

%%IncludeFeature:pagescaling 非対応

%%IncludeFeature:pagesize SET PAPER 対応

%%IncludeFeature:quality 非対応

%%IncludeFeature:resolution SET RESOLUTION 対応

%%IncludeFeature:staple 非対応

HP PCLコマンドコマンドコマンドコマンド

DOC PJL magicolor 7300

%%IncludeFeature:criscrlf 非対応

%%IncludeFeature:font 非対応

%%IncludeFeature:install 非対応（ダウンロード
マネージャーを使用し
てください）

%%IncludeFeature:lfiscrlf 非対応

%%IncludeFeature:pointsize 非対応

%%IncludeFeature:remove 非対応（ダウンロード
マネージャーを使用し
てください）

%%IncludeFeature:symbolset 非対応

文書書式コマンド文書書式コマンド文書書式コマンド文書書式コマンド

DOC PJL magicolor 7300
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ラインプリンタコマンドラインプリンタコマンドラインプリンタコマンドラインプリンタコマンド

DOC PJL magicolor 7300

%%IncludeFeature:autowrap 非対応

%%IncludeFeature:criscrlf 非対応

%%IncludeFeature:ffiscrlf 非対応

%%IncludeFeature:font 非対応
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%%IncludeFeature:tabs 非対応

CALSコマンドコマンドコマンドコマンド

DOC PJL magicolor 7300

%%IncludeFeature:autorotation 非対応

%%IncludeFeature:autorotation 非対応

%%IncludeFeature:autoscaling 非対応

TIFFコマンドコマンドコマンドコマンド

DOC PJL magicolor 7300

%%IncludeFeature:autoscaling 非対応

%%IncludeFeature:sheetsel 非対応

%%IncludeFeature:tag 非対応
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