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取扱説明書

FUJITSU PERSONAL COMPUTER PRINTER

ページプリンタ



製品を安全に使用していただくために製品を安全に使用していただくために製品を安全に使用していただくために製品を安全に使用していただくために製品を安全に使用していただくために

●本書の取り扱いについて

本書には、お買い上げいただいた製品を安全に正しく使用するための重要なこ
とがらが記載されています。製品を使用する前に本書をよくお読みください。
特に、本書に記載されている「安全上のご注意」は必ずお読みいただき、内容
をよく理解したうえで製品を使用してください。
本書は、お読みになった後も製品の使用中いつでも参照できるように、大切に
保管してください。富士通は、お客様の生命、身体や財産に被害を及ぼすこと
なく安全に使っていただくために細心の注意を払っています。当製品を使用す
る際は、本書の説明に従ってください。

Microsoft、Windows、MS-DOS、Windows NTは、米国Microsoft
Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
Netscape、Netscape Navigatorは、米国Netscape Communications
Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
ESC/P、ESC/Pageは、セイコーエプソン(株)の登録商標です。
VP-1000、LP-8000Sは、セイコーエプソン(株)の商標です。
PC-9800シリーズ、PC-9801シリーズ、PC-9821シリーズは、日本電気(株)
の商標です。
IBM PS/55シリーズ、PS/Vシリーズは、米国International Business
Machines Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
IntranetWare、NetWareは、米国ノベル社の登録商標です。
AdobeおよびAcrobatは、アドビシステムズ社の商標です。
True Type フォントは、米国アップルコンピュータ社の登録商標もしくは商
標です。
その他の製品名、会社名は各社の登録商標または商標です。

All Rights Reserved, Copyright  富士通株式会社 2001
画面の使用に際して米国Microsoft Corporationの許諾を得ています。



●ＶＣＣＩ適合基準について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づ
くクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的と
していますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用される
と、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

●電源の瞬時低下について

この装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあ
ります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用され
ることをお薦めします。

（社団法人日本電子工業振興協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示）

●電源高調波について

この装置は、高調波抑制対策ガイドラインに適合しております。

●国際エネルギースタープログラムについて

この装置は、国際エネルギースタープログラムの基準に適合
しております。
国際エネルギースタープログラムはコンピュータをはじめと
したオフィス機器の省エネルギー化促進のための国際的なプ
ログラムです。このプログラムはエネルギー消費を効率的に
抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的と
したもので、事業者の自主判断により参加することができる
任意制度となっています。
対象となる製品はコンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、
ファクシミリおよび複写機等のオフィス機器で、それぞれの
基準ならびにマーク（ロゴ）は参加各国の間で統一されてい
ます。



●本製品のハイセイフティ用途での使用について
本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用などの一般的用途を想定したも
のであり、ハイセイフティ用途での使用を想定して設計・製造されたものでは
ありません。
お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すこと
なく、本製品を使用しないでください。
ハイセイフティ用途とは、以下の例のような、極めて高度な安全性が要求さ
れ、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険
性を伴う用途をいいます。
・原子力核制御、航空機飛行制御、航空交通管制、大量輸送運行制御、生命維
持、兵器発射制御など

●リサイクル部品の使用について

地球環境への配慮から本製品には一部リサイクル部品を使用しています。
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はじめにはじめにはじめにはじめにはじめに
このたびは、弊社のページプリンタXL-5730/5330をお買い求めいただきまし
て、誠にありがとうございます。
XL-5730は最大21ページ／分、XL-5330は最大14ページ／分（ともにA4サイズ
横送り）の高速印刷が可能なページプリンタです。
本書では、プリンタの設置や取り扱いに関することがらと、プリンタドライバ
などのソフトウェアに関することがらについて説明しています。
本書にしたがって正しい取り扱いをし、本プリンタを有効にご利用ください。

2001年1月

本文中の略語について本文中の略語について本文中の略語について本文中の略語について本文中の略語について
各製品を以下のように略記しています。
・Microsoft  Windows  2000 Professional、Microsoft  Windows  2000
Server → Windows 2000

・ Microsoft  Windows NT  Workstation Version 4.0、Microsoft
Windows NT  Server Version 4.0 → Windows NT4.0

・ Microsoft  Windows  Millennium Edition → Windows Me
・ Microsoft  Windows  98 → Windows 98
・ Microsoft  Windows  95 → Windows 95
・ Microsoft  Internet Explorer → Internet Explorer
・ Netscape  Communicator → Netscape
・ Adobe  Acrobat  Reader → Acrobat Reader

●警告表示マークについて
本書では、製品を安全にかつ正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加え
られる恐れのある危害や損害を未然に防止するために、次のような表示をして
います。

警告� 注意�
この表示を無視して誤った取り扱いを この表示を無視して誤った取り扱いを
すると、人が死亡または重傷を負う可 すると、人が損害を負う可能性が想定
能性が想定される内容を示してます。 される内容、および物的損害のみが想

定される内容を示しています。

絵記号の例とその意味
△で示した記号は、警告、注意を促す事項であることを告げるもので
す。記号の中には、具体的な警告内容を表す絵（左図の場合は感電注
意）が描かれています。

○�で示した記号は、してはいけない行為（禁止行為）であることを告
げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容（左図の場
合は分解禁止）が描かれています。

●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるもの
です。記号の中には、具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグを
コンセントから抜いてください）が描かれています。
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安全上のご注意安全上のご注意安全上のご注意安全上のご注意安全上のご注意
◆プリンタ設置および移動時のご注意

警告�
プリンタの上に「花びん、植木鉢、コップ」などの水の入った容器、金属物プリンタの上に「花びん、植木鉢、コップ」などの水の入った容器、金属物プリンタの上に「花びん、植木鉢、コップ」などの水の入った容器、金属物プリンタの上に「花びん、植木鉢、コップ」などの水の入った容器、金属物プリンタの上に「花びん、植木鉢、コップ」などの水の入った容器、金属物
を置かないでください。を置かないでください。を置かないでください。を置かないでください。を置かないでください。
感電・火災の原因となります。

湿気・ほこり・油煙の多い場所、通気性の悪い場所、火気のある場所に置か湿気・ほこり・油煙の多い場所、通気性の悪い場所、火気のある場所に置か湿気・ほこり・油煙の多い場所、通気性の悪い場所、火気のある場所に置か湿気・ほこり・油煙の多い場所、通気性の悪い場所、火気のある場所に置か湿気・ほこり・油煙の多い場所、通気性の悪い場所、火気のある場所に置か
ないでください。ないでください。ないでください。ないでください。ないでください。
感電・火災の原因となります。

電源プラグは、交流電源プラグは、交流電源プラグは、交流電源プラグは、交流電源プラグは、交流100V100V100V100V100V、、、、、15A15A15A15A15A専用コンセント以外には差し込まないでくだ専用コンセント以外には差し込まないでくだ専用コンセント以外には差し込まないでくだ専用コンセント以外には差し込まないでくだ専用コンセント以外には差し込まないでくだ
さい。たこ足配線をしないでください。さい。たこ足配線をしないでください。さい。たこ足配線をしないでください。さい。たこ足配線をしないでください。さい。たこ足配線をしないでください。
感電・火災の原因となります。本機定格電源は100V、10Aとなっています。

添付の電源コード以外は使用しないでください。添付の電源コード以外は使用しないでください。添付の電源コード以外は使用しないでください。添付の電源コード以外は使用しないでください。添付の電源コード以外は使用しないでください。
感電・火災の原因となります。

プリンタや他の機器の電源コードの上にプリンタをのせないでください。プリンタや他の機器の電源コードの上にプリンタをのせないでください。プリンタや他の機器の電源コードの上にプリンタをのせないでください。プリンタや他の機器の電源コードの上にプリンタをのせないでください。プリンタや他の機器の電源コードの上にプリンタをのせないでください。
電源コードが傷つき、感電・火災・故障の原因となります。

ストーブやヒーターなどの発熱器具に近い場所、アルコール、シンナー、ガストーブやヒーターなどの発熱器具に近い場所、アルコール、シンナー、ガストーブやヒーターなどの発熱器具に近い場所、アルコール、シンナー、ガストーブやヒーターなどの発熱器具に近い場所、アルコール、シンナー、ガストーブやヒーターなどの発熱器具に近い場所、アルコール、シンナー、ガ
ソリンなど揮発性可燃物やカーテンなどの燃えやすいものの近くにはプリンソリンなど揮発性可燃物やカーテンなどの燃えやすいものの近くにはプリンソリンなど揮発性可燃物やカーテンなどの燃えやすいものの近くにはプリンソリンなど揮発性可燃物やカーテンなどの燃えやすいものの近くにはプリンソリンなど揮発性可燃物やカーテンなどの燃えやすいものの近くにはプリン
タを設置しないでください。タを設置しないでください。タを設置しないでください。タを設置しないでください。タを設置しないでください。
火災の原因となります。

延長コードは、定格（延長コードは、定格（延長コードは、定格（延長コードは、定格（延長コードは、定格（125V125V125V125V125V、、、、、15A15A15A15A15A）未満のものは使用しないでください。特）未満のものは使用しないでください。特）未満のものは使用しないでください。特）未満のものは使用しないでください。特）未満のものは使用しないでください。特
に容量不足の延長コードは絶対に使用しないでください。に容量不足の延長コードは絶対に使用しないでください。に容量不足の延長コードは絶対に使用しないでください。に容量不足の延長コードは絶対に使用しないでください。に容量不足の延長コードは絶対に使用しないでください。
異常な発熱や火災の原因となります。

次のようなところには、絶対にアース線を接続しないでください。次のようなところには、絶対にアース線を接続しないでください。次のようなところには、絶対にアース線を接続しないでください。次のようなところには、絶対にアース線を接続しないでください。次のようなところには、絶対にアース線を接続しないでください。
・・・・・ガス管（引火や爆発の危険があります。）ガス管（引火や爆発の危険があります。）ガス管（引火や爆発の危険があります。）ガス管（引火や爆発の危険があります。）ガス管（引火や爆発の危険があります。）
・・・・・電話専用アース線および避雷針（落雷時に大量の電流が流れる場合があり電話専用アース線および避雷針（落雷時に大量の電流が流れる場合があり電話専用アース線および避雷針（落雷時に大量の電流が流れる場合があり電話専用アース線および避雷針（落雷時に大量の電流が流れる場合があり電話専用アース線および避雷針（落雷時に大量の電流が流れる場合があり
危険です。）危険です。）危険です。）危険です。）危険です。）

・水道管や蛇口（配管の途中がプラスチックになっている場合はアースの役・水道管や蛇口（配管の途中がプラスチックになっている場合はアースの役・水道管や蛇口（配管の途中がプラスチックになっている場合はアースの役・水道管や蛇口（配管の途中がプラスチックになっている場合はアースの役・水道管や蛇口（配管の途中がプラスチックになっている場合はアースの役
目を果たしません。）目を果たしません。）目を果たしません。）目を果たしません。）目を果たしません。）

梱包に使用しているビニール袋はお子様が口に入れたり、かぶって遊んだり梱包に使用しているビニール袋はお子様が口に入れたり、かぶって遊んだり梱包に使用しているビニール袋はお子様が口に入れたり、かぶって遊んだり梱包に使用しているビニール袋はお子様が口に入れたり、かぶって遊んだり梱包に使用しているビニール袋はお子様が口に入れたり、かぶって遊んだり
しないよう、ご注意ください。しないよう、ご注意ください。しないよう、ご注意ください。しないよう、ご注意ください。しないよう、ご注意ください。
窒息の原因となります。
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警告�
風呂場、シャワー室などの水場に置かないでください。風呂場、シャワー室などの水場に置かないでください。風呂場、シャワー室などの水場に置かないでください。風呂場、シャワー室などの水場に置かないでください。風呂場、シャワー室などの水場に置かないでください。
感電・火災の原因となります。

電源プラグから出ている緑色のアース線を、必ずいずれかに取り付けてくだ電源プラグから出ている緑色のアース線を、必ずいずれかに取り付けてくだ電源プラグから出ている緑色のアース線を、必ずいずれかに取り付けてくだ電源プラグから出ている緑色のアース線を、必ずいずれかに取り付けてくだ電源プラグから出ている緑色のアース線を、必ずいずれかに取り付けてくだ
さい。アース接続できない場合は、ハードウェア修理相談センター（さい。アース接続できない場合は、ハードウェア修理相談センター（さい。アース接続できない場合は、ハードウェア修理相談センター（さい。アース接続できない場合は、ハードウェア修理相談センター（さい。アース接続できない場合は、ハードウェア修理相談センター（299299299299299
ページ参照）にご連絡ください。ページ参照）にご連絡ください。ページ参照）にご連絡ください。ページ参照）にご連絡ください。ページ参照）にご連絡ください。
・・・・・ 電源コンセントのアース線電源コンセントのアース線電源コンセントのアース線電源コンセントのアース線電源コンセントのアース線
・・・・・ 銅片などを銅片などを銅片などを銅片などを銅片などを650mm 650mm 650mm 650mm 650mm 以上地中に埋めたもの以上地中に埋めたもの以上地中に埋めたもの以上地中に埋めたもの以上地中に埋めたもの
・・・・・ 接地工事（第３種）を行っている接地端子接地工事（第３種）を行っている接地端子接地工事（第３種）を行っている接地端子接地工事（第３種）を行っている接地端子接地工事（第３種）を行っている接地端子
アース接続しないで使用すると、万一漏電した場合に、火災・感電の原因と
なります。

電源コード�

適正電源コンセント�

プリンタケーブルおよびオプション製品の取り付け取り外しを行うときは、プリンタケーブルおよびオプション製品の取り付け取り外しを行うときは、プリンタケーブルおよびオプション製品の取り付け取り外しを行うときは、プリンタケーブルおよびオプション製品の取り付け取り外しを行うときは、プリンタケーブルおよびオプション製品の取り付け取り外しを行うときは、
必ずプリンタ本体および接続されている機器の電源スイッチを切り、電源プ必ずプリンタ本体および接続されている機器の電源スイッチを切り、電源プ必ずプリンタ本体および接続されている機器の電源スイッチを切り、電源プ必ずプリンタ本体および接続されている機器の電源スイッチを切り、電源プ必ずプリンタ本体および接続されている機器の電源スイッチを切り、電源プ
ラグをコンセントから抜いた後に行ってください。ラグをコンセントから抜いた後に行ってください。ラグをコンセントから抜いた後に行ってください。ラグをコンセントから抜いた後に行ってください。ラグをコンセントから抜いた後に行ってください。
感電の原因となります。

オプション機器を接続する場合には、当社推奨品以外の機器は接続しないでオプション機器を接続する場合には、当社推奨品以外の機器は接続しないでオプション機器を接続する場合には、当社推奨品以外の機器は接続しないでオプション機器を接続する場合には、当社推奨品以外の機器は接続しないでオプション機器を接続する場合には、当社推奨品以外の機器は接続しないで
ください。ください。ください。ください。ください。
火災や感電または故障の原因となります。

近くで雷が起きたときは、電源コードをコンセントから抜いて、雷がおさま近くで雷が起きたときは、電源コードをコンセントから抜いて、雷がおさま近くで雷が起きたときは、電源コードをコンセントから抜いて、雷がおさま近くで雷が起きたときは、電源コードをコンセントから抜いて、雷がおさま近くで雷が起きたときは、電源コードをコンセントから抜いて、雷がおさま
るのを待ってください。るのを待ってください。るのを待ってください。るのを待ってください。るのを待ってください。
入れたままにしておきますと、雷によっては機器を破壊し、火災の原因とな
ります。
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注意�
直射日光の当たる場所や炎天下の車内など、高温になる場所に長時間放置し直射日光の当たる場所や炎天下の車内など、高温になる場所に長時間放置し直射日光の当たる場所や炎天下の車内など、高温になる場所に長時間放置し直射日光の当たる場所や炎天下の車内など、高温になる場所に長時間放置し直射日光の当たる場所や炎天下の車内など、高温になる場所に長時間放置し
ないでください。ないでください。ないでください。ないでください。ないでください。
高温によりカバーなどが加熱、変形、溶解する原因となったり、プリンタ内
部が高温となり、火災の原因となることがあります。

プリンタの背面と側面には通風口があります。プリンタは壁からプリンタの背面と側面には通風口があります。プリンタは壁からプリンタの背面と側面には通風口があります。プリンタは壁からプリンタの背面と側面には通風口があります。プリンタは壁からプリンタの背面と側面には通風口があります。プリンタは壁から200mm200mm200mm200mm200mm以上以上以上以上以上
離して設置してください。離して設置してください。離して設置してください。離して設置してください。離して設置してください。
通風口をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。プ
リンタの操作および消耗品類の交換、日常の点検など、プリンタを正しく使
用し、プリンタの性能を維持するために、下図の設置スペースを確保してく
ださい。
プリンタの上部には、日常の操作に必要な500mm以上のスペースを確保してく
ださい。

200mm

200mm

200mm

700mm

プリンタの上に重いものを置かないでください。また、衝撃を与えないでくプリンタの上に重いものを置かないでください。また、衝撃を与えないでくプリンタの上に重いものを置かないでください。また、衝撃を与えないでくプリンタの上に重いものを置かないでください。また、衝撃を与えないでくプリンタの上に重いものを置かないでください。また、衝撃を与えないでく
ださい。ださい。ださい。ださい。ださい。
バランスが崩れて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

振動の激しい場所や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでください。振動の激しい場所や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでください。振動の激しい場所や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでください。振動の激しい場所や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでください。振動の激しい場所や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでください。
落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。

オプション類の装着、取り外しを行う際は、指定された場所以外のネジは外オプション類の装着、取り外しを行う際は、指定された場所以外のネジは外オプション類の装着、取り外しを行う際は、指定された場所以外のネジは外オプション類の装着、取り外しを行う際は、指定された場所以外のネジは外オプション類の装着、取り外しを行う際は、指定された場所以外のネジは外
さないでください。さないでください。さないでください。さないでください。さないでください。
指定された場所以外のネジを外すと、けがの原因または故障の原因となるこ
とがあります。
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注意�
XL-5730XL-5730XL-5730XL-5730XL-5730は重さ約は重さ約は重さ約は重さ約は重さ約36kg36kg36kg36kg36kg、、、、、XL-5330XL-5330XL-5330XL-5330XL-5330は重さ約は重さ約は重さ約は重さ約は重さ約27kg27kg27kg27kg27kg（ともにフルオプション、消（ともにフルオプション、消（ともにフルオプション、消（ともにフルオプション、消（ともにフルオプション、消
耗品を含む）に耐えられる丈夫で水平な場所に設置してください。耗品を含む）に耐えられる丈夫で水平な場所に設置してください。耗品を含む）に耐えられる丈夫で水平な場所に設置してください。耗品を含む）に耐えられる丈夫で水平な場所に設置してください。耗品を含む）に耐えられる丈夫で水平な場所に設置してください。
プリンタの転倒などによりけがの原因となることがあります。

プリンタを移動する場合は、プリンタを傾けないでください。プリンタを移動する場合は、プリンタを傾けないでください。プリンタを移動する場合は、プリンタを傾けないでください。プリンタを移動する場合は、プリンタを傾けないでください。プリンタを移動する場合は、プリンタを傾けないでください。
プリンタの転倒などによりけがの原因となることがあります。

プリンタは、オプションや消耗品、用紙が入っていない状態で約プリンタは、オプションや消耗品、用紙が入っていない状態で約プリンタは、オプションや消耗品、用紙が入っていない状態で約プリンタは、オプションや消耗品、用紙が入っていない状態で約プリンタは、オプションや消耗品、用紙が入っていない状態で約17.4kg17.4kg17.4kg17.4kg17.4kgありありありありあり
ます。プリンタを動かす場合は必ず２人以上で持ち運んでください。プリンます。プリンタを動かす場合は必ず２人以上で持ち運んでください。プリンます。プリンタを動かす場合は必ず２人以上で持ち運んでください。プリンます。プリンタを動かす場合は必ず２人以上で持ち運んでください。プリンます。プリンタを動かす場合は必ず２人以上で持ち運んでください。プリン
タを持ち上げるときは、プリンタ正面（操作パネル側）および背面に向かタを持ち上げるときは、プリンタ正面（操作パネル側）および背面に向かタを持ち上げるときは、プリンタ正面（操作パネル側）および背面に向かタを持ち上げるときは、プリンタ正面（操作パネル側）および背面に向かタを持ち上げるときは、プリンタ正面（操作パネル側）および背面に向か
い、左右両側のくぼみを両手でしっかりと持ってください。くぼみ以外をい、左右両側のくぼみを両手でしっかりと持ってください。くぼみ以外をい、左右両側のくぼみを両手でしっかりと持ってください。くぼみ以外をい、左右両側のくぼみを両手でしっかりと持ってください。くぼみ以外をい、左右両側のくぼみを両手でしっかりと持ってください。くぼみ以外を
持って持ち上げることは絶対にしないでください。持って持ち上げることは絶対にしないでください。持って持ち上げることは絶対にしないでください。持って持ち上げることは絶対にしないでください。持って持ち上げることは絶対にしないでください。
落下によりけがの原因となることがあります。

プリンタを移動する場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてくださプリンタを移動する場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてくださプリンタを移動する場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてくださプリンタを移動する場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてくださプリンタを移動する場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてくださ
い。また、接続ケーブルなどもはずしてください。い。また、接続ケーブルなどもはずしてください。い。また、接続ケーブルなどもはずしてください。い。また、接続ケーブルなどもはずしてください。い。また、接続ケーブルなどもはずしてください。
作業は足元に十分注意して行ってください。
電源コードが傷つき、火災や感電の原因となったり、本プリンタが倒れたり
してけがの原因となることがあります。
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◆プリンタ使用時のご注意

警告�
プリンタに水をかけたり、濡らしたりしないでください。プリンタに水をかけたり、濡らしたりしないでください。プリンタに水をかけたり、濡らしたりしないでください。プリンタに水をかけたり、濡らしたりしないでください。プリンタに水をかけたり、濡らしたりしないでください。
火災・感電の原因となります。

開口部（通風口など）から内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し開口部（通風口など）から内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し開口部（通風口など）から内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し開口部（通風口など）から内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し開口部（通風口など）から内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し
込んだり、落とし込んだりしないでください。込んだり、落とし込んだりしないでください。込んだり、落とし込んだりしないでください。込んだり、落とし込んだりしないでください。込んだり、落とし込んだりしないでください。
火災・感電の原因となります。

電源コードを傷つけたり、加工しないでください。電源コードを傷つけたり、加工しないでください。電源コードを傷つけたり、加工しないでください。電源コードを傷つけたり、加工しないでください。電源コードを傷つけたり、加工しないでください。
重いものを載せたり、引っぱったり、無理に曲げたり、ねじったり、加熱し
たりすると、電源コードを傷め、火災や感電の原因となります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込み口がゆるいとき電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込み口がゆるいとき電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込み口がゆるいとき電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込み口がゆるいとき電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込み口がゆるいとき
は使用しないでください。は使用しないでください。は使用しないでください。は使用しないでください。は使用しないでください。
そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。修理はハードウェア修
理相談センター（299ページ参照）にご連絡ください。

異常音がするなどの故障状態で使用しないでください。異常音がするなどの故障状態で使用しないでください。異常音がするなどの故障状態で使用しないでください。異常音がするなどの故障状態で使用しないでください。異常音がするなどの故障状態で使用しないでください。
そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。
故障の修理は、ハードウェア修理相談センター（299ページ参照）にご連絡く
ださい。

カバーを外した状態で電源プラグを差したり、電源を入れたりしないでくだカバーを外した状態で電源プラグを差したり、電源を入れたりしないでくだカバーを外した状態で電源プラグを差したり、電源を入れたりしないでくだカバーを外した状態で電源プラグを差したり、電源を入れたりしないでくだカバーを外した状態で電源プラグを差したり、電源を入れたりしないでくだ
さい。さい。さい。さい。さい。
感電・火災の原因となります。

プリンタの近くで強燃性スプレーを使用しないでください。プリンタの近くで強燃性スプレーを使用しないでください。プリンタの近くで強燃性スプレーを使用しないでください。プリンタの近くで強燃性スプレーを使用しないでください。プリンタの近くで強燃性スプレーを使用しないでください。
火災の原因となります。

濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
感電の原因となります。

ネジで固定されているパネルやカバーなどは、本書で指示してある箇所以外ネジで固定されているパネルやカバーなどは、本書で指示してある箇所以外ネジで固定されているパネルやカバーなどは、本書で指示してある箇所以外ネジで固定されているパネルやカバーなどは、本書で指示してある箇所以外ネジで固定されているパネルやカバーなどは、本書で指示してある箇所以外
絶対に開けないでください。内部の点検、修理はハードウェア修理相談セン絶対に開けないでください。内部の点検、修理はハードウェア修理相談セン絶対に開けないでください。内部の点検、修理はハードウェア修理相談セン絶対に開けないでください。内部の点検、修理はハードウェア修理相談セン絶対に開けないでください。内部の点検、修理はハードウェア修理相談セン
ター（ター（ター（ター（ター（299299299299299ページ参照）にご連絡ください。ページ参照）にご連絡ください。ページ参照）にご連絡ください。ページ参照）にご連絡ください。ページ参照）にご連絡ください。
内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となったり、レーザー光漏れに
より失明するおそれがあります。

プリンタを改造したり、部品を変更して使用しないでください。プリンタを改造したり、部品を変更して使用しないでください。プリンタを改造したり、部品を変更して使用しないでください。プリンタを改造したり、部品を変更して使用しないでください。プリンタを改造したり、部品を変更して使用しないでください。
感電・火災の原因となります。
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警告�
電源プラグの金属部、およびその周辺にほこりが付着している場合は、乾い電源プラグの金属部、およびその周辺にほこりが付着している場合は、乾い電源プラグの金属部、およびその周辺にほこりが付着している場合は、乾い電源プラグの金属部、およびその周辺にほこりが付着している場合は、乾い電源プラグの金属部、およびその周辺にほこりが付着している場合は、乾い
た布でよく拭いてください。た布でよく拭いてください。た布でよく拭いてください。た布でよく拭いてください。た布でよく拭いてください。
そのまま使用すると、火災の原因となります。

取り外したカバー、キャップ、ネジ等は、小さなお子さまが誤って飲むこと取り外したカバー、キャップ、ネジ等は、小さなお子さまが誤って飲むこと取り外したカバー、キャップ、ネジ等は、小さなお子さまが誤って飲むこと取り外したカバー、キャップ、ネジ等は、小さなお子さまが誤って飲むこと取り外したカバー、キャップ、ネジ等は、小さなお子さまが誤って飲むこと
がないように、小さなお子さまの手の届かないところに置いてください。がないように、小さなお子さまの手の届かないところに置いてください。がないように、小さなお子さまの手の届かないところに置いてください。がないように、小さなお子さまの手の届かないところに置いてください。がないように、小さなお子さまの手の届かないところに置いてください。
万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してください。

万一、プリンタから発熱や煙、異臭や異音などが発生した場合は、ただちに万一、プリンタから発熱や煙、異臭や異音などが発生した場合は、ただちに万一、プリンタから発熱や煙、異臭や異音などが発生した場合は、ただちに万一、プリンタから発熱や煙、異臭や異音などが発生した場合は、ただちに万一、プリンタから発熱や煙、異臭や異音などが発生した場合は、ただちに
プリンタ本体の電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントかプリンタ本体の電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントかプリンタ本体の電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントかプリンタ本体の電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントかプリンタ本体の電源スイッチを切り、その後必ず電源プラグをコンセントか
ら抜いてください。ら抜いてください。ら抜いてください。ら抜いてください。ら抜いてください。
煙が消えるのを確認して、ハードウェア修理相談センター（煙が消えるのを確認して、ハードウェア修理相談センター（煙が消えるのを確認して、ハードウェア修理相談センター（煙が消えるのを確認して、ハードウェア修理相談センター（煙が消えるのを確認して、ハードウェア修理相談センター（299299299299299ページ参ページ参ページ参ページ参ページ参
照）に修理をご依頼ください。お客さま自身による修理は危険ですから絶対照）に修理をご依頼ください。お客さま自身による修理は危険ですから絶対照）に修理をご依頼ください。お客さま自身による修理は危険ですから絶対照）に修理をご依頼ください。お客さま自身による修理は危険ですから絶対照）に修理をご依頼ください。お客さま自身による修理は危険ですから絶対
におやめください。におやめください。におやめください。におやめください。におやめください。
異常状態のまま使用すると、感電・火災の原因となります。

万一、異物（金属片、水、液体など）が内部に入った場合は、ただちにプリ万一、異物（金属片、水、液体など）が内部に入った場合は、ただちにプリ万一、異物（金属片、水、液体など）が内部に入った場合は、ただちにプリ万一、異物（金属片、水、液体など）が内部に入った場合は、ただちにプリ万一、異物（金属片、水、液体など）が内部に入った場合は、ただちにプリ
ンタ本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてくださンタ本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてくださンタ本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてくださンタ本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてくださンタ本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてくださ
い。その後、ハードウェア修理相談センター（い。その後、ハードウェア修理相談センター（い。その後、ハードウェア修理相談センター（い。その後、ハードウェア修理相談センター（い。その後、ハードウェア修理相談センター（299299299299299ページ参照）にご連絡くページ参照）にご連絡くページ参照）にご連絡くページ参照）にご連絡くページ参照）にご連絡く
ださい。ださい。ださい。ださい。ださい。
そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。

プリンタを落としたり、カバーなどを破損した場合は、プリンタ本体の電源プリンタを落としたり、カバーなどを破損した場合は、プリンタ本体の電源プリンタを落としたり、カバーなどを破損した場合は、プリンタ本体の電源プリンタを落としたり、カバーなどを破損した場合は、プリンタ本体の電源プリンタを落としたり、カバーなどを破損した場合は、プリンタ本体の電源
スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、
ハードウェア修理相談センター（ハードウェア修理相談センター（ハードウェア修理相談センター（ハードウェア修理相談センター（ハードウェア修理相談センター（299299299299299ページ参照）にご連絡ください。ページ参照）にご連絡ください。ページ参照）にご連絡ください。ページ参照）にご連絡ください。ページ参照）にご連絡ください。
そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。



viii

注意�
電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてく電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてく電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてく電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてく電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてく
ださい。ださい。ださい。ださい。ださい。
電源コードを引っぱると電源コードの芯線が露出したり、断線したりして、
感電・火災の原因となることがあります。

使用中のプリンタは布などでおおったり、包んだりしないでください。使用中のプリンタは布などでおおったり、包んだりしないでください。使用中のプリンタは布などでおおったり、包んだりしないでください。使用中のプリンタは布などでおおったり、包んだりしないでください。使用中のプリンタは布などでおおったり、包んだりしないでください。
熱がこもり、火災の原因となることがあります。

プリンタの電源を入れたままでコンセントからプラグを抜き差ししないでくプリンタの電源を入れたままでコンセントからプラグを抜き差ししないでくプリンタの電源を入れたままでコンセントからプラグを抜き差ししないでくプリンタの電源を入れたままでコンセントからプラグを抜き差ししないでくプリンタの電源を入れたままでコンセントからプラグを抜き差ししないでく
ださい。ださい。ださい。ださい。ださい。
プラグが変形し、火災の原因となることがあります。

プリンタの内部には磁気を帯びたマグネット類を近づけないでください。プリンタの内部には磁気を帯びたマグネット類を近づけないでください。プリンタの内部には磁気を帯びたマグネット類を近づけないでください。プリンタの内部には磁気を帯びたマグネット類を近づけないでください。プリンタの内部には磁気を帯びたマグネット類を近づけないでください。
プリンタが動作状態になる場合があり、けがの原因となることがあります。

電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込んでください。電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込んでください。電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込んでください。電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込んでください。電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込んでください。
火災・故障の原因となることがあります。

つまった用紙を取り除くときは、プリンタ内部に紙片が残らないようすべてつまった用紙を取り除くときは、プリンタ内部に紙片が残らないようすべてつまった用紙を取り除くときは、プリンタ内部に紙片が残らないようすべてつまった用紙を取り除くときは、プリンタ内部に紙片が残らないようすべてつまった用紙を取り除くときは、プリンタ内部に紙片が残らないようすべて
取り除いてください。取り除いてください。取り除いてください。取り除いてください。取り除いてください。
紙片が残ったままになっていると火災の原因となることがあります。なお、
定着器やローラ部に用紙が巻き付いているときは無理にとらないで、直ちに
電源を切り、ハードウェア修理相談センター（299ページ参照）にご連絡くだ
さい。

つまった用紙を取り除いたり故障処置を行うときは、鋭利部に触れないようつまった用紙を取り除いたり故障処置を行うときは、鋭利部に触れないようつまった用紙を取り除いたり故障処置を行うときは、鋭利部に触れないようつまった用紙を取り除いたり故障処置を行うときは、鋭利部に触れないようつまった用紙を取り除いたり故障処置を行うときは、鋭利部に触れないよう
注意してください。注意してください。注意してください。注意してください。注意してください。
けがの原因となることがあります。

つまった用紙を取り除いたり故障処置を行うときは、ネクタイやネックレスつまった用紙を取り除いたり故障処置を行うときは、ネクタイやネックレスつまった用紙を取り除いたり故障処置を行うときは、ネクタイやネックレスつまった用紙を取り除いたり故障処置を行うときは、ネクタイやネックレスつまった用紙を取り除いたり故障処置を行うときは、ネクタイやネックレス
などがプリンタ内部に巻き込まれないように注意してください。などがプリンタ内部に巻き込まれないように注意してください。などがプリンタ内部に巻き込まれないように注意してください。などがプリンタ内部に巻き込まれないように注意してください。などがプリンタ内部に巻き込まれないように注意してください。
けがの原因となることがあります。
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注意�
１カ月に一度はプリンタの電源を切り、次のような点検をしてください。１カ月に一度はプリンタの電源を切り、次のような点検をしてください。１カ月に一度はプリンタの電源を切り、次のような点検をしてください。１カ月に一度はプリンタの電源を切り、次のような点検をしてください。１カ月に一度はプリンタの電源を切り、次のような点検をしてください。
・電源プラグが電源コンセントにしっかり差し込まれていますか。・電源プラグが電源コンセントにしっかり差し込まれていますか。・電源プラグが電源コンセントにしっかり差し込まれていますか。・電源プラグが電源コンセントにしっかり差し込まれていますか。・電源プラグが電源コンセントにしっかり差し込まれていますか。
・電源プラグに異常な発熱およびサビ、曲がりなどがありませんか。・電源プラグに異常な発熱およびサビ、曲がりなどがありませんか。・電源プラグに異常な発熱およびサビ、曲がりなどがありませんか。・電源プラグに異常な発熱およびサビ、曲がりなどがありませんか。・電源プラグに異常な発熱およびサビ、曲がりなどがありませんか。
・電源プラグやコンセントに細かいホコリがついていませんか。・電源プラグやコンセントに細かいホコリがついていませんか。・電源プラグやコンセントに細かいホコリがついていませんか。・電源プラグやコンセントに細かいホコリがついていませんか。・電源プラグやコンセントに細かいホコリがついていませんか。
・電源コードに亀裂や擦り傷などはありませんか。・電源コードに亀裂や擦り傷などはありませんか。・電源コードに亀裂や擦り傷などはありませんか。・電源コードに亀裂や擦り傷などはありませんか。・電源コードに亀裂や擦り傷などはありませんか。
・アース線は取り付けられていますか。・アース線は取り付けられていますか。・アース線は取り付けられていますか。・アース線は取り付けられていますか。・アース線は取り付けられていますか。
なお、異常がある場合はハードウェア修理相談センター（299ページ参照）ま
でご連絡ください。

長期間、プリンタを使用しないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセ長期間、プリンタを使用しないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセ長期間、プリンタを使用しないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセ長期間、プリンタを使用しないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセ長期間、プリンタを使用しないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセ
ントから抜いてください。ントから抜いてください。ントから抜いてください。ントから抜いてください。ントから抜いてください。
感電・火災の原因となることがあります。

プリンタの清掃および保守、故障の処置を行う場合は、電源スイッチを切プリンタの清掃および保守、故障の処置を行う場合は、電源スイッチを切プリンタの清掃および保守、故障の処置を行う場合は、電源スイッチを切プリンタの清掃および保守、故障の処置を行う場合は、電源スイッチを切プリンタの清掃および保守、故障の処置を行う場合は、電源スイッチを切
り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
電源スイッチを切らずにプリンタの清掃や保守を行うと、やけどや感電の原
因となることがあります。

用紙排出部のローラが作動しているとき作動部には触れないでください。用紙排出部のローラが作動しているとき作動部には触れないでください。用紙排出部のローラが作動しているとき作動部には触れないでください。用紙排出部のローラが作動しているとき作動部には触れないでください。用紙排出部のローラが作動しているとき作動部には触れないでください。
指を挟み、けがをする原因となることがあります。
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◆プロセスカートリッジの取り扱い上のご注意

警告�
プロセスカートリッジを火中に投入しないでください。プロセスカートリッジを火中に投入しないでください。プロセスカートリッジを火中に投入しないでください。プロセスカートリッジを火中に投入しないでください。プロセスカートリッジを火中に投入しないでください。
火中に投入すると、トナー粉がはねて、やけどの原因となります。
使用済みのプロセスカートリッジを処分するときは、当社の回収サービスを
ご利用ください。

トナーは目や口に入らないように注意してください。トナーは目や口に入らないように注意してください。トナーは目や口に入らないように注意してください。トナーは目や口に入らないように注意してください。トナーは目や口に入らないように注意してください。
プロセスカートリッジの交換時などにトナーが手に付いた場合は、速やかに
洗い落としてください。万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してく
ださい。

プロセスカートリッジを保管する場合は、小さなお子さまがトナーを誤ってプロセスカートリッジを保管する場合は、小さなお子さまがトナーを誤ってプロセスカートリッジを保管する場合は、小さなお子さまがトナーを誤ってプロセスカートリッジを保管する場合は、小さなお子さまがトナーを誤ってプロセスカートリッジを保管する場合は、小さなお子さまがトナーを誤って
飲むことがないように、小さいお子さまの手の届かないところに置いてくだ飲むことがないように、小さいお子さまの手の届かないところに置いてくだ飲むことがないように、小さいお子さまの手の届かないところに置いてくだ飲むことがないように、小さいお子さまの手の届かないところに置いてくだ飲むことがないように、小さいお子さまの手の届かないところに置いてくだ
さい。さい。さい。さい。さい。
万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してください。
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本書の構成本書の構成本書の構成本書の構成本書の構成
本書は、プリンタを設置し、印刷できるようにするまでを説明する「セット
アップ編」と、プリンタをご使用中に必要となる内容を詳しく説明する「運用
編」から成ります。
「セットアップ編」と「運用編」には、次の内容が記載されています。

【セットアップ編】
目　次 内　容

第１章 お使いになる前に プリンタを使用する前に知っておいていた
だきたいことがらについて説明します。

第２章 プリンタの設置 プリンタを設置する際の留意事項や、設置
手順について説明します。

第３章 外部との接続 プリンタをパソコンまたはLANに接続する方
法や、ケーブル類の接続について説明しま
す。

第４章 ネットワークプリンタ プリンタをネットワークプリンタとして設
の設定 定する方法について説明します。

第５章 ネットワークソフトウェア ネットワークソフトウェアのインストール
のインストールとネット 方法およびネットワークポートの作成、設
ワークポートの作成 定変更について説明します。

第６章 プリンタドライバの パソコンにプリンタドライバをインストー
インストール ルする手順について説明します。

第７章 プリンタ共有の設定 サーバを経由して複数のパソコンからプリ
ンタを使えるようにする方法について説明
します。
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【運用編】
目　次 内　容

第８章 用紙について プリンタで使用できる用紙に関する説明
と、用紙のセットのしかたについて説明し
ます。

第９章 オプションについて オプションの取り付けかた、取り外しかた
を説明します。

第10章 日常のメンテナンス プリンタを使用していると必要になること
がらについて説明します

第11章 オペレータパネルの オペレータパネルの見かたと操作について
操作 説明します。

第12章 プリンタドライバ パソコンにインストールしたプリンタドラ
の設定 イバの設定方法について説明します。

第13章 添付ソフトウェア 本プリンタに添付されているソフトウェア
（CD-ROM）について （CDｰROM）について説明します。

第14章 こんなときには 故障が発生したと思われるときや紙づまり
のときの処置のしかたについて説明しま
す。

付  録 プリンタの仕様やコマンドの一覧など、補
助的に必要となることがらについて説明し
ます。
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本書の表記本書の表記本書の表記本書の表記本書の表記
本書では、説明する内容により、以下の用語を使用しています。

本プリンタを正しく使っていただくための依頼事項を説明して
います。
操作する前に必ずお読みください。

本プリンタを使う際に参考にしていただきたい内容を説明して
います。
必要に応じてお読みください。

本書内で参照していただきたい参照先を示します。

本プリンタ添付のCD-ROMに収められているソフトウェアマニュアル
内の参照先を示します。



セットアップ編





第1章
お使いになる前に

この章では、プリンタを使用する前に知ってお
いていただきたいことについて説明します。

製品の確認製品の確認製品の確認製品の確認製品の確認（（（（（梱梱梱梱梱包包包包包ささささされれれれれててててていいいいいるるるるる製製製製製品品品品品）））））....................................................... 44444
CD-ROMCD-ROMCD-ROMCD-ROMCD-ROMの内容の内容の内容の内容の内容 ...................................................................................................................................................... 55555
各部の名称と機能各部の名称と機能各部の名称と機能各部の名称と機能各部の名称と機能 .................................................................................................................................. 66666
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第１章　お使いになる前に

製品の確認製品の確認製品の確認製品の確認製品の確認（（（（（梱梱梱梱梱包包包包包ささささされれれれれててててていいいいいるるるるる製製製製製品品品品品）））））
本プリンタは、添付品とともに梱包材で保護し、梱包してあります。梱
包箱から取り出して、製品が揃っていることを確認してください。万
一、不良品や不足品がありましたら、ご購入元にご連絡ください。
※プリンタは、必ず二人以上で持ち運んでください。

7.用紙サイズラベル�
(プリンタ本体に貼付)

8.CD-ROM 9.取扱説明書(本書)、用紙について�

梱包箱�

�ドキュメントパック�

5.保証書�
(梱包箱に貼付)

4.設置ガイド� 6.電源コード�

1.プリンタ本体� 2.給紙カセット�
(A3ユニバーサル)�
※本体に装着してあります。�

3.プロセスカートリッジ�

本プリンタには、パソコンとの接続ケーブル(プリンタ
ケーブル)は添付されていません。

パソコンに添付されているケーブルか別売ケーブルをお使
いください。（「プリンタケーブルについて」135ページ参

照）

移転など、プリンタを運搬する可能性がある場合は、梱包箱
を保管しておくと便利です。
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CD-ROMCD-ROMCD-ROMCD-ROMCD-ROMの内容の内容の内容の内容の内容
本プリンタには、「Printia LASER プリンタユーティリティ」CD-ROMが
同梱されています。この中に収められているおもなファイルは、次のと
おりです。

� はじめにお読みください�
� Printianaviインストーラ�
� Acrobat Reader 4.05J用フォルダ�
�� ・Acrobat Reader 4.05Jインストーラ�
� かんたんバーコードLite用フォルダ�
�� ・かんたんバーコードLiteインストーラ�
�� ・かんたんバーコードLiteソフトウェアマニュアル(PDF形式)�
� Printia XLドライバディスク V5.1用フォルダ�
�� ・Windows 2000用プリンタドライバ(プラグアンドプレイ用）�
�� ・Windows 95/98/Me用プリンタドライバ�
�� ・Windows NT4.0用プリンタドライバ�
�� ・Windows 2000用プリンタドライバ�
�� ・Printia XLドライバインストーラ�
�� ・説明ファイル�
� ソフトウェアマニュアル用フォルダ�
�� ・ソフトウェアマニュアル（PDF形式）�
� SNMP/MIB定義ファイル用フォルダ�
�� ・説明ファイル�
� Printianaviネットワークソフトウェア用フォルダ�
�� ・Printianaviネットワークソフトウェアインストーラ�
�� ・説明ファイル�



6

第１章　お使いになる前に

各部の名称と機能各部の名称と機能各部の名称と機能各部の名称と機能各部の名称と機能
本プリンタの主要各部の名称と機能について説明します。

前  面

オペレータパネル�
操作に必要なスイッチと、
メッセージが表示される液
晶ディスプレイがあります。�排紙部�

印刷された用紙がおもて面を
下にして排出されます。�

給紙カセット(A3ユニバーサル)�
A5～A3サイズまでの用紙をセットし
ます。�

電源スイッチ�
電源を入/切しま
す。�

排紙トレイ�
B４やA３などの長い
用紙に印刷するとき
に使用します。�

給紙トレイ�
開いて用紙をセット
します。A４以下の
用紙を横にセットし
た場合は、閉じたま
まで使用できます。�

サイドカバー�
プリンタRAMモジュール（オプ
ション）を取り付けるときに外
します。�

通風口�
プリンタ内部の過
熱を防ぐため、熱
を逃します。�

給紙カセット�
用紙サイズスイッチ�
給紙カセットの用紙サイズを設定します。�

背  面
通風口�
プリンタ内部の過熱を防ぐ
ため、熱を逃します。�

リリースボタン�
上部カバーを開
きます。�

プリンタケーブルコネクタ�
パソコンとパラレルインタフェースで
接続するためのコネクタです。�

LANケーブルコネクタ�
プリンタをLAN経由で接続
するためのコネクタです。�

電源コードコネクタ�
電源コードを差し込
むコネクタです。�
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内  部

メッセージ�オンライン�

オンライン�

�

リセット�

印刷方向�

データ� リンク�

メニュー/設定�

排出�

給紙口�

（液晶ディスプレイ）�

上部カバー�
プロセスカートリッジを交換
するときや、つまった用紙を
取り除くときに開きます。�

オペレータパネル�
操作に必要なスイッチ、�
ディスプレイ、ランプがあ
ります。�

プロセスカートリッジ�
感光ドラム、現像器ユニット、および
トナーから構成される機構です。�

給紙トレイ�
用紙サイズスイッチ�
給紙トレイにセットした用紙のサイズを設定
するスイッチです。�
『パネルで設定』の位置にすると、プリンタド
ライバまたはオペレータパネルで設定した
サイズが有効となります。�

給紙トレイ�

ランプ�

スイッチ�
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第１章　お使いになる前に



第2章
プリンタの設置

この章では、プリンタを設置し、プリンタ単体
で正しく動作することを確認するまでの手順

を、順を追って説明します。

設置上のお願い設置上のお願い設置上のお願い設置上のお願い設置上のお願い ....................................................................................................................................... 1010101010
プリンタの寸法プリンタの寸法プリンタの寸法プリンタの寸法プリンタの寸法 ....................................................................................................................................... 1111111111
設置手順設置手順設置手順設置手順設置手順 ..................................................................................................................................................................... 1212121212

梱包品の確認 .............................. 12
緩衝具の取り外し .......................... 12
プロセスカートリッジの取り付け ............ 13
電源を入れる .............................. 15
給紙カセットに用紙をセットする ............ 18

動作の確認動作の確認動作の確認動作の確認動作の確認 ........................................................................................................................................................... 2323232323
設定の一覧を印刷する ...................... 23
電源を切る ................................ 24
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設置上のお願い設置上のお願い設置上のお願い設置上のお願い設置上のお願い
安全に快適にプリンタをご利用いただくために、安全上のご注意ととも
に、以下の点に注意して設置してください。

● いつも良い状態でご使用いただける環境範囲は次のとおりです。
温度:5～ 35℃ 湿度:15 ～85％RH（結露がないこと）

温度32℃のときは湿度70％RH以下、湿度が 85％RHのときは温度28
℃以下でご使用ください。
冷えきった部屋を暖房器具などで急激に暖めると、機械の内部に水滴
が付着し部分的に印刷できない場合があります。室温になじませてか
ら使用してください。

● サーバ接続などによりプリンタの24時間運用や無人運用をする場合
は、不慮の事故に対する安全性を高める必要から、適切な防災対策
(耐震対策、煙探知機、温度センサーなど）が施された場所に設置し
てください。
また、防災管理者（警備員、管理人など）が建物内に待機しているこ
とも必要です。

● プリンタを前後左右に5°以上傾けないでください。
トナーがこぼれるなど故障の原因となります。

● ラジオの雑音、テレビ画面のチラツキやゆがみなど電波障害が発生
し、電波障害の原因が本プリンタであると考えられる場合は、本プリ
ンタの電源を切って電波障害がなくなるかどうか確認してください。
電源を切ると電波障害がなくなるようであれば、次の方法を組み合わ
せて障害を防止してください。

・プリンタとラジオやテレビ双方の距離を離してみる。
・プリンタとラジオやテレビ双方の位置や向きを変えてみる。
・プリンタとラジオやテレビ双方の電源を別系統のものに変えてみる。
・受信アンテナやアンテナ線の配置を変えてみる。（アンテナが屋外
にある場合は電気店にご相談ください。）
・ラジオやテレビのアンテナ線を同軸ケーブルに変えてみる。

● プリンタや他の機器の電源コードの上にプリンタをのせないでください。
電源コードが傷つき、感電・火災・故障の原因になります。　

－超音波加湿器をご使用のお客様へ－
超音波加湿器をご使用の際に、水道水や井戸水をご使用にな

りますと、水中の不純物が大気中に放出され、プリンタの内

部に付着して画像不良の原因となります。ご使用の際には、
純水など不純物を含まない水のご使用をお勧めします。
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プリンタのプリンタのプリンタのプリンタのプリンタの寸法寸法寸法寸法寸法
装置の寸法を示します。設置のときに参考にしてください。

459mm�
� 608mm(*2)

430mm(*1)

＜正面図＞�

＜上面図＞�

(*1)�
 310mm

(*8) 500mm

＜側面図＞�

(*3)�
 392mm�
(*4)�
 420mm

(*5)�
 471mm�
(*6)�
 500mm�
(*7)�
 528mm

*1:標準構成時
*2:給紙カセット延長時
*3:拡張給紙ユニット -Aを1段搭載時
*4:拡張給紙ユニット -Bを1段搭載時
*5:拡張給紙ユニット -Aを2段搭載時（XL-5730 のみ）
*6:拡張給紙ユニット-Aと拡張給紙ユニット-Bを搭載時
（XL-5730のみ）

*7:拡張給紙ユニット -Bを2段搭載時（XL-5730 のみ）
*8:両面ユニット搭載時（XL-5730のみ）

注意 火 災 プリンタの背面と側面には通風口があります。プリンタ
は壁から十分離して設置してください。(「安全上のご注
意」(iiページ)参照)

け が 設置する台は、プリンタの足全体が十分にのる大きさの
ものを準備してください。
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設置設置設置設置設置手順手順手順手順手順
プリンタは、次の手順で設置してください。

本プリンタのオプションには、「プリンタRAM モジュール」
「両面ユニット」「拡張給紙ユニット」があります。

オプションの取り付けについては、「第９章　オプ
ションについて」(131ページ）参照

梱包品の確認

製品がすべて揃っていることを確認してください。
梱包されている製品は、「製品の確認（梱包されている製品）」(4ペー
ジ)に記載してあります。

緩衝具の取り外し
上部カバー�

給紙トレイ�

リリースボタン�

1 リリースボタンを押し
て、上部カバーを開ける

上部カバーおよび給紙トレイ内
部の段ボールを抜き取ります。

緩衝具�

2 緩衝具を取り出す
緩衝具(2ヶ所)を上に引き上げ
(①)、内側にずらしてから(②)
引き抜きます(③)。
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プロセスカートリッジの取り付け

プロセスカートリッジの取り付けは、プリンタの上部カバーを開き、次
の手順で行います。

プロセスカートリッジの交換、および使用上の注意事項につい
ては、「プロセスカートリッジの交換と使用上の注意事項」(153
ページ)参照

1 トナーを均一にするた
め、プロセスカートリッ
ジを振る

図のように７～８回振ります。
トナーの状態が均一でないと、
印字品質が低下することがあり
ます。

感光体（ドラム）の表面には、絶

対に手を触れないでください。

2 トナーシールを引き抜く
プロセスカートリッジを平らな
場所に置き、片手で押さえなが
らトナーシールをゆっくり引き
抜きます。

トナーシールを抜くときには、
水平にまっすぐ引き抜いてくだ

さい。斜めに引くと、途中でト

ナーシールが切れてしまうこと
があります。

トナーシールは、引き抜くと全
長約66cm です。

トナーシールを引き抜いた後

は、プロセスカートリッジを
振ったり、衝撃を与えたりしな

いでください。
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3 プロセスカートリッジを
挿入する

プロセスカートリッジの取っ手
を持ち、プロセスカートリッジ
の両側にある突起をプリンタ内
部の溝に合わせます。

・プリンタ内部の部品には手を

触れないでください。
・プロセスカートリッジ挿入時

は、カートリッジがプリンタ
内部に当たらないように静か

に入れてください。

4 プロセスカートリッジを
確実にセットする

プロセスカートリッジを奥まで
押し込み、確実にセットされた
ことを確認します。

5 上部カバーを確実にロッ
クする

上部カバーを元に戻し、カバー
中央を押して確実にロックしま
す。

上部カバーが確実にロックされ

たことを確認してください。完
全にロックされていないと、印

刷不良が発生することがありま
す。
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電源を入れる

電源コードを接続し、プリンタの電源が入るかどうか確認します。

電源コードの接続

次の手順で、電源コードを接続します。

本プリンタの電圧定格値は、AC100V です。
上記の定格は、プリンタの後部にある製造銘板に表示してあります。使
用するコンセントの電圧が、プリンタの定格電圧と一致するか確認して
ください。

警告 感 電 電源コードを接続するときは、必ず電源スイッチをオフ
（「○」側）にしてください。電源を切らずに接続すると、
感電の原因となります。

火 災 電源コードのアース線は必ず専用のアース端子に接続し
てください。

感 電 危険ですので次の箇所にアース線を接続しないでくださ
い。
・ガス管（火災や爆発の危険があります）
・電話専用アース線・避雷針（落雷時に大量の電流が流
れる場合があり危険です）
・水道管や蛇口（配管の途中がプラスチックになってい
る場合はアースの役目を果たしません）

感 電 プリンタや他の機器の上にプリンタをのせないでくださ
い。
電源コードが傷つき、感電・火災・故障の原因となりま
す。



16

第２章　プリンタの設置

1 スイッチがオフ（「○」側）
であることを確認する

電源スイッチが「○」側に倒れ
ていることを確認します。

電源コード�

適正電源コンセント  

2 電源コードを接続する
電源コードをプリンタ背面にあ
るコネクタに差し込みます。

電源スイッチをオンにする

電源スイッチを「｜」側に倒し
て電源を入れます。
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プリンタの動作とオペレータパネルの表示の確認

電源を入れると、オペレータパネルの「オンライン」「データ」「リンク」
「メッセージ」の各ランプが点灯し、液晶ディスプレイの表示が次のよ
うに切り替わります。

ショキシンタﾞンチュウ�

↓�

  メモリ  ヨウリョウ�

  ＸＬ－５７３０        ××ＭＢ�

↓�

カセット　ナシ�

カセット　ヲ　イレテ　クタﾞサイ�

�

↓�

  ファーム ロートﾞチュウ       �

  �×××××××××××× 

初期診断中を示します。�

メモリの総容量を示します。�
（左の表示はXL-5730の場合）�

ファームロード中を示します。�
下段にMACアドレスを表示します。�

初期化動作およびファームロード�
動作に約60秒程度かかりますので、�
そのままお待ちください。�

電源を入れても、液晶ディスプレイや「オンライン」ランプが
点灯しないときは、「オペレータパネルのエラーメッセージ」
（239ページ）参照
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給紙カセットに用紙をセットする

ここでは、用紙を給紙カセットにセットする手順について説明します。

官製はがき、厚紙（重量90g/m2～135g/m2）、OHPフィルム、
ラベル紙、不定形用紙は、給紙カセットからは印刷できま
せん。給紙トレイから印刷してください。

・拡張給紙ユニット（オプション）が装着されている場合は、
給紙カセットを、本体、拡張給紙ユニットのどちらにもセッ
トできます。
・異なるサイズの用紙を、同時に１つの給紙カセットにセッ
トすることはできません。

1 給紙カセットのフタを開
ける

2 縦ガイドクリップを外側
にずらす

縦ガイドクリップを指でつま
み、軽く持ち上げながら、外側
にずらします。

3 横ガイドクリップを外側
にずらす

横ガイドクリップを指でつまみ
ながら、外側にずらします。

A4の用紙で印刷する場合は、手
順5に進んでください。
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4 A4以外の用紙サイズに合
わせて給紙カセットのサ
イズを変更する

1 給紙カセットの左右の突起部
を内側に動かしてロックを解
除する

取っ手�

中央部分を�
押さえる�

2 給紙カセットの長さを用紙サ
イズに合わせる
給紙カセット奥側の中央部分
を押さえ、取っ手を引いて長
さを調節してください。
・B4、A3、リーガルサイズの用
紙をセットするときは、給紙
カセットを最大の長さに引き
伸ばします。
・A5からレターまでの短いサ
イズの用紙をセットすると
きは、給紙カセットを最小
に縮めて使用します。

3 給紙カセットの左右の突起部
を外側に動かしてロックする
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5 給紙カセットの中の金属
板をロックする

給紙カセットの中の金属板が上
がっている場合は、手で下げ
て、上に浮き上がらないように
ロックします。

6 用紙をセットする
用紙の四隅を揃え、印刷面を上
にして、カセットの中央に入れ
ます。

・折り目やシワの入った用紙は使
用しないでください。

・横ガイドのラベルの線がセット
できる用紙枚数の上限です。用
紙は線が見える範囲の枚数にし
てください。

・用紙が左右のツメの上に載らな
いようにしてください。

・A4、B5、A5、レターサイズの用紙
は、横長にセットしてください。

・A3、B4、リーガルサイズの用紙
は、縦長にセットしてください。

給紙カセットに収容できる枚数は、約250枚（64g/m2の場合）
です。

7 横ガイドクリップを用紙
の幅に合わせ、用紙の端
を揃える

横ガイドクリップを指で押しなが
らずらし、用紙の幅に合わせます。

用紙が左右のツメの下にあるこ

とを確認してください。
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8 用紙の端をそろえ、縦ガ
イドクリップを用紙サイ
ズ目盛りに合わせる

・用紙の端は縦ガイドクリップ
のツメの下に入れてください。
・縦ガイドクリップのストッ
パーが目盛りの穴にぴったり
はまっていることを確認して
ください。

9 給紙カセットのフタを閉
める

ほこりの付着を防ぐため、フタ
は必ず閉めてください。

必要に応じ、プリンタに添付されている用紙サイズラベルを
貼ります。
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10 給紙カセットをプリンタ
に押し込む

給紙カセットを突き当たるまで
プリンタに押し込みます。奥ま
でしっかり押し込まれているこ
とを確認してください。

・セットされていない給紙カセットがあると、『カセット

ナシ』と表示されます。必ずすべての給紙カセットを

セットしてください。
・給紙カセットは奥に突き当たるまで押し込んでくださ

い。突き当たるまで押し込んでいないと、カセットなし
や、紙づまりの原因となります。

用紙サイズ
ラベル�

11用紙サイズを設定する
給紙カセットの用紙サイズス
イッチを、セットした用紙のサ
イズと向きに合わせます。

印刷中は、用紙サイズスイッチ
を操作しないでください。プリ
ンタが誤動作する場合がありま
す。
用紙の向きは、用紙を縦長に
セットしたときが「縦」、用紙を
横長にセットしたときが「横」
です。図はA4横にセットした例
です。
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動作の確認動作の確認動作の確認動作の確認動作の確認
プリンタを設置したら、プリンタが正しく動作するかを、プリンタ単体
で確認します。

設定の一覧を印刷する
次の操作で設定の一覧を印刷し、プリンタが正しく動作することを確認
します｡

オンライン                  ＥＰ�

      　　　タテ    １－Ａ４　　�

1 オンライン状態であるこ
とを確認する

オペレータパネルの「オンライ
ン」ランプが点灯し、液晶ディ
スプレイに「オンライン」メ
セージが表示されていることを
確認します。

↓「オンライン」�
�オフライン                  ＥＰ�

      　　　タテ    １－Ａ４　　�

2 プリンタをオフライン状
態にする

「オンライン」スイッチを押し
て、プリンタをオフライン状態
にします。

セットアッフ°�

  メニュー  インサツ          ▼�

�
↓「メニュー／設定」�

3 「メニュー／設定」ス
イッチを押し、セット
アップモードにする

　メニュー インサツ�

  セッテイ ノ インサツ        ▲�

↓「▼」� 4 「 」スイッチを１回押す

印刷開始�
↓�

↓「メニュー／設定」�5 「メニュー／設定」ス
イッチを押す

設定の一覧の印刷が開始されま
す。
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↓�
印刷終了�
↓�

　メニュー インサツ�

  セッテイ ノ インサツ        ▲�

6 印刷状態を確認する
正常に印刷されないときは、「こ
んなときには」（223ページ）を
参照してください。

↓「オンライン」を�
　２回押す�

オンライン                  ＥＰ�

      　　　タテ    １－Ａ４　　�

7 「オンライン」スイッチ
を2回押して、オンライ
ン状態に戻す

印刷が終わったら、「オンライ
ン｣スイッチを2回押して、印刷
を行う前の状態に戻します。

電源を切る

電源を切るときは、電源スイッ
チをオフ（「○」側）に倒しま
す。

電源が切断されると、オペレー
タパネルのすべてのランプおよ
び液晶ディスプレイが消灯しま
す。

印刷中は電源を切らないでください。もし電源を切ってし

まったときは、「紙づまりになったとき」（224ページ）を

参照して、プリンタ内に残っている用紙を取り除いてくだ
さい。



第3章
外部との接続

この章では、プリンタをパソコンまたはLANに
接続する方法について説明します。

インストールの手順と設定の概要インストールの手順と設定の概要インストールの手順と設定の概要インストールの手順と設定の概要インストールの手順と設定の概要 ....................................................... 2626262626
パソコンとのローカル接続パソコンとのローカル接続パソコンとのローカル接続パソコンとのローカル接続パソコンとのローカル接続 ..................................................................................... 2828282828

接続のしかた .............................. 29

LANLANLANLANLANケーブルの接続ケーブルの接続ケーブルの接続ケーブルの接続ケーブルの接続 ........................................................................................................................ 3030303030
接続のしかた .............................. 30
LANに接続するときの注意事項 ............... 31
パソコンとLANの両方に接続するときの注意事項 .. 32
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インストールの手順と設定の概要インストールの手順と設定の概要インストールの手順と設定の概要インストールの手順と設定の概要インストールの手順と設定の概要
プリンタの設置が終わったら、パソコンまたはLANと接続し、印刷する
ために必要な設定を行います。
プリンタの接続・運用形態によって手順が異なりますので、次の図を参
照し、必要な設定を行ってください。
設定は プリンタ サーバまたはパソコン（管理者） クライアントま
たはパソコンの順に行ってください。

接続・運用形態は、お使いの環境にあわせて以下を目安に選
択してください。

・プリンタケーブルで接続 ..... １台のパソコンからのみ印刷する場
合や、プリンタ用にIPアドレスを使
いたくない場合

・LAN ケーブルで接続 .... プリンタの設置場所が自由、データ
の転送速度が高速、またインター
ネットを利用して印刷する場合

サーバ経由で印刷すると、クライアント側の設定／管理が比
較的容易になります。また、大規模なネットワークに適して
います。

プリンタケーブルで接続するとき

サーバ経由で印刷�1台のパソコンからのみ印刷�

*1�OSによりサーバ側の共有設定方法が異なります�
� Windows 95/98/Meのとき� 102ページ�
� Windows 2000のとき� 105ページ�
� Windows NT4.0のとき� 111ページ�

*2�OSによりクライアント側の共有設定方法が異なります�
� Windows 95/98/Meのとき� 104ページ�
� Windows 2000のとき� 108ページ�
� Windows NT4.0のとき� 114ページ�

「第3章　外部との接続」�
パソコンとのローカル接続　28ページ�

「第6章　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　96ページ�

「第7章　プリンタ共有の設定」�（*1）102ページ�
（*2）104ページ�

（*2）�（*1）�

サーバ�

パソコン（管理者）�

クライアント�

プリンタ�

プリンタ�
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LAN ケーブルで接続するとき

各パソコンからIPPによる印刷�サーバ経由でLANによる印刷�各パソコンから�
LANによる直接印刷�

サーバ�

パソコン�
（管理者）�クライアント�

パソコン�パソコン�
（管理者）�

パソコン�
プリンタ�

プリンタ� プリンタ�

インターネットインターネット�インターネット�

「第3章　外部との接続」�
LANケーブルの接続　30ページ�

「第4章　ネットワークプリンタの設定」�
IPアドレスの設定方法　36ページ�

「第7章　プリンタ共有の設定」�

「第5章　ネットワークソフトウェアのインストールとネットワークポートの作成」�
ネットワークソフトウェアのインストール　58ページ�

（*1）102ページ�
（*2）104ページ�

（*1）�

（*3）�（*3）� （*3）�

（*2）�

「第4章　ネットワークプリンタの設定」�
設定の一覧を印刷する　34ページ�

「第4章　ネットワークプリンタの設定」�
プリンタのURL設定（IPPのみ）　54ページ�

*3�IPアドレスをネットワークソフトウェアによって設定した場合は、この手順は不要です。�
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パソコンとのローカル接続パソコンとのローカル接続パソコンとのローカル接続パソコンとのローカル接続パソコンとのローカル接続
本プリンタは、セントロニクス準拠のパラレルインタフェースを標準装
備しています。パラレルインタフェースにパソコンを接続する方法につ
いて説明します。

警告 感 電 プリンタケーブルを接続するときは、必ず本プリンタと
パソコンの電源を切ってください。電源を切らずに接続
すると、感電の原因となります。

注意 故 障 ケーブルの接続は本書をよく読み、接続に間違いがない
ようにしてください。
誤った接続状態で使用すると、プリンタおよびパソコン
が故障する原因となることがあります。

・プリンタケーブルについては、次の制約があります。
・パソコンとプリンタの接続には、シールドケーブルを

お使いください。
・ケーブルの長さは、1.5メートル以下のものをお使い

ください。

・本プリンタには、プリンタケーブルは添付されていませ
ん。パソコンに添付のケーブルか別売ケーブルをお使い

ください。

「プリンタケーブルについて」（135ページ）参照
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接続のしかた

プリンタケーブルの接続は以下の手順で行います。

1 プリンタとパソコンの電
源の切断を確認する

電源スイッチが「○」側に倒れ
ている状態です。

ワイヤクリップ�

2 プリンタケーブルを接続
する

プリンタケーブルをプリンタ背
面にあるプリンタケーブルコネ
クタに差し込み、両側のワイヤ
クリップで固定します。
パソコン側の接続は、パソコン
側の取扱説明書を参照してくだ
さい。

パソコンとの接続が終わりましたら、プリンタドライバをCD-ROMからイ
ンストールしてください。

「第6章　プリンタドライバのインストール」（95ページ）参照
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LANLANLANLANLANケーブルの接続ケーブルの接続ケーブルの接続ケーブルの接続ケーブルの接続
プリンタをネットワーク経由で接続するときは、XL-5730/5330 とハブ
ユニット間をツイストペアケーブルで接続します。
100BASE-TX対応のハブユニットに接続して100Mbpsでご使用になる場
合には、必ずカテゴリー5のツイストペアケーブルをご使用ください。

接続のしかた

1 プリンタの電源の切断を
確認する

電源スイッチが「○」側に倒れ
ている状態です。

LANケーブルコネクタ�

2 LANケーブルを接続する
LANケーブルを、プリンタ背面に
あるLANケーブルコネクタに差
し込みます。

LANケーブルの接続が終わりましたら、設定の一覧を印刷をしてくださ
い。

「設定の一覧を印刷する」（34ページ）参照
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LANに接続するときの注意事項

● LANケーブルをハブユニットに接続した場合で、ハブユニット側のリ
ンクランプが点灯せず、ネットワークのサーバなどに接続できないと
きがあります。このときは、プリンタとハブユニット双方のEthernet
タイプを同じ規格に設定してください。
本プリンタのEthernetタイプは、「自動」「100MbpsFull」「100Mbps
 Half」「10Mbps」の中から選ぶことができます。プリンタのEthernet
タイプは、セットアップの「LAN設定」にある「Ethernetタイプ」で
変更します。(セットアップについては、「セットアップの操作」(175
ページ)参照)
ハブユニット側の設定については、ご使用のハブユニットの取扱説明
書をお読みください。

● ハブユニットLH1100 と接続する場合は、次の点にご注意ください。
・ケーブル長100mのツイストペアケーブルは使用しないでください。
100mのツイストペアケーブルでは、ネットワークのサーバなどに接
続できないことがあります。
・ハブユニットのラベルに「A8」以降の表記がある必要があります。
「A7」や「A6」の表記がある場合は、ハードウェア修理相談センター
（299 ページ参照）にご相談ください。
ラベルの見かたを次の図に示します。

ラベル�

ハブユニットの裏面�

３行目に表記されます。�
該当するものに消し線（＝）が�
つけられます。�

ACプラグ�
A8の例�

A7の例�

A6の例�

SER.NO.000001�
DATE:1997-5�
AB-0123456789

SER.NO.000001�
DATE:1997-5�
AB-0123456789

SER.NO.000001�
DATE:1997-5�
AB-0123456789

＝� ＝�

＝� ＝�

＝� ＝�

ラベルの位置…ハブユニットの裏面の次に示す場所にあります。�
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パソコンとLANの両方に接続するときの注意事項

本プリンタは、LAN経由でサーバプリンタとして動作するとともに、も
う1台のパソコンをパラレルポートに接続することができます。
パラレルポートとLANポートの両方にプリンタを接続したときは、次の
点にご注意ください。

・ポートは、自動で切り替えることができます。ただし、プリンタの状
態によっては、ポートの自動切り替えが働かない場合や、切り替えに
時間がかかる場合があります。
・片方のポートを使用している場合、もう一方のポートは使用できませ
ん。２つのポートを同時に使用していて、パソコンの画面に「印刷エ
ラー」などが表示された場合は、もう一方のパソコンからの印刷が完
了してから印刷を再開してください。
・Printianaviを利用している場合、一方のパソコンから印刷中のとき
は、もう一方のパソコンに「プリンタが他で使用中のため待ち合わせ
ています。」とメッセージを表示し、プリンタが使用中であることを通
知します。
一方のパソコンからの印刷が終了すると、もう一方のパソコンからの
印刷を自動的に再開します。
・PrintianaviおよびPrintianaviネットワークポートモニタを使用し
て複数台のパソコンからLAN経由で同時印刷した場合、一台のパソコ
ンから印刷中のときは、残りのパソコンに「プリンタが他で使用中の
ため待ち合わせています。」とメッセージを表示し、プリンタが使用中
であることを通知します。
・片方のポートで未印刷データがある場合、もう一方のポートには切り
替わりません。

パラレルポートから印刷している間は、プリンタからLAN
ケーブルを抜き差ししないでください。

ポートの切り替え時間は、「セットアップの操作」の「補助機
能設定」の「ポート切替時間」（183 ページ）参照



第4章
ネットワークプリンタの設定

この章では、プリンタをネットワークプリンタ
として設定するために管理者が行う操作につい
て説明します。

ネットワークプリンタの準備ネットワークプリンタの準備ネットワークプリンタの準備ネットワークプリンタの準備ネットワークプリンタの準備 ........................................................................... 3434343434
電源を入れる .............................. 34
設定の一覧を印刷する ...................... 34

IPIPIPIPIPアドレスの設定方法アドレスの設定方法アドレスの設定方法アドレスの設定方法アドレスの設定方法 ......................................................................................................... 3636363636
設定方法の種類 ............................ 36
DHCPによるアドレス自動取得................ 37
オペレータパネルによる設定

（LAN セットアップモード）............. 39
ネットワークソフトウェアによる設定........ 42

プリンタのプリンタのプリンタのプリンタのプリンタのURLURLURLURLURL設定設定設定設定設定（（（（（IPPIPPIPPIPPIPP のみ）のみ）のみ）のみ）のみ）................................................................. 5454545454
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ネットワークプリンタの準備ネットワークプリンタの準備ネットワークプリンタの準備ネットワークプリンタの準備ネットワークプリンタの準備
ここでは、本プリンタをネットワークプリンタとして設定する前に必要
な準備について説明します。

電源を入れる
電源スイッチを「｜」側に倒して、プリンタの電源を入れます。

設定の一覧を印刷する

オペレータパネルで次の操作を行い、ネットワークプリンタとして設定
するために必要な情報を印刷します。

オフライン　　　　　　　　　ＥＰ�

　　　　　　　タテ　１－Ａ４�

↓「オンライン」�

オンライン状態� 1 プリンタをオフライン状
態にする

「オンライン」スイッチを押し
て、プリンタをオフライン状態
にします。

セットアッフ°�

  メニュー  インサツ          ▼�

�
↓「メニュー／設定」� 2 「メニュー／設定」ス

イッチを押し、セット
アップモードにする

　メニュー インサツ�

  セッテイ ノ インサツ        ▲�

↓「▼」� 3 「▼」スイッチを押す

　セッテイ  ノ  インサツ�

　インサツチュウ�

↓印刷終了�

↓「メニュー／設定」� 4 「メニュー／設定」ス
イッチを押す

設定の一覧が印刷されます。

　メニュー　インサツ�

　セッテイ　ノ　インサツ� ▲�
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オンライン　　　　　　　　　ＥＰ�

　　　　　　　タテ　１－Ａ４�

↓�「オンライン」
を２回押す�

5 「オンライン」スイッチ
を2回押して、オンライ
ン状態に戻す

引き続き、「IPアドレスの設定方法」（36ページ）に進んでください。
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IPIPIPIPIPアドレスの設定方法アドレスの設定方法アドレスの設定方法アドレスの設定方法アドレスの設定方法
ここでは、本プリンタにIPアドレスを設定する方法について説明しま
す｡

設定方法の種類

本プリンタに IPアドレスを設定する方法には、次の3つがあります｡
ご使用の環境に合わせていずれかの方法で設定してください｡

DHCPによるアドレス自動取得（37ページ）
プリンタの電源投入時にDHCPサーバからIPアドレスを自動的に取得し
ます｡DHCPサーバのある環境では、最も簡単な方法です｡

オペレータパネルによる設定（LANセットアップモード）
（39ページ）
プリンタのオペレータパネルから直接操作を行います｡
プリンタ単体で設定することができます｡

ネットワークソフトウェアによる設定（42ページ）
添付のCD-ROMに収められているネットワークソフトウェアを使用して、
IPアドレスを設定します｡
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DHCPによるアドレス自動取得

ここでは、DHCP によってIPアドレスを自動的に取得する方法について
説明します。

準　備

IPアドレスを取得する前に、次のことを確認してください。

確認事項 内　容

設定の一覧 プリンタの設定情報の一覧です｡オペレータパネ
ルの操作で印刷しておきます。（｢ネットワークプ
リンタの準備｣(34ページ)を参照）

IPアドレス プリンタに設定するIPアドレスを用意しておき
ます。サブネットマスク、ゲートウェイアドレス
も必要に応じて用意してください。

環境 DHCPサーバとプリンタを、ネットワーク上に接続
してください｡

設定方法

1 設定の一覧を確認し、必要ならばプリンタ側の設定を行う
次の設定になっているか確認します｡

項　目 設定値
ネットワーク基本情報 TCP/IP設定=有効
TCP/IP設定 DHCP自動取得=設定

工場出荷時の初期値は上記の設定になっていますので、通常、
設定は不要です。設定が必要な場合は、｢オペレータパネルに
よる設定｣(39ページ)を参照してください｡
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2 DHCPサーバの設定を行う
DHCPマネージャを開いて〔スコープ〕の〔作成〕を選択し、次の項目を
設定してください｡
･ 開始アドレス
･ 終了アドレス
･ サブネットマスク
･ リース期間(無期限を推奨)

設定が終わったら、〔スコープ〕をアクティブにします｡

割り当てるIPアドレスを固定したいときは､続けて〔スコープ〕の〔予
約の追加〕を選択し､次の項目を設定します｡
・IPアドレス ...... 設定したいIPアドレス
・一意のID ........ MACアドレス(設定の一覧のネットワーク基本情

報に印刷されています。半角英数字12文字で入
力してください。）

・クライアント名 ... 任意の名前

設定が終わったら、〔追加〕を選択して終了します｡

3 プリンタの電源を再投入する
プリンタがネットワークに接続されていることを確認し、電源を入れな
おしてください｡

以上で、DHCP によるアドレスの自動取得は終了です｡

以降の操作は、接続運用形態にあわせて進んでください。

LANによる印刷を行いたいとき
「ネットワークソフトウェアのインストール」（58ページ）参照

IPPによる印刷を行いたいとき
「プリンタのURL 設定（IPPのみ）」（54ページ）参照

LPR印刷を行いたいとき（Windows 2000/NT4.0、NetWare5）
「LPR印刷の設定」（88ページ）参照
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オペレータパネルによる設定

  （LANセットアップモード）
ここでは、プリンタのオペレータパネルでIPアドレスを設定する方法に
ついて説明します。

準　備
プリンタのオペレータパネルでIPアドレスを設定をする前に、次のこと
を確認してください。

確認事項 内　容

IP アドレス プリンタに設定するIPアドレスを用意しておき
ます。サブネットマスク、ゲートウェイアドレス
も必要に応じて用意してください。

設定方法

1 プリンタの電源を入れる
電源スイッチを「|」側に倒し、プリンタの電源を入れ、「オンライン」
表示にします。

2 プリンタを「LANセットアップモード」にする
オペレータパネルで「メニュー／設定」スイッチを押して LAN セット
アップモードへ移行します。

　ＴＣＰ／ＩＰ　セッテイ�

　ＤＨＣＰシ゛ト゛ウシュトク�▼�

↓「  」�

↓「メニュー／設定」�

オンライン状態� ①「メニュー／設定」スイッチ
を押して「DHCPジドウシュト
ク」と表示し、「▼」スイッチ
を押します。
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3 DHCP自動取得を設定／解除する

　ＤＨＣＰシ゛ト゛ウシュトク�

　＊  カイシ゛ョ� ▲�

↓「メニュー／設定」�

↓「  」または「  」�①「 」または「 」スイッチを
押して設定したい値を表示し
ます。「メニュー／設定」ス
イッチを押すと「＊」が表示
され、値が設定されます。初
期設定は「＊セッテイ」です。

IPアドレスの設定方法によって次のように設定してください。
設定値 IPアドレスの設定方法
カイジョ ・オペレータパネルから設定するとき

「＊カイジョ」にしないとオペレータパネルにIP
アドレスを設定する画面は表示されません。

セッテイ ・DHCPによる自動取得のとき
・IPアドレス設定ユーティリティを使うとき

　ＴＣＰ／ＩＰ　セッテイ� �

　ＤＨＣＰシ゛ト゛ウシュトク�▼�

↓「  」� ②「▲」スイッチを押して手順
2の表示に戻します。

4 IPアドレスを設定する

　ＴＣＰ／ＩＰ　セッテイ� �

  ＩＰアト゛レス　　　　　　�▼�

↓「▼」�

↓「  」スイッチ� ①「 」スイッチを押して｢IPア
ドレス｣と表示し、「 」ス
イッチを押します。

　ＩＰアト゛レス�
�

ＸＸＸ．ＸＸＸ．ＸＸＸ．ＸＸＸ�  

　↓「  」�

② 現在の設定を確認して「▼」
スイッチを押します。

　ＩＰアト゛レス� �

　ＩＰアト゛レス－Ｘ� �

↓「  」�

↓「  」または「  」�③「 」または「 」スイッチを
押してIP アドレスを変更す
るブロック（IPアドレス1～
4）を選択して「▼」スイッチ
を押します。

ＸＸＸ．ＸＸＸ．ＸＸＸ．ＸＸＸ�
ＩＰアドレス－４�

ＩＰアドレス－２�
ＩＰアドレス－１�

ＩＰアドレス－３�

ＩＰアドレス�
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　ＩＰアト゛レス－Ｘ� �

　＊　ＸＸＸ　　　　　　　　　　�

↓「メニュー／設定」�

↓「  」または「  」�④「 」または「 」スイッチを
押して値を設定し、「メ
ニュー／設定」スイッチを押
します。

※「 」（「 」）スイッチを押し
続けると最大値（最小値）で止
まり、再度「 」（「 」）を押す
と最小値（最大値）を表示しま
す。

　ＩＰアト゛レス� �

　ＩＰアト゛レス－Ｘ� �

↓「  」� ⑤「▲」スイッチを押して③の
表示に戻します。

⑥ ブロックごとに③～⑤の操作
を繰り返します。

↓「  」�

　ＩＰアト゛レス�
�

ＸＸＸ．ＸＸＸ．ＸＸＸ．ＸＸＸ��

⑦「▲」スイッチを押して②の
表示に戻し、設定値を確認し
ます。

サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの設定を行うときは、「▲」ス
イッチを押して手順①の表示に戻した後「 」「 」スイッチを押して「サ
ブネットマスク」「ゲートウェイ」とそれぞれ表示された状態で②～⑦
の操作を行ってください。

5 設定を終了する
設定が終わったら「オンライン」スイッチを押します。
プリンタの初期化が行われ、設定値が反映されます。

以降の操作は、接続運用形態にあわせて進んでください。

LANによる印刷を行いたいとき
「ネットワークソフトウェアのインストール」（58ページ）参照

IPPによる印刷を行いたいとき
「プリンタのURL 設定（IPPのみ）」（54ページ）参照

LPR印刷を行いたいとき（Windows 2000/NT4.0、NetWare5）
「LPR印刷の設定」（88ページ）参照
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ネットワークソフトウェアによる設定

ここでは、添付のCD-ROMに収められているネットワークソフトウェアを
使用して、プリンタにIPアドレスを設定し、同時にサーバまたは管理者
のパソコンに必要なソフトウェアをインストールする手順について説明
します。

準　備
IP アドレスを設定する前に、次のことを確認してください。

確認事項 内容
設定の一覧 プリンタのネットワークに関する設定情報の一覧で

す。オペレータパネルの操作で印刷しておきます。
（「ネットワークプリンタの準備」（34ページ）を参照）

IPアドレス プリンタに設定するIPアドレスを用意しておきます。
サブネットマスク、ゲートウェイアドレスも必要に応
じて用意してください。

環境 プリンタをネットワーク上に接続してください。

インストール

プリンタの電源を入れて以下の操作をします。

1 添付のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットし、ネットワーク
ソフトウェアを起動する

〔ネットワークソフトウェア〕
を起動する

上図のような画面が自動的に表示されない場合は、エクスプ
ローラでCD-ROMの直下のSetup.exe（CD-ROMドライブがD:の
ときは「D:¥Setup.exe」）を実行して表示させてください。
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2 〔次へ〕をクリックし、インストール先の選択画面にてイン
ストール先を選択する

Printianaviネットワークソ
フトウェアのインストール先
を選択し、〔次へ〕をクリック
する

3 セットアップタイプを選択する

「プリンタ管理者向けセット
アップ」を選択し、〔次へ〕を
クリックする
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4 スタートアップに登録する

Printianaviマネージャをス
タートアップに登録するか選
択し、〔次へ〕をクリックする
スタートアップに登録しておく
とWindows起動時にPrintiavavi
マネージャが最小化された状態
で起動されます。

5 プログラムフォルダを指定する
プログラムフォルダを指定
し、〔次へ〕をクリックする
※ここで指定した名前がスター
トメニューに追加されます。
初期設定は「Printianavi
V 5 . 1 ¥ ネットワークソフト
ウェア」です。

ファイルのコピーが開始されま
す。
〔キャンセル〕をクリックすると
インストールは中断されます。

Printianavi V3.1以前と置き換
える場合は手順6へ、新規イン
ストールの場合は手順7（46
ページ）へ進んでください。
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6 旧バージョンを削除する（Printianavi V3.1以前と置き換え
る場合）

左の画面が出たら、〔OK〕をク
リックして先へ進みます

「はい、今すぐコンピュータ
を再起動します。」を選択し、
〔完了〕をクリックする

「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選択すると
Windows を再起動後、手順7の操作から自動的に再開されま
す。（※）
「いいえ、あとでコンピュータを再起動します。」を選択する
とインストールは終了します。
なお、再起動を行わない場合の動作保証はされませんのでプ
リンタ使用前に必ず再起動してください。

（※）Windows再起動後プリンタのIPアドレスの仮設定画面が
他の画面の後ろにかくれている場合があります。このよ
うな場合は、タスクバーに表示されている「Printianavi
ネットワークソフトウェア」をクリックしてください。
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7 IPアドレス仮設定プログラムを起動する

「IP アドレスを設定する」を
選択し、〔次へ〕をクリックす
る
IPアドレス設定ユーティリティ
が起動されます。

8 プリンタの電源を切り、〔次へ〕をクリックする

電源スイッチを「○」側に倒
して、プリンタの電源を切
り、〔次へ〕をクリックする

プリンタのTCP/IP 設定がDHCP 自動取得になっていることを
確認してから電源を切ってください。

9 IPアドレスを入力し〔次へ〕をクリックする

IPアドレスを入力する
半 角 数 字 と ピ リ オ ド で
「XXX.XXX.XXX.XXX」の形式で入
力します。IPアドレス以外は省
略できます。

MACアドレスを入力する
半角英数字12文字（間に「:」を
入れない）で入力します。
MACアドレスは「設定の一覧」を
参照してください。
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10 プリンタの電源を入れる
電源スイッチを「｜」側に倒
して、プリンタの電源を入れ
る
「ステータス」欄の表示が「受付
け中」から「通信中」に変わり
ます。

11〔完了〕をクリックする
〔完了〕をクリックする

この後の手順でIPアドレスを固定するまでは電源を切ら

ないでください。仮設定のまま電源を切るとIPアドレス
が消えてしまいます。



48

第４章　ネットワークプリンタの設定

12 ポートを追加する
「IP を仮設定したプリンタの
ポートを追加する」を選択
し、〔次へ〕をクリックする
Printianaviネットワークポー
トモニタが起動します。
ポートの設定を行った後手順13
の処理へ進みます。

ポートの追加処理の詳細は、以下を参照してください。
LAN による印刷を行いたいとき
「LANポートの追加」（77ページ）参照

IPP による印刷を行いたいとき
「IPPポートの追加」（80ページ）参照

LPR印刷を行う場合は、ここでのポートの追加は不要です。
「ポートを追加しない」を選択してネットワークソフトウェア
を完了後、「第 5章 ネットワークソフトウェアのインストー
ルとネットワークポートの作成」の「LPR印刷の設定」に進ん
でください。

13 プリンタの追加処理を行う
「追加したポートに接続する
プリンタを追加する」を選択
し〔次へ〕をクリックする
プリンタドライバのインストー
ルを行います。
「第6章　プリンタドライバのイ
ンストール」（95ページ）へ進ん
でください。
※「プリンタを追加しない」を
選択し〔次へ〕をクリックす
ると手順 14 の画面へ進みま
す。
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14 完了処理を行う
いずれかを選択して〔完了〕
をクリックする
以降の操作は、それぞれのペー
ジに進んでください。

「Web ブラウザを起動してプリンタにIPアドレスを設定する」
を選択した場合

「Webブラウザによる設定」　（52ページ）参照

「Printianaviマネージャを起動してプリンタにIPアドレスを

設定する」を選択した場合（※）
「Printianavi マネージャによる設定」（50ページ）参照

（※）IPアドレス設定画面が他の画面の後ろにかくれている場
合があります。このような場合は、タスクバーに表示さ
れている「Printianaviネットワークソフトウェア」をク
リックしてください。

プリンタのネットワーク情報の詳細は、以下の条件を参考に
選んでください。
「Webブラウザを起動してプリンタにIPアドレスを設定する」

・IPPによる印刷を行う場合
・プリンタドライバを追加していない場合
・Web ブラウザ（Internet Explorer 4.0、Netscape 4.0 以
上）がインストールされている場合

「Printianaviマネージャを起動してプリンタにIPアドレスを

設定する」
・Web ブラウザがインストールされていない場合
・プリンタドライバの追加を行っている場合
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Printianaviマネージャによる設定
「ネットワークソフトウェアによる設定」の手順14で「Printianaviマ
ネージャを起動してプリンタにIPアドレスを設定する」を選択したとき
は、Printianavi マネージャが起動します。
次の手順で設定を行ってください。

1 設定を行うプリンタのネットワーク情報を表示させる

ネットワーク情報
が表示されます�

一覧から設定するプリンタを
選択する

〔ネットワーク〕タブをク
リックする
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2 TCP/IP設定を選択し、パスワードを入力する

「TCP/IP設定」を選択する

〔パスワード〕をクリックす
る

パスワードを入力後〔OK〕を
クリックする
初期設定はパスワードが設定さ
れていません。何も入力せず
〔OK〕をクリックしてください。

3 IPアドレスを入力し〔更新〕をクリックする

〔I P アドレスを指定〕をク
リックし設定を行う
半 角 数 字 と ピ リ オ ド で
「XXX.XXX.XXX.XXX」の形式で入
力します。IPアドレス以外は省
略できます。

〔更新〕をクリックする

〔はい〕をクリックする
プリンタに設定内容が反映されます。

Printianaviマネージャがもつ機能の詳細については、添付の
CD-ROMのソフトウェアマニュアル「第3章　Printianavi マ
ネージャ」参照

以降の操作は接続、運用形態に合わせてそれぞれ進んでください。
LANによる直接印刷を行いたいとき
各パソコンで「ネットワークソフトウェアのインストール」
（58ページ）の一般ユーザ向けの設定を行ってください。
サーバ経由でLANによる印刷を行いたいとき
「プリンタの共有の設定」でサーバ側の設定（Windows 95/
98/Meは（102ページ）、Windows 2000は（105ページ）、
Windows NT4.0は（111ページ））を行ってください。
IPPによる印刷を行いたいとき
「プリンタのURL設定（IPP のみ）」（54ページ）を行ってください。
LPR 印刷を行いたいとき（Windows 2000/NT4.0、NetWare5）
「LPR印刷の設定」（88ページ）参照
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Webブラウザによる設定
「ネットワークソフトウェアによる設定」の手順14で「Webブラウザを
起動してプリンタに固定のIPアドレスを設定する」を選択したときは、
お使いの Webブラウザが起動し、Printia LASER Internet Service の
画面が表示されます。
次の手順で設定を行ってください。

1　管理者モードに切り替える
※画面の例は Internet Explorerです。

「管理者モード」をクリック
する
ユーザー名に「xladmin」と入
力後、〔OK〕をクリックする
初期設定ではパスワードが設定
されていません。パスワードに
は何も入力しないで〔OK〕をク
リックしてください。
※ユーザー名は、常に「xladmin」
固定です。
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2　TCP/IPの設定画面を表示し、IPアドレスを確定する
〔ネットワーク情報〕の〔基本
情報〕をクリックする

「DHCP自動取得」の「解除」を
クリックする
一時的に割り当てたIPアドレス
を確定するには、「DHCP 自動取
得」を「解除」に設定します。
※IPP による印刷を行う場合は
同時にプリンタのURL の設定
を行うことをおすすめしま
す。

「プリンタのURL設定
（IPPのみ ）」の手順3
（56 ページ）参照

〔設定〕をクリックする

〔OK〕をクリックする
プリンタに設定内容が反映さ
れ、リセットされます。

プリンタのリセット後、「プリンタの設定は更新されました」と表示さ
れたら、設定は終了です。

Printia LASER Internet Serviceの詳細については、ヘルプ
または添付CD-ROMのソフトウェアマニュアル「第4章 Printia
LASER Internet Service」参照

以降の操作は接続、運用形態に合わせてそれぞれ進んでください。
LANによる直接印刷を行いたいとき
各パソコンで「ネットワークソフトウェアのインストール」
（58ページ）の一般ユーザの設定を行ってください。
サーバ経由でLANによる印刷を行いたいとき
「プリンタの共有の設定」でサーバ側の設定（Windows 95/
98/Meは（102ページ）、Windows 2000は（105ページ）、
Windows NT4.0は（111ページ））を行ってください。
IPPによる印刷を行いたいとき
「プリンタのURL設定（IPP のみ）」（54ページ）を行ってください。
LPR印刷を行いたいとき（Windows 2000/NT4.0、NetWare5）
「LPR印刷の設定」（88ページ）参照
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プリンタのプリンタのプリンタのプリンタのプリンタのURLURLURLURLURL設定設定設定設定設定（（（（（IPPIPPIPPIPPIPPのみ）のみ）のみ）のみ）のみ）
インターネットに接続されたプリンタに直接印刷を行うには、IPPを使
用します。
ここでは、IPP印刷を行うときに必要なプリンタのURLの設定について
説明します。

準　備

設定の前に、次のことを確認してください。

確認事項 内　容
Webブラウザ プリンタのURL の設定や確認に使用します。

あらかじめNetscape 4.0 以上、またはInternet
Explorer 4.0 以上の製品版Webブラウザをインス
トールしておいてください。

プリンタの IPアドレス設定 プリンタにIPアドレスを設定しておきます。
設定方法については、「IPアドレスの設定方法」
（36ページ）を参照してください。

プリンタのURL IPPポートの印刷先に指定するプリンタのURL で
す。
プリンタのURL は、次のどちらかの書式で指定し
ます。（日本語 /英数字を含め半角63文字または
全角31文字以内）
なお、プリンタのURL に含まれるIPPプリンタ名
には、任意の名前を指定してください。
（初期値は「IPP」です。）
・DNS サーバにプリンタのホスト名を登録してあ
るとき
書式：「プリンタのホスト名＋ドメイン名」＋

「/」＋「IPPプリンタ名」
例 ：xlprn.xxx.fujitsu.com/xlprn1

（プリンタのホスト名＋ドメイン名が
xlprn.xxx.fujitsu.com、IPPプリンタ名
がxlprn1のとき）

・DNS サーバにプリンタのホスト名を登録してい
ないとき
書式：「プリンタ IPアドレス」＋「/」＋「IPP

プリンタ名」
例 ：192.168.0.11/xlprn1

（プリンタの IPアドレスが
192.168.0.11、IPPプリンタ名が xlprn1
のとき）
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1 Webブラウザを起動し、Printia LASER Internet Serviceを
表示する

Webブラウザを起動し、次のどちらかの方法でPrintia LASER Internet
Serviceの URL を指定します。

・DNSサーバで登録した名前を指定する場合

「http://」の後に、DNSサーバで設定したプリンタのホスト名＋ドメ
イン名を指定します。
例：http://xlprn.xxx.fujitsu.com
(ホスト名：xlprn、ドメイン名：xxx.fujitsu.comの場合)

・IPアドレスで指定する場合

「http://」の後に、直接プリンタのIPアドレスを指定します。
例：http://192.168.0.11
（プリンタのIPアドレスが192.168.0.11の場合）

指定した URL でプリンタに正しく接続されると、Printia LASER
Internet Serviceの画面が表示されます。

2 管理者モードに切り替える
※画面の例はInternet Explorerです。

「管理者モード」をクリック
する

ユーザー名に「xladmin」と入
力後、〔OK〕をクリックする
初期設定ではパスワードが設定
されていません。パスワードに
は何も入力しないで〔OK〕をク
リックしてください。
※ユーザー名は、「xladmin」固
定です。
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3 TCP/IPの設定画面を表示し、プリンタのURLを設定する

〔ネットワーク情報〕の〔基本
情報〕をクリックする

「プリンタのURL」を設定する

設定したプリンタのURLは、ポー
トの設定で使用するため、控え
ておくことをおすすめします。

〔設定〕をクリックする

プリンタに設定内容が反映さ
れ、リセットされます。

プリンタのリセット後、「プリンタの設定は更新されました」と表示さ
れたら、設定は終了です。

・IPP プリンタ名には、半角空白および次の文字は使えませ
ん。
；／？：＠＆＝＋＄，｛｝｜￥＾［］’〈〉＃％”

・〔アドレス取込み〕ボタンをクリックすると、Web ブラウ
ザで表示されているアドレスを「プリンタのURL」に反映
することができます。（管理者モードのみ）
※IPP プリンタ名が指定されていない場合は、初期値の
「ipp」をIPP プリンタ名として付加します。

Printia LASER Internet Service の詳細については、ヘルプ
または添付CD-ROMのソフトウェアマニュアル「第４章 Printia
LASER Internet Service」参照

以降の操作はそれぞれの場合に応じて進んでください。
・IPアドレスをネットワークソフトウェアで設定し、ポートの追加とプ
リンタドライバのインストールを行った場合

「ネットワークソフトウェアのインストール」（58ページ）の
各クライアント（パソコン）で一般ユーザ向けの設定を行っ
てください。

・上記以外の場合
引き続き「ネットワークソフトウェアのインストール」（58
ページ）でプリンタ管理者向けの設定を行ってください。



第5章
ネットワークソフトウェアの

インストールとネットワークポートの追加

この章では、ネットワークソフトウェアのインス
トール方法とネットワークポートの追加および設
定変更について説明します。
※ 本章の中では、ネットワークソフトウェアを本ソフトウェアと表記しま
す。

ネットワークソフトウェアのインストールネットワークソフトウェアのインストールネットワークソフトウェアのインストールネットワークソフトウェアのインストールネットワークソフトウェアのインストール ............... 5858585858
新規インストール .......................... 59
コンポーネントの追加、削除 ................ 72

ポートの追加ポートの追加ポートの追加ポートの追加ポートの追加 ................................................................................................................................................. 7676767676
LANポートの追加 ........................... 77
IPPポートの追加 ........................... 80

プリンタの接続方法を変更するときプリンタの接続方法を変更するときプリンタの接続方法を変更するときプリンタの接続方法を変更するときプリンタの接続方法を変更するとき
（（（（（印印印印印刷刷刷刷刷先先先先先ポポポポポーーーーートトトトトののののの追追追追追加加加加加ととととと変変変変変更更更更更）））））....................................................... 8484848484
Windows 95/98/Meのとき.................... 84
Windows 2000/NT4.0のとき.................. 86

LPRLPRLPRLPRLPR印刷の設定印刷の設定印刷の設定印刷の設定印刷の設定 ............................................................................................................................................ 8888888888
Windows 2000/NT4.0のとき.................. 88
NetWare5のとき ............................ 92
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ネットワークソフトウェアのインストールネットワークソフトウェアのインストールネットワークソフトウェアのインストールネットワークソフトウェアのインストールネットワークソフトウェアのインストール
本ソフトウェアは LAN の設定、IPP 設定、および管理機能に必要なモ
ジュールとプリンタドライバを、一括してインストールするアプリケー
ションです。

本ソフトウェアは以下のときに使用します。
･ LAN（TCP/IP）に直接接続して印刷する場合
･ IPP での印刷を行う場合
･サーバ上にある複数のプリンタをパソコンから管理（プリントサー
バ運用）する場合

ネットワークソフトウェアは以下の3つで構成されています。運用形態、
環境に合わせて選択してください。
セットアップタイプ 設定環境 インストールされるもの
一般ユーザ向け クライアント側の設定 ・Printianaviネットワーク

ポートモニタ（*1）
・Printianaviマネージャプ
リンタ状態表示機能（*2）
・ポートの追加
・プリンタドライバ

プリンタ管理者向け サーバ側の設定 ・Printianaviネットワーク
ポートモニタ
・Printianaviマネージャプ
リンタ状態表示機能（*2）
＋プリンタ管理機能（*3）
・IP設定ユーティリティ（*4）
・ポートの追加
・プリンタドライバ

カスタム 個別の機能（管理者 ・Printianaviネットワーク
機能・ポート作成） ポートモニタ
の設定 ・Printianaviマネージャプ
（すべて選択制） リンタ状態表示機能

・Printianaviマネージャプ
リンタ管理機能
・IP設定ユーティリティ
・ポートの追加
・プリンタドライバ

* 1 ：LAN（TCP/IP）やIPPで接続したXLプリンタに対し、印刷先のポー
トを作成するのに必要なソフトウェアです。

* 2 ：プリンタの状態を表示する機能です。
* 3 ：ネットワークに関する設定を行う機能です。
* 4 ：IPアドレスを設定していないプリンタを、LAN（TCP/IP）やIPPに

接続したとき、一時的に（電源を切るまでの間）IPアドレスを割
り当てます。
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新規インストール

準　備
ここでは、管理機能について必要なモジュールとプリンタドライバを一
括してインストールする方法を説明します。

あらかじめIPアドレスを設定しておいてください。

IPアドレスの設定方法は、「第4章 ネットワークプリンタの設
定」（33ページ）参照

インストールするには本プリンタに添付のCD-ROM が必要で
す。

インストール

プリンタの電源を入れて以下の操作をします。

1 添付のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットし、ネットワーク
ソフトウェアを起動する

〔ネットワークソフトウェア〕
をクリックする

上図のような画面が自動的に表示されない場合は、エクスプ
ローラでCD-ROMの直下のSetup.exe（CD-ROMドライブがD:の
ときは「D:¥Setup.exe」）を実行して表示させてください。
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2 〔次へ〕をクリックし、インストール先の選択画面でインス
トール先を選択する

Printianaviネットワークソ
フトウェアのイントール先を
選択し、〔次へ〕をクリックし
ます。

3 セットアップタイプを選択する

セットアップタイプを選択
し、〔次へ〕をクリックする
それぞれの説明の項目へ進んで
ください。
一般ユーザ向け ....61 ページ
プリンタ管理者向け
..................64 ページ
カスタム ..........68 ページ
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一般ユーザ向け

1 スタートアップに登録する
Printianaviマネージャをス
タートアップに登録するかど
うかを選択し、〔次へ〕をク
リックする
スタートアップに登録しておく
とWindows起動時にPrintianavi
マネージャが最小化された状態
で起動されます。

2 プログラムフォルダを指定する
プログラムフォルダを指定
し、〔次へ〕をクリックする
※ここで指定した名前がスター
トメニューに追加されます。
初期設定は「Printianavi
V 5 . 1 ¥ ネットワークソフト
ウェア」です。

ファイルのコピーが開始されま
す。
〔キャンセル〕をクリックすると
インストールは中断されます。

Printianavi V3.1 以前と置き換える場合は、ファイルのコ
ピーが終了するとWindowsの再起動を要求する画面が表示さ
れます。
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3 旧バージョンを削除する

左の画面が出たら、〔はい〕を
クリックして先へ進む

「はい、今すぐコンピュータ
を再起動します」、「いいえ、
あとでコンピュータを再起動
します」のいずれかを選択
し、〔完了〕をクリックする

「はい、今すぐコンピュータを再起動します」を選択すると
Windowsを再起動後、手順4の処理から自動的に再開されま
す。（※）
「いいえ、あとでコンピュータを再起動します」を選択する
と、インストールは終了します。
なお、再起動を行わない場合の動作保証はされませんので、
プリンタを使用する前に必ず再起動してください。

（※）Windows再起動後ポートの追加画面が他の画面の後ろに
かくれている場合があります。そのような場合は、タス
クバーに表示されている「Printianaviネットワークソフ
トウェア」をクリックしてください。
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4 ポートを追加する

「ポートを追加する」を選択
して〔次へ〕をクリックする
Printianavi ネットワークポー
トモニタが起動します。
ポートの追加処理を行った後、
手順5の画面へ進みます。
※「ポートの追加を行わない」を
選択して〔次へ〕をクリック
するとポートは追加されず手
順5の画面へ進みます。

ポートの追加処理の詳細は、以下を参照してください。
LANによる印刷を行いたいとき

「LANポートの追加」（77ページ）参照

IPPによる印刷を行いたいとき

「IPPポートの追加」（80ページ）参照

5 プリンタを追加する

「プリンタを追加する」を選
択し〔次へ〕をクリックする
プリンタの追加（プリンタドライ
バのインストール）を行います。
「第6章　プリンタドライバのイ
ンストール」（95ページ）へ進ん
でください。
※「プリンタの追加を行わない」
を選択し〔次へ〕をクリック
すると手順6の画面へ進みま
す。

6 完了処理を行う

〔完了〕をクリックする
インストールを完了します。
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プリンタ管理者向け

1 スタートアップに登録する

Printianaviマネージャをス
タートアップに登録するかど
うかを選択し、〔次へ〕をク
リックする
スタートアップに登録しておく
とWindows起動時にPrintianavi
マネージャが最小化された状
態で起動されます。

2 プログラムフォルダを指定する
プログラムフォルダを指定
し、〔次へ〕をクリックする
※ ここで指定した名前がスター
トメニューに追加されます。
初期設定は「Printianavi
V5.1¥ ネットワークソフト
ウェア」です。

ファイルのコピーが開始されま
す。

〔キャンセル〕をクリックすると
インストールは中断されます。

Printianavi V3.1以前と置き換える場合は、ファイルのコ
ピーが終了するとWindowsの再起動を要求する画面が表示さ
れます。
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3 旧バージョンを削除する
左の画面が出たら、〔はい〕をク
リックして先へ進みます

「はい、今すぐコンピュータ
を再起動します」、「いいえ、
あとでコンピュータを再起動
します」のいずれかを選択
し、〔完了〕をクリックする

「はい、今すぐコンピュータを再起動します」を選択すると
Windows を再起動後、手順 4 の操作から自動的に再開されま
す。(※)
「いいえ、あとでコンピュータを再起動します」を選択する
と、インストールは終了します。
なお、再起動を行わない場合の動作保証はされませんので、
プリンタを使用する前に必ず再起動してください。

（※）Windows再起動後プリンタのIPアドレスの仮設定画面が
他の画面の後ろにかくれている場合があります。そのよ
うな場合は、タスクバーに表示されている「Printianavi
ネットワークソフトウェア」をクリックしてください。
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4 「IPアドレスを設定しない」を選択する

「IP アドレスを設定しない」
を選択し、〔次へ〕をクリック
する

あらかじめIPアドレスを設定していない場合は、ここで「IP
アドレスを設定する」を選択し、IPアドレスの設定を行うこ
とができます。

設定方法については、「第4章 ネットワークプリン
タの設定」の「ネットワークソフトウェアによる設
定」の手順 7～11（46 ページ）参照

5 ポートを追加する

「ポートを追加する」を選択
して〔次へ〕をクリックする
Printianaviネットワークポー
トモニタが起動します。
ポートの追加処理を行った後、
手順6の画面へ進みます。
※「ポートを追加しない」を選
択して〔次へ〕をクリックす
るとポートは追加されず手順
6の画面へ進みます。

ポートの追加処理の詳細は、以下を参照してください。
LAN による印刷を行いたいとき
「LANポートの追加」（77ページ）参照

IPP による印刷を行いたいとき

「IPPポートの追加」（80ページ）参照
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6 プリンタを追加する

「プリンタを追加する」を選
択し〔次へ〕をクリックする
プリンタの追加（プリンタドライ
バのインストール）を行います。
「プリンタドライバのインス
トール」の手順3（97ページ）へ
進んでください。
※「プリンタを追加しない」を
選択し〔次へ〕をクリックす
ると、手順7の画面へ進みま
す。

7 完了処理を行う

〔完了〕をクリックする
インストールが完了します。
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カスタム

ユーザがインストールしたいコンポーネントを選べるモードです。

1 インストールしたいコンポーネントにチェックを付け〔次
へ〕をクリックする

「プリンタ管理機能」にチェックを付けると「プリンタ状態表
示機能」も同時にチェックされます。

2 スタートアップに登録する

Printianaviマネージャをス
タートアップに登録するかど
うかを選択し、〔次へ〕をク
リックする
スタートアップに登録しておく
とWindows起動時にPrintianavi
マネージャが最小化された状
態で起動されます。

※この画面は「Printianaviマネージャ」をチェックした場合に表示さ
れます。
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3 プログラムフォルダを指定する

プログラムフォルダを指定
し、〔次へ〕をクリックする
※ここで指定した名前がスター
トメニューに追加されます。
初期設定は「Printianavi
V5.1¥ネットワークソフト
ウェア」です。

ファイルのコピーが開始されま
す。

〔キャンセル〕をクリックすると
インストールは中断されます。

Printianavi V3.1 以前と置き換える場合は、ファイルのコ
ピーが終了するとWindowsの再起動を要求する画面が表示さ
れます。
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4 旧バージョンを削除する

左の画面が出たら、〔はい〕をク
リックして先へ進みます

「はい、今すぐコンピュータ
を再起動します」、「いいえ、
あとでコンピュータを再起動
します」のいずれかを選択
し、〔完了〕をクリックする

「はい、今すぐコンピュータを再起動します」を選択すると
Windowsを再起動後、下記の操作から自動的に再開されます。
(※)
「いいえ、あとでコンピュータを再起動します」を選択する
と、インストールは終了します。
なお、再起動を行わない場合の動作保証はされませんので、
プリンタを使用する前に必ず再起動してください。

（※）Windows再起動後、設定画面が他の画面の後ろにかくれ
ている場合があります。そのような場合は、タスクバー
に表示されている「Printianaviネットワークソフトウェ
ア」をクリックしてください。

手順1「インストールしたいコンポーネントの選択」によっ
てこの先の処理画面は変わります。選択に合わせた手順へ
進んでください｡

「Printianaviマネージャ（プリンタ状態表示機能）」
「一般ユーザ向け」処理へ（61ページ）
（処理の中でポートの追加画面は飛ばされます）
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「Printianavi マネージャ（プリンタ管理機能）」

「プリンタ管理者向け」処理へ（64ページ）
（IP設定ユーティリティとポート追加画面は飛ばさ
れます）
「Printianavi ネットワークポートモニタ」
「一般ユーザ向け」の手順2の処理へ（61ページ）

「Printianavi IP設定ユーティリティ」のみの選択

「プリンタ管理者向け」の手順4へ（66ページ）
（処理の中のポートの追加画面は飛ばされます）

Printianaviネットワークポートモニタを選
択すると、ポートの追加およびプリンタの追
加処理画面が表示されます。選択していない
場合は、各々の選択処理画面の中でのポート
の追加画面が飛ばされて処理が進みます。
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コンポーネントの追加、削除

一度インストールしたネットワークソフトウェアのコンポーネントのイ
ンストール内容を変更したり、再セットアップをする場合、本ソフト
ウェアを起動すると変更、修正、削除選択画面が表示されます。

この機能はプリンタドライバの削除は行いません。

プリンタドライバの削除については、「新しいドラ
イバに置き換えるとき（プリンタドライバの削除）」
（212ページ）参照

1 目的に合わせて選択し
〔次へ〕をクリックする

変更 ........ コンポーネントの追加、インストール済みのコンポーネ
ントの削除をしたい場合

修正 ........ 現在インストールされているすべてのコンポーネントを
再インストールしたい場合

削除 ........ インストールしたすべてのコンポーネントを削除したい
場合
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変更を選択した場合
コンポーネントを追加するまたはインストールされているコンポーネン
トを削除します。

必要なコンポーネントを選択
し、削除したいコンポーネン
トはチェックをはずす

〔次へ〕をクリックする

画面の指示に従って進めてくだ
さい。

「新規インストール」
の「カスタム」（68ペー
ジ）参照

〔完了〕をクリックする
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修正を選択した場合

現在インストールされているすべてのコンポーネントを再インストール
します。

再インストールが終
了すると次の画面が
表示されます。�

〔完了〕をクリックする
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削除を選択した場合

現在インストールされているすべてのコンポーネントを削除します。

〔OK〕をクリックします

すべてのコンポーネ
ントを削除すると次
の画面が表示されま
す。�

〔完了〕をクリックする

削除を行うと、スタートメニューの登録も削除されます。

プリンタポートにネットワークポートを設定していると、中
断を示す画面が表示されます。この画面が表示されている間
に他のポートに設定し直して、〔再試行〕をクリックすると、
削除が再試行されます。
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ポートの追加ポートの追加ポートの追加ポートの追加ポートの追加
ここではネットワークポートの追加方法について説明します。
ネットワークポートには、LAN（TCP/IP）に直接接続して印刷する「LAN
ポート」とインターネットに接続されたプリンタに印刷する「IPPポー
ト」があります。
まず、下記の方法でポートの追加方法を選択してください。

プリンタのプロパティから印刷先ポートを追加する場合
OSによってポートの追加画面までの操作が異なります。操作については
「プリンタの接続方法を変更するとき」を参照してください。

Windows 95/98/Meのとき...... 84 ページ

Windows 2000/NT4.0のとき.... 86 ページ

Printianaviネットワークポート管理から印刷先ポートを追加する場合

1 Windowsを起動する
Windows 2000/NT4.0の場合は、管理者権限でログオンします。

2 Printianaviネットワークポート管理を起動し、ポートの追
加画面を表示する

〔スタート〕から〔プログラム〕〔Printianavi V5.1〕〔ネットワークソフト
ウェア〕〔Printianaviネットワークポート管理〕の順に選択します。

「Printianaviネットワークポート管理」が起動したら、〔ポートの追加〕
をクリックします。

〔ポートの追加〕をクリック
する

LAN（TCP/IP）に接続して印刷するとき

「LANポートの追加」処理へ（77ページ）

インターネットに接続されたプリンタに印刷するとき

「IPPポートの追加」処理へ（80ページ）
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LANポートの追加

LAN（TCP/IP）に直接接続して印刷を行うときの設定について説明しま
す。

1 接続先、ポート名を設定し〔OK〕をクリックする
IPアドレスまたはホスト名を
入力する
IPアドレスは半角数字とピリオ
ドで「XXX.XXX.XXX.XXX」の形式
で指定します。（各XXXは0～255
の範囲の半角数字）
ホスト名はネットワーク上で定
義されているプリンタのホスト
名を指定します。（最大255バイ
ト文字）

ポート名を入力する
システムに登録する任意のポー
ト名を日本語/半角英数字を含
め、63バイト文字または全角31
文字以内で指定します。

・ポート名を指定しなかった場合は、IPアドレスまたはホ
スト名入力域の設定情報の先頭に「Fjxl_」を付加したも
のをポート名として自動生成します。
・IPアドレスを設定するときに〔参照〕をクリックすると、
ネットワーク上に接続されているXLプリンタ装置を「プ
リンタの一覧」に表示することができます。
設定したいIPアドレスを選択して「接続先」に反映する
ことができます。

IPアドレスを選択し
て〔OK〕をクリックす
る
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・プリンタとの通信に必要な情報を設定する必要がある場合
は〔オプション〕をクリックし、必要箇所を入力してくだ
さい。

ポート番号 .....プリンタとの通信で使用するポート番号
を指定します。
通常は、標準値の9313のままにします。
変更する場合は、プリンタ側の設定
（ポート番号 1）と同じ値にしてくださ
い。

プリンタタイム ...プリンタからの応答を待ち合わせる時間
アウト監視時間 を60～ 7200秒の範囲で設定します。

標準値は300秒です。
標準に戻す .....この画面の設定値を標準値に戻します。

標準値は以下のとおりです。
・ポート番号：9313
・プリンタタイムアウト監視時間：300 秒
・プリンタのIPアドレス変更を
自動認識する：チェックあり

プリンタのIP ...チェックを付けると、プリンタとの通信
アドレス変更を 異常を検出した場合にはネットワークに
自動認識する 接続されたXLプリンタを検索し、XLプリ

ンタのIPアドレスが変更された場合には
変更後のIPアドレスを自動認識し、プリ
ンタとの通信を続行します。

プリンタ検索範囲... ネットワークに接続されたXLプリンタの
検索範囲を指定する画面を表示します。

Printianavi ネットワークポートモニタについては、添付CD-
ROM のソフトウェアマニュアル「第2章　Printianavi ネット
ワークポートモニタ」参照
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「ネットワークソフトウェアのインストール」より「ポートの
追加」を行った場合は、プリンタの追加処理画面にて「プリ
ンタの追加を行う」を選択し、手順 1で設定した LAN ポート
を指定してプリンタドライバをインストールします。

プリンタドライバのインストールについては「第6章
プリンタドライバのインストール」(95ページ)参照
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IPPポートの追加

1 IPPポートの設定を行う

「IPP」を選択する
「接続先」の表示が切り替わりま
す。

「プリンタのURL」を入力する
「プリンタの URL の設
定（IPPのみ）」（54ペー
ジ）参照

プリンタのURLは、次の方法で確認することができます。（プ
リンタに設定済みの場合のみ）
・Printia LASER Internet Serviceの〔ネットワーク設定〕
〔基本情報〕を参照する。
・「ネットワークプリンタの準備」（34ページ）で印刷した設
定情報（設定の印刷）を参照する。

必要に応じて次の設定を行います。

・プロキシサーバの設定
プリンタとの接続にプロキシサーバを使用する場合は、「プロキシ
サーバを使用する」にチェックを付け、〔プロキシ設定〕をクリック
します。〔プロキシ設定〕ダイアログボックスで、プロキシサーバの
設定を行ってください。

プロキシサーバのアドレス ... プロキシサーバの IPアドレス、ま
たはネットワーク上のホスト名を
入力します。

プロキシサーバのポート番号 .. プロキシサーバのポート番号を入
力します。
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継続通信モードを有効にする ....プロキシサーバによっては、継続
通信モードにすると正しく印刷で
きない場合があります。プリンタ
の接続確認はできているが、印刷
時に通信エラーとなったり、印刷
データがプリンタに通信されない
など印刷がうまく行かない場合は、
チェックを外すと正常に印刷でき
る場合があります。

標準として設定 ............. 現在入力されている設定値を標準
にする場合、クリックします。

標準に戻す .................〔標準として設定〕に設定した値に
戻します。標準値が設定されてい
ない場合は、空欄に戻します。

・ポート名の変更
「ポート名」には、初期値として「Fjxl_http://」＋「プリンタの
URL」が設定されます。
必要に応じて変更してください。（日本語/英数を含め半角63文字また
は全角31文字以内）

・バックスラッシュ、円記号(¥)、カンマ(,)記号が含まれる
ものおよび先頭が半角空白である文字列をポート名として
指定することはできません。
・Windows 95/98/Meの場合、すでに作成したポート名が含ま
れる文字列（「Fjxl_ipp1」があるとき、「Fjxl_ipp」や
「Fjxl_ipp11」など）をポート名として指定することはでき
ません。

・オプション
〔オプション〕をクリックすると、〔オプション〕ダイアログボック
スが表示されます。

プリンタタイムアウト監視時間 ....プリンタ装置からの応答を待ち合
わせる監視時間を、60 ～7200秒の
範囲で設定します。ここで指定し
た時間プリンタから何も応答がな
いときは、ネットワークが切断さ
れているとみなし、エラーを通知
します。
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接続の確認

ポートの追加またはポートの設定画面では、IPPポートの接続を確認す
ることができます。

あらかじめプリンタをネットワークに接続し、電源を入れて
おいてください。

ポートの追加画面終了後に確認を行うには、ポートの設定画面を次の手
順で表示してください。

1 Windowsを起動する
Windows 2000/NT4.0の場合は、管理者権限でログオンします。

2 〔スタート〕から〔プログラム〕〔Printianavi V5.1〕〔ネッ
トワークソフトウェア〕〔Printianaviネットワークポート管
理〕の順に選択する

3 確認を行うポートを選択し、〔ポートの構成〕をクリックす
る

ここをクリックする
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4 接続の確認をする

〔接続確認〕をクリックする
プリンタと正常に接続される
と、「指定されたプリンタと接
続できました」と表示されま
す。
確認が終わったら、〔OK〕をク
リックします。

接続の確認で指定されたプリンタと接続できない場合は、次
の点を確認してください。
・指定したプリンタのURLが間違っていませんか
・プロキシサーバの設定が間違っていませんか
・プリンタの電源が投入されていますか

IPP での印刷を行う場合は、次の点にご注意ください。
・プリンタドライバは、XL-5730/5330用のものをご使用く

ださい。他の機種用のプリンタドライバから印刷するこ
とはできません。

・XLシリーズ以外のIPP 対応プリンタで接続確認が行え

る場合でも印刷は保証されません。
PrintianaviネットワークポートモニタでのIPP印刷

は、XLシリーズのIPP 対応プリンタへ印刷するときの
みご使用ください。
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プリンタの接続方法を変更するときプリンタの接続方法を変更するときプリンタの接続方法を変更するときプリンタの接続方法を変更するときプリンタの接続方法を変更するとき
（（（（（印刷先ポートの追加と変更）印刷先ポートの追加と変更）印刷先ポートの追加と変更）印刷先ポートの追加と変更）印刷先ポートの追加と変更）

プリンタの接続方法を変更するときは、印刷先ポートの設定を変更する
必要があります。また、プリンタがLAN（TCP/IP）に直接接続されてい
る場合やサーバ経由で印刷する場合には、ポートを追加する必要があり
ます。

Windows 95/98/Meのとき

パソコンのOSがWindows 95/98/Meのときに、プリンタの印刷先ポート
を追加および変更する手順は次のとおりです。

設定方法

1 〔スタート〕から〔設定〕〔プリンタ〕の順に選択し、印刷先
ポートを変更するプリンタをクリックする

2 〔ファイル〕メニューか
ら〔プロパティ〕を選択
し、〔詳細〕タブをクリッ
クする

3 「印刷先のポート」の▼
をクリックして、一覧を
表示する

新しい印刷先に指定するポート
が一覧にある場合は、選択して
〔OK〕をクリックしてください。
一覧にない場合は、手順４に進
んでください。
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4 〔ポートの追加〕をクリックする
以降の手順は、プリンタの接続方法（印刷方法）によって設定が異なり
ます。それぞれの手順に従ってください。

サーバ経由で印刷するとき
サーバの共有プリンタに印刷する場合の設定です。

「ネットワーク」を選択後、〔参
照〕をクリックして共有プリン
タを選択する、またはネット
ワークパスを入力して〔OK〕を
クリックします。
入力形式は「¥¥サーバのネット
ワークコンピュータ名¥プリン
タの共有名」です。

NetWareで印刷する場合の入力形式は、「¥¥ファイルサーバ
名¥プリントキュー」です。

LAN/IPP接続プリンタに印刷するとき
1「その他」を選択後、「追加す
る ポ ー ト の 種 類 」 で
「Printianavi Network Port」
を選択して〔OK〕をクリック
する

「Printianavi Network Port」が
表示されない場合は、Printia-
naviネットワークポートモニタを
インストールしてください。

「ネットワークソフトウェ
アのインストール」（5 8
ページ）参照

2 目的に合わせて接続先とポート名を入力し、終わったら〔OK〕をク
リックする
ポートの追加処理の詳細は、以下を参照してください。

LANによる印刷を行いたいとき
「LAN ポートの追加」（77ページ）参照

IPPによる印刷を行いたいとき
「IPP ポートの追加」（80ページ）参照
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Windows 2000/NT4.0のとき

パソコンのOSがWindows 2000/NT4.0のときに、プリンタの印刷先ポー
トを追加および変更する手順は次のとおりです。

設定方法

管理者権限でログオンし、次の操作をします。
※ 画面はWindows 2000の場合です。

1 〔スタート〕から〔設定〕〔プリンタ〕の順に選択し、印刷先
ポートを変更するプリンタをクリックする

2 〔ファイル〕メニューか
ら〔プロパティ〕を選択
し、〔ポート〕タブをク
リックする

3 「印刷するポート」の一
覧から、新しい印刷ポー
トを選択する

新しい印刷先に指定するポート
が一覧にある場合は、ポートの
横をチェックして〔O K〕をク
リックしてください。
一覧にない場合は、手順４に進
んでください



第５章　ネットワークソフトウェアのインストールと
ネットワークポートの作成

87

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

付

14

セ
ッ
ト
ア
ッ
プ
編

4 〔ポートの追加〕をクリックする
以降の手順は、プリンタの接続方法（印刷方法）によって設定が異なり
ます。それぞれの手順に従ってください。

サーバ経由で印刷するとき
サーバの共有プリンタに印刷する場合の設定です。

1「利用可能なポートの種類」
（Windows NT4.0は「利用可能
なプリンタポート」）から
「Local Port」を選択して〔新
しいポート〕をクリックする

2 ネットワークパスを入力して
〔OK〕をクリックする
入力形式は「¥¥サーバのネッ
トワークコンピュータ名¥プ
リンタの共有名」です。

NetWareで印刷する場合の入力形式は、「¥¥ファイルサーバ名
¥プリントキュー名」です。

LAN/IPP接続プリンタに印刷するとき
1「利用可能なポートの種類」
（Windows NT4.0は〔利用可能
なプリンタポート〕）から
「Printianavi Network Port」
を選択して〔新しいポート〕
をクリックする

「Printianavi Network Port」が表示されない場合は、
Printianaviネットワークポートモニタをインストールして
ください。

「ネットワークソフトウェアのインストール」
（58ページ）参照

2 目的に合わせて接続先とポート名を入力し、終わったら〔OK〕をク
リックする
ポートの追加処理の詳細は、以下を参照してください。

LANによる印刷を行いたいとき

「LAN ポートの追加」（77ページ）参照

IPPによる印刷を行いたいとき

「IPP ポートの追加」（80ページ）参照
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LPRLPRLPRLPRLPR印刷の設定印刷の設定印刷の設定印刷の設定印刷の設定
ここでは、Windows 2000/NT4.0やNetWare環境からのLPR印刷の設定に
ついて説明します。

Printianavi機能はご使用になれませんので、あらかじめご了
承ください。

Windows 2000/NT4.0のとき

準　備

プリンタのIPアドレス設定
プリンタにIPアドレスを設定しておきます。設定したIPアドレスは固
定にしてください。

設定方法については、「IPアドレスの設定方法」（36ページ）参
照

サービスの組み込み
Windows 2000 のとき
「UNIX用印刷サービス」と「簡易TCP/IPサービス」を組み込んでおき
ます。次の手順で確認と組み込みを行います。

1 〔オプションネットワークコンポーネント〕ウィザードを表
示する

〔スタート〕から〔設定〕〔ネットワークとダイヤルアップ接続〕の順に
選択し、〔ネットワークとダイヤルアップ接続〕フォルダの〔詳細設定〕
メニューから〔オプションネットワークコンポーネント〕を選択しま
す。

2 「UNIX用印刷サービス」が組み込まれているか確認する
〔そのほかのネットワークファイルと印刷サービス〕を選択し、〔詳細〕
をクリックして「UNIX用印刷サービス」が組み込まれているか（チェッ
クボックスがチェックされているか）確認します。
組み込まれていないときは、チェックして〔OK〕をクリックします。
すでに組み込まれているときは、〔キャンセル〕をクリックします。
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3 「簡易TCP/IPサービス」が組み込まれているか確認する
〔ネットワークサービス〕を選択し、〔詳細〕をクリックして「簡易TCP/
IPサービス」が組み込まれているか（チェックボックスがチェックされ
ているか）確認します。
組み込まれていないときは、チェックして〔OK〕をクリックします。
すでに組み込まれているときは、〔キャンセル〕をクリックします。

以降は、〔次へ〕をクリックして画面の指示に従って、操作をしてくだ
さい。

Windows NT4.0のとき
「Microsoft TCP/IP印刷サービス」と「簡易TCP/IPサービス」を組み
込んであることが必要です。

1 〔ネットワーク〕画面を表示する
〔スタート〕から〔設定〕〔コントロールパネル〕の順に選択し、〔ネッ
トワーク〕をダブルクリックします。

2 「Microsoft TCP/IP印刷」と「簡易TCP/IPサービス」が組み
込まれていることを確認する

〔サービス〕タブをクリックして表示される「ネットワークサービス」の
一覧に、「Microsoft TCP/IP印刷」と「簡易TCP/IPサービス」が表示さ
れることを確認します。表示されない場合は、組み込んでください。

手　順

1 Windows 2000/NT4.0を起動し、管理者権限でログオンする

2 添付のCD-ROM を CD-ROM ドライブにセットし、プリンタド
ライバをインストールする

〔プリンタドライバ〕をク
リックする
プリンタドライバのインストー
ル画面が表示されます。
インストールするプリンタを選
択後、プリンタの設定で、ポー
ト名は「LPT1:」を選択してくだ
さい。

以降は画面の指示に従ってイン
ストールします。
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3 プリンタのポートの設定を変更する

1〔スタート〕から〔設定〕〔プリンタ〕の順に選択し、LPR印刷を行う
プリンタを選択します。

2〔ファイル〕メニューで〔プロパティ〕を選択し、プリンタのプロパ
ティを表示します。

3〔ポート〕タブをクリックし、「双方向サポートを有効にする」の
チェックをはずします。
※画面の例はWindows 2000の場合です。

チェックを外す

4〔ポートの追加〕ボタンをクリックし、〔プリンタポート〕ダイアログ
ボックスから、「LPR Port」を選択して〔新しいポート〕ボタンをク
リックします。

〔LPR互換プリンタの追加〕ダイアログボックスが表示されます。
次の内容を入力し、〔OK〕をクリックします。

プリンタの電源を入れ、ネットワークに接続されている状

態にしておいてください。
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LPR互換プリンタの追加画面

IPアドレスを入力する
プリンタのIPアドレスを半角数
字とピリオドで「XXX.XXX.XXX.
XXX」の形式で入力します。

「LP」と入力する

「サーバーのプリンタ名または印刷キュー」(Windows NT4.0は
「サーバーのプリンタ名またはプリンタキュー名」)には、必ず
半角英字で「LP」と入力してください。プリンタLANカード
XL-LN100やプリンタLANアダプタFM-LNA100/110の場合の設
定「LPT1.NB.NT.NFF」とは異なりますのでご注意ください。

4 印刷データのスプール方法を変更する
・Windows 2000のとき
プリンタのプロパティから〔詳細設定〕タブをクリックし、「印刷ド
キュメントをスプールし、プログラムの印刷処理を高速に行う」と
「全ページ分のデータをスプールしてから、印刷データをプリンタに
送る」を選択します。

・Windows NT4.0のとき
プリンタのプロパティから〔スケジュール〕タブをクリックし、「印
刷ドキュメントをスプールし、プログラムの印刷処理を高速に行う」
と「全ページ分のデータをスプールしてから、印刷データをプリンタ
に送る」を選択します。

設定が終わったら〔OK〕をクリックし、プリンタのプロパティを終了
します。
以上で設定は終了です。テスト印刷を行い、正常に印刷されることを
確認してください。
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NetWare5のとき

本プリンタは、Novell NetWare5のNDPSを使用してTCP/IP環境でのLPR
印刷が可能です。

ここでは、本プリンタをNovell NetWare5のNDPSで使用する場合のNDPS
プリンタの作成手順（管理者のみ）について説明します。NDPSに関する
詳細な情報につきましては、Novell NetWare5のマニュアルを参照して
ください。なお、本設定での印刷では、Printianaviの機能はご使用に
なれませんのでご了承ください。

準　備

プリンタのIPアドレス設定
プリンタにIPアドレスを設定しておきます。設定したIPアドレスは固
定にしてください。

設定方法については、「IPアドレスの設定方法」（36ページ）参
照

NDPSのセットアップ
あらかじめ、NDPSをサーバにセットアップしておいてください。セット
アップ方法については、Novell NetWare5のマニュアルを参照してくだ
さい。

手　順

NDPSマネージャの作成を行ってから、NDPSプリンタの作成を行います。

NDPSマネージャの作成

1 NetWareアドミニストレータを起動する
¥SYS¥PUBLIC¥WIN32¥NWADMN32.EXEを実行してください。

2 〔オブジェクト〕から〔作成〕をクリックする

3 〔NDPS Manager〕をクリックし〔OK〕をクリックする
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4 NDPSマネージャ名、常駐先サーバ、データベースボリューム
を設定する

NDPSマネージャ名............... 適当な名前を入力します。
常駐先サーバ ................... 右の〔参照〕をクリックし、適当な

サーバを選択します。
データベースボリューム ......... 右の〔参照〕をクリックし、適当な

ボリュームを選択します。

設定が終わったら、〔作成〕をクリックしてください。

NDPSプリンタの作成

1 〔オブジェクト〕から〔作成〕をクリックする

2 〔NDPS Printer〕をクリックし、〔OK〕をクリックする

3 NDPSプリンタ名、プリンタエージェントのソースを設定する
NDPSプリンタ名................. 適当な名前を入力します。
プリンタエージェントのソース ...「新規プリンタエージェントを作成

する」を選択します。

設定が終わったら、〔作成〕をクリックしてください。

4 NDPSマネージャ名とゲートウェイタイプを設定する
NDPSマネージャ名............... 右の〔参照〕をクリックし、先ほど

作成したNDPSマネージャを選択し
ます。

ゲートウェイタイプ .............「Novellプリンタゲートウェイ」を
クリックします。

設定が終わったら、〔OK〕をクリックしてください。

5 NDPSマネージャをロードする
「NDPSマネージャがロードされていません。ロードしますか？」という
意味の警告が表示されます。ここでは〔OK〕をクリックし NDPSマネー
ジャをロードしてください。

6 プリンタタイプは「なし」、ポートハンドラタイプは「Novell
ポートハンドラ」を選択し、〔OK〕をクリックする
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7 接続タイプ、ホストアドレス、プリンタ名を設定する
接続タイプ ................「リモート（IP上でLPR）」を選択します。
ホストアドレス ............本プリンタのIPアドレスを入力します。
プリンタ名 ................「LP」と入力します。

設定が終わったら、〔完了〕をクリックしてください。

8 〔プリンタドライバの選択〕画面で、接続したプリンタを選
択する

一覧にない場合は「なし」を選択してください。（ブローカーのリソー
ス管理サービスを使用して、プリンタドライバを追加することができま
す。詳細は Novellのマニュアルを参照してください。）
プリンタの選択が終わったら、〔続行〕をクリックし、〔OK〕をクリック
してください。

以上で、作成した NDPSプリンタを出力先に指定して印刷ができます。



第6章
プリンタドライバの

インストール

この章では、パソコンにプリンタドライバ
（Printia XLドライバ）をインストールする手
順について説明します。

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プリンタドライバのインストール ....................................................... 9696969696
準  備 .................................... 96
インストールの手順 ........................ 96
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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プリンタドライバのインストール
ここではプリンタドライバのインストール方法を説明します。

・ネットワークソフトウェアですでにプリンタドライバをイ
ンストールしている場合は、この処理を行う必要はありま
せん。

・プリンタドライバをインストールすると、同時に
Printianavi印刷ログビューアもインストールされます。

印刷ログ機能の詳細については、添付CD-ROMのソフ
トウェアマニュアル「第1章 Printianavi の設定」
の「印刷ログ機能」参照

準  備
プリンタドライバのインストールには、本プリンタに添付のCD-ROMが必
要です

インストールの手順

ここでは、CD-ROMからプリンタドライバをインストールする方法につい
て説明します。
プリンタドライバのインストールは次の手順で行います。

テスト印刷を行う場合は、プリンタの電源を入れておきます。

1 Windowsを起動する
プリンタケーブルで接続してい
る場合は W i n d o w s 起動後、
Plug&Playによって左のような
画面が表示されることがありま
す。このときは〔キャンセル〕を
クリックしてください。

OSがWindows 2000/NT4.0の場合
は管理者権限でログオンしてく
ださい。
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2 添付のCD-ROMを CD-ROMドライブにセットする
インストーラ画面が表示されます。

〔プリンタドライバ〕を選択
する

3 インストールしたいドライバを選択する
〔次へ〕をクリックする

複数の機種を一度にインストールすることはできません。
複数の機種をインストールしたい場合は、インストールする
ドライバごとに手順3～手順5の操作を行ってください。

4 プリンタの設定を行う

設定を変える場合は変更した
い箇所を選択し、〔設定変更〕
をクリックする
次ページへ進みます。

インストールを開始する場合
は〔インストール開始〕をク
リックする
手順5(99 ページ)の操作へ進み
ます。
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各設定についての画面の説明をします。

ポート名設定画面

使用するポートを選択し、
〔次へ〕をクリックする
プリンタケーブルで接続したいとき
プリンタポート（通常LPT1）
選択

LAN（TCP/IP）および IPP接続したいとき
Printianavi Network Port
（Fjxlpm1 など）選択

プリンタ名設定画面

プリンタ名を指定し〔次へ〕
をクリックする

通常使うプリンタに設定画面

通常使うプリンタに設定する
かどうか選択し〔次へ〕をク
リックする
※他にインストールされている
プリンタがない場合は、自動
的に通常使うプリンタに設定
されます。

※選択した設定の変更がすべて終了してから〔次へ〕をクリックする
と、手順4の画面に戻ります。
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5 〔完了〕をクリックし、Windowsを再起動する

インストール終了�

ファイルのコピーが開始されま
す。

Windows を再起動するとインス
トールが完了します。

ネットワークソフトウェアからプリンタドライバをインス
トールしている場合は、「Printianavi ネットワークソフト
ウェアセットアップ」のWindows再起動画面が表示されます。

以降は必要に応じて各章を参照してください。

このプリンタを他のパソコンと共有するとき
「第7章　プリンタ共有の設定」（101 ページ）参照

プリンタドライバの機能を使っていろいろな印刷を行いたいと
き
「第12章　プリンタドライバの設定」（189 ページ）参照

インストールやテスト印刷がうまくいかなかったとき
「第14章　こんなときには」（223ページ）参照
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第7章
プリンタ共有の設定

この章では、プリンタドライバをインストール
したパソコン（サーバ）から印刷可能なプリン
タを、他のパソコン（クライアント）からもサー
バ経由で印刷するために必要な設定について説
明します。

Windows 95/98/MeWindows 95/98/MeWindows 95/98/MeWindows 95/98/MeWindows 95/98/Meのときのときのときのときのとき .......................................................................................... 102102102102102
サーバ側の設定 ........................... 102
クライアント側の設定 ..................... 104

Windows 2000Windows 2000Windows 2000Windows 2000Windows 2000のときのときのときのときのとき .............................................................................................................. 105105105105105
サーバ側の設定 ........................... 105
クライアント側の設定 ..................... 108

Windows NT4.0Windows NT4.0Windows NT4.0Windows NT4.0Windows NT4.0のときのときのときのときのとき ......................................................................................................... 111111111111111
サーバ側の設定 ........................... 111
クライアント側の設定 ..................... 114
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Windows 95/98/MeWindows 95/98/MeWindows 95/98/MeWindows 95/98/MeWindows 95/98/Meのときのときのときのときのとき
ここでは、OSがWindows 95/98/Me のパソコンで共有プリンタを使用す
るために必要な設定について説明します。

サーバ側の設定

サーバ側で必要な設定について説明します。

準　備
ネットワークの設定で、プリンタの共有ができるように設定します。

1 〔ネットワーク〕プロパティを開く
〔スタート〕から〔設定〕〔コントロールパネル〕の順に選択し、〔ネッ
トワーク〕をダブルクリックします。

2 〔ファイルとプリンタの
共有〕をクリックする

3 「プリンタを共有できる
ようにする」を選択し、
〔OK〕をクリックする

4 〔ネットワーク〕プロパティ
の〔OK〕をクリックして閉
じ、OSを再起動する
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設　定

共有プリンタの設定手順は次のとおりです。

1 〔スタート〕から〔設定〕〔プリンタ〕の順に選択し、共有す
るプリンタをクリックする。

2 〔ファイル〕メニューから〔共有〕を選択する

3 「共有する」を選択し、共有名を入力する
必要ならコメント、パスワードを入力してください。

共有名 .........共有プリンタの名前を入力します。他のユーザがネッ
トワークで情報を見るときに、ここに指定した名前が
表示されます。

コメント .......プリンタの種類や設置場所などの共有プリンタに関す
るコメントを入力できます。

パスワード .....他のユーザがこの共有プリンタに接続するときに使う
パスワードを指定します。
パスワードを使わないときは、空白のままにします。

入力が終わったら、〔OK〕をクリックしてください。
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クライアント側の設定

Windows 95/98/Me のクライアントから共有プリンタに印刷するときの
設定について説明します。
Windows 95/98/Me のクライアントからWindows 95/98/Me/2000/NT4.0
のサーバ共有プリンタを使用する場合、ネットワークインストールに
よってプリンタドライバのインストールをサーバから簡単に行うことが
できます。

準　備

設定の前に、サーバおよびクライアントが以下の条件を満たしているこ
とを確認してください。

サーバ .........Windows 95/98/Me/2000/NT4.0が動作するパソコンで
す。あらかじめ共有プリンタの設定を行っておいてく
ださい。

クライアント ...Windows 95/98/Me が動作するパソコンです。

設　定

1 エクスプローラを起動する
〔スタート〕から〔プログラム〕〔エクスプローラ〕(Windows Meは〔ス
タート〕から〔プログラム〕〔アクセサリ〕〔エクスプローラ〕)の順に選
択します。

2 サーバで利用可能な共有プリンタを表示する
〔ネットワーク　コンピュータ〕（Windows Meは〔マイネットワーク〕）
をダブルクリックし、ネットワーク上のコンピュータを表示します。一
覧から共有プリンタのサーバをダブルクリックすると、利用可能な共有
プリンタが表示されます。

3 設定を行う共有プリンタをダブルクリックし、画面の指示に
したがってインストールする

ファイルがコピーされ、〔プリンタ〕フォルダに新しくプリンタが追加
されたらプリンタドライバのインストールは完了です。
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Windows 2000Windows 2000Windows 2000Windows 2000Windows 2000のときのときのときのときのとき
ここでは、OSがWindows 2000のパソコンで共有プリンタを使用するた
めに必要な設定について説明します。

サーバ側の設定

サーバ側で必要な設定について説明します。

1 Windows 2000を起動し、管理者権限でログオンする

2 〔スタート〕から〔設定〕〔プリンタ〕の順に選択し、共有す
るプリンタをクリックする

3 〔ファイル〕メニューから〔共有〕を選択する

4 「共有する」を選択し、共有名を入力する

共有名 ...... 共有プリンタの名前を入力します。他のユーザがネッ
トワークで情報を見るときに、ここで指定した名前が
表示されます。
ただし、全角 7文字以上、半角13文字以上の名前を設
定すると、Windows 95/98/Meのパソコン（クライアン
ト）からプリンタのネットワークパスを参照できなく
なりますのでご注意ください。
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クライアントのOSがWindows 95/98/Me/NT4.0の場合は、引き続き手順
5以降の操作で追加ドライバのインストールを行ってください。
（画面はWindows 95/98/Meの追加ドライバをインストールする場合）

追加ドライバをインストールしないときは、〔OK〕をクリック
して設定を終了します。

5 〔追加ドライバ〕をク
リックする

6 「追加ドライバ」リスト
からクライアントのO S
をチェックし、〔OK〕をク
リックする

（画面はクライアントがWindows
95/98/Me用のとき）

7 添付のCD-ROMをパソコ
ンのCD-ROM ドライブに
セットして、〔OK〕をク
リックする

CD-ROMをセットした後に「Printia LASER プリンタユーティ
リティ」の画面が自動的に起動した場合は、〔終了〕を選択し
て画面を閉じてください。
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8 「コピー元」にクライア
ントの OS 用のプリンタ
ドライバのフォルダ名を
直接入力する、または
〔参照〕をクリックして
プリンタドライバのフォ
ルダ名を選択し、〔開く〕
をクリックする

入力が終わったら〔OK〕をクリッ
クします。

プリンタドライバのフォルダ名は、次のように指定します。
（CD-ROM ドライブがD:の場合）

クライアントのOS フォルダ名

Windows 95/98/Me D:¥FJXLV51¥WIN9X
Windows NT4.0 D:¥FJXLV51¥WINNT40

ファイルのコピーが開始されます。コピーが終了したら、追加ドライバ
のインストールは終了です。

〔デジタル署名が見つかりませんでした〕ダイアログボックスが表示さ
れたときは「はい」を選択してください。
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クライアント側の設定

クライアント側で必要な設定について説明します。

ネットワークインストール

Windows 2000のクライアントからWindows 2000 のサーバ共有プリンタ
を使用する場合、ネットワークインストールによってプリンタドライバ
のインストールをサーバから簡単に行うことができます。

サーバがWindows 2000以外の場合は、ネットワークインス
トールでは正しくインストールできません。「ポート変更に

よる方法」（109ページ）でインストールしてください。

準　備
設定の前に、サーバおよびクライアントが以下の条件を満たしているこ
とを確認してください。

サーバ .........Windows 2000が動作するパソコンです。
あらかじめ共有プリンタの設定を行っておいてくださ
い。

クライアント ...Windows 2000が動作するパソコンです。

設　定

1 エクスプローラを起動する
〔スタート〕から〔プログラム〕〔アクセサリ〕〔エクスプローラ〕の順
に選択します。

2 サーバを検索し、利用可能な共有プリンタを表示する
〔マイネットワーク〕の〔ネットワーク全体〕を表示します。
〔コンピュータの検索〕をクリックし、「コンピュータ名」に共有プリン
タのサーバ名を入力して検索します。検索結果から共有プリンタのサー
バをダブルクリックすると、利用可能な共有プリンタが表示されます。

3 設定を行う共有プリンタをダブルクリックし、画面の指示に
したがってインストールする

ファイルがコピーされ、〔プリンタ〕フォルダに新しくプリンタが追加
されたらプリンタドライバのインストールは完了です。
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ポート変更による方法
Windows 2000のクライアントからサーバがWindows 2000以外の共有プ
リンタを使用する場合は、ローカルのプリンタポートを仮に指定して
CD-ROM からプリンタドライバのインストールを行ってください。その
後、ポートを変更して共有プリンタに接続します。

準　備
設定の前に、サーバおよびクライアントが以下の条件を満たしているこ
とを確認してください。

サーバ ......... Winsows 95/98/Me/NT4.0が動作するパソコンです。
あらかじめ共有プリンタの設定を行っておいてくだ
さい。

クライアント ... Windows 2000が動作するパソコンです。

設　定

1 プリンタドライバをインストールする
プリンタドライバのインストールについては、「第6章　プリ
ンタドライバのインストール」（95ページ）参照

インストール中に印刷先ポートの指定、およびテスト印刷を行うかどう
かを尋ねられます。印刷先ポートは仮のポート（ローカルポート：LPT1
など）を、テスト印刷は「いいえ」（テスト印刷をしない）を選択しま
す。

手順２を行う前にテストページを印刷すると、「応答なし」

エラーが表示され印刷ができません。そのときは、「印刷
中止」をクリックしてください。

2 印刷先のポートを共有プリンタのネットワークパスに変更する

1〔スタート〕から〔設定〕〔プリンタ〕の順で選択し、設定を行うプリ
ンタを選択する

2〔ファイル〕メニューで〔プロパティ〕を選択し、〔ポート〕タブをク
リックする
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3〔ポートの追加〕をクリック
する

4「Local Port」を選択し、〔新
しいポート〕をクリックする

5〔ポート名〕ダイアログに共
有プリンタのネットワークパ
ス（「¥¥サーバのネットワー
クコンピュータ名￥プリンタ
の共有名」）を入力する

入力が終わったら、〔OK〕をク
リックして設定を終了します。
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Windows NT4.0Windows NT4.0Windows NT4.0Windows NT4.0Windows NT4.0のときのときのときのときのとき
ここでは、OSがWindows NT4.0のパソコンで共有プリンタを使用するた
めに必要な設定について説明します。

サーバ側の設定
サーバ側で必要な設定について説明します。

設　定
共有プリンタの設定手順は次のとおりです。

1 Windows NT4.0を起動し、管理者権限でログオンする

2 〔スタート〕から〔設定〕〔プリンタ〕の順に選択し、共有す
るプリンタをクリックする

3 〔ファイル〕メニューから〔共有〕を選択する

4 「共有する」を選択し、共有名を入力する

共有名 ... 共有プリンタの名前を入力します。他のユーザがネット
ワークで情報を見るときに、ここに指定した名前が表示さ
れます。
ただし、全角7文字以上、半角13文字以上の名前を設定
すると、Windows 95/98/Me のパソコン（クライアント）
からプリンタのネットワークパスを参照できなくなります
のでご注意ください。
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クライアントのOSがWindows 95/98/Meの場合は、引き続き手順5以降
の操作で代替ドライバのインストールを行ってください。

代替ドライバをインストールしないときは、〔OK〕をクリック
して設定を終了します。

5 「代替ドライバ」リスト
からクライアントのO S
を選択し、〔OK〕をクリッ
クする

Windows 98/Me の代替ドライバをインストールするときも、
「Windows 95」を選択してください。なお、代替ドライバがす
でにインストールされている場合は、「（インストール済）」と
表示されます。

6 添付のCD-ROM をパソコンのCD-ROMドライブにセットして、
〔OK〕をクリックする

CD-ROMをセットした後に「Printia LASERプリンタユーティ
リティ」の画面が自動的に起動したときは、〔終了〕を選択し
て画面を閉じてください。
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7 「コピー元」に「D :
¥FJXLV51¥WIN9X」と入力
する、または〔参照〕を
クリックして「 D :
¥FJXLV51¥WIN9X」を選択
する（CD-ROMドライブが
D:のとき）

入力が終わったら〔OK〕をクリッ
クします。

ファイルのコピーが開始されます。コピーが終了したら、代替ドライバ
のインストールは終了です。
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クライアント側の設定

Windows NT4.0のクライアントから共有プリンタに印刷するときの設定
について説明します。
Windows NT4.0 のクライアントからWindows 2000/NT4.0のサーバ共有
プリンタを使用する場合、ネットワークインストールによってプリンタ
ドライバのインストールをサーバから簡単に行えます。

サーバがWindows 95/98/Meの場合は、クライアント側のプリ
ンタドライバのインストールはCD-ROMから行う必要がありま
す。

準　備

クライアント側の設定には、本プリンタに添付のCD-ROM が必要です。
（サーバがWindows 95/98/Meのとき）

また、設定の前に、サーバおよびクライアントが以下の条件を満たして
いることを確認してください。

サーバ .........Windows 95/98/Me/2000/NT4.0が動作するパソコンで
す。あらかじめ共有プリンタの設定を行っておいてく
ださい。

クライアント ...Windows NT4.0 が動作するパソコンです。

設　定

1 エクスプローラを起動する
〔スタート〕から〔プログラム〕〔Windows NTエクスプローラ〕の順に
選択します。

2 サーバで利用可能な共有プリンタを表示する
〔ネットワークコンピュータ〕をクリックし、ネットワーク上のコン
ピュータを表示します。一覧から、共有プリンタのサーバをダブルク
リックすると、利用可能な共有プリンタが表示されます。

3 設定を行う共有プリンタをダブルクリックし、画面の指示に
したがってインストールする

ファイルがコピーされ、〔プリンタ〕フォルダに新しくプリンタが追加
されたらプリンタドライバのインストールは完了です。
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第8章
用紙について

本プリンタで使用できる用紙とその保管のしか
た、および用紙のセットのしかたについて説明
します。

使用できる用紙使用できる用紙使用できる用紙使用できる用紙使用できる用紙 .................................................................................................................................. 118118118118118
使用できない用紙使用できない用紙使用できない用紙使用できない用紙使用できない用紙 ........................................................................................................................ 120120120120120
用紙の保管上のご注意用紙の保管上のご注意用紙の保管上のご注意用紙の保管上のご注意用紙の保管上のご注意 .................................................................................................... 122122122122122
用紙のセット用紙のセット用紙のセット用紙のセット用紙のセット ............................................................................................................................................ 123123123123123

給紙トレイに用紙をセットする ............. 123
オプションの給紙カセット(A4・500 枚)に
用紙をセットする ......................... 126

排紙トレイのセット排紙トレイのセット排紙トレイのセット排紙トレイのセット排紙トレイのセット .............................................................................................................. 129129129129129
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使用できる用紙使用できる用紙使用できる用紙使用できる用紙使用できる用紙
本プリンタで使用できる用紙について、給紙方法、用紙サイズ、および
用紙の種類ごとに説明します。

給紙方法と用紙のサイズ

給紙方法 タイプ サイズ 重量 積載可能枚数

給紙 普通紙 Ａ３タテ
カセット (再生紙) Ｂ４タテ

Ａ４ヨコ 約 250枚
Ｂ５ヨコ 60～90g/m2 (重量 64g/m2 の
Ａ５ヨコ 用紙の場合）
リーガルタテ
レターヨコ

給紙トレイ 普通紙 100×148～ 60 ～135g/m2 約 200枚
（再生紙） 297×420mm (重量 64g/m2 の

用紙の場合）
官製はがき ハガキヨコ 190g/m2 約 75枚
OHPﾌｨﾙﾑ A4 ヨコ 60～135g/m2 約 75枚
ラベル紙 A4ヨコ 60～135g/m2 約 75枚

・用紙を大量にお買い求めになる前に、サンプル用紙でた
めし印刷して、支障がないことを確認することをお勧め
します。
・はがきは、官製はがきを使用してください。あらかじめ
印刷されたはがきや反りのあるはがきを使用すると、走
行不良が発生することがあります。
・官製はがき、厚紙（重量90g/m2～135g/m2）、OHPフィル
ム、ラベル紙、不定形用紙は、給紙カセットからは印刷
できません。給紙トレイから印刷してください。
・不定形用紙に印刷する場合は、プリンタドライバの用紙
サイズ設定を、必ず「ユーザ定義サイズ」に合わせてく
ださい。 印刷する用紙とプリンタドライバで設定した
用紙サイズが異なっていると、装置が故障するおそれが
あります。

普通紙

本プリンタでは、PPC用紙および普通紙を使用することができます。し
かし、一般の市販品には本プリンタに適さないものもあります。できる
だけサプライ用紙をご使用ください。サプライ用紙の詳細は、「サプラ
イ用品のご紹介」（152 ページ）を参照してください。
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官製はがき
はがきに印刷するときは、文章面→宛名面の順に印刷してください。

宛名面→文章面の順で印刷すると、はがきの反りの影響できれいに印刷
できないことがあります。反りがあるときは上向きに約2mm以内の反り
になるように修正してから印刷してください。

１→２→３�

�〔文章面〕��   〔宛名面〕�
� １� ２�   ３�

カ�
｜�
ル�
除�
き�

文�
章�
面�

官製はがきをセットするときは、次の点に留意してください。
・印刷面を上にしてセットしてください。
・給紙トレイに横長方向にセットしてください。

・ご使用になるアプリケーションソフトの設定内容と印刷方向に合わせ
て官製はがきをセットしてください。試し印刷で方向を確認されるこ
とをお勧めします。

ＯＨＰフィルム
定着時の熱（約190℃）で溶けたり、変質したりしないものをご使用く
ださい。

ラベル紙
ツルツルした台紙面が表面になく、台紙全体がラベルで覆われている
レーザプリンタ用のものをご使用ください。また、粘着剤が定着時の熱
（約190℃）で溶けたり変質したりしないものをご使用ください。

OHPフィルムやラベル紙をご使用になるときは、レーザプ
リンタ用のものをお買い求めください。市販のものの中に

は本プリンタに適さないものがありますので、ためし印刷
などで確認したうえでご使用ください。
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使用できない用紙使用できない用紙使用できない用紙使用できない用紙使用できない用紙
以下の用紙は本プリンタでは使用できません。

本プリンタで使用できない用紙

以下に挙げる用紙は、紙づまりを起こしたり、プリンタ本体の故障の原
因となったり、またはきれいに印刷できなかったりしますので、使用し
ないでください。

・厚すぎる用紙や、薄すぎる用紙
・湿っている用紙や、濡れている用紙
・一度印刷された用紙
・貼り合わせた用紙や、糊などがついている用紙
・反り、しわ、折り目のある用紙や、破れている用紙
・カールしている用紙
・静電気で密着している用紙
・長方形以外の用紙や、バインダー用の穴またはミシン目のある用紙
・表面を加工、または特殊なコーティングをおこなった用紙（感熱紙、
カーボン紙など）
・オフセット印刷用の用紙や酸性紙（中性紙をご使用ください)
・インクに導電材料（金属、カーボンなど）を使用したり、190℃の熱で
ガスが発生するインクを使用したプレプリント用紙
・190℃の熱で溶けたり、変質する用紙
・ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが付いている用紙
・ざら紙や繊維質の多い用紙など、表面がなめらかでない用紙
・裁断部のバリが大きい用紙
・紙粉の多い用紙
・カラーページプリンタ用のOHP フィルム
・台紙全体がラベルで覆われてなく、かつレーザプリンタ用以外のラベ
ル用紙

×使用できません� ○使用できます�

つるつるした台紙面� 全面ラベル紙�
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両面印刷で使用できない用紙

以下の用紙は両面印刷では使用できません。

官製はがき、厚紙（重量90g/m2～135g/m2）、OHPフィルム、ラベル紙、
不定形用紙

給紙カセットで使用できない用紙

以下の用紙は給紙カセットでは使用できません。

官製はがき、厚紙（重量90g/m2～135g/m2）、OHPフィルム、ラベル紙、
不定形用紙

不定形用紙に印刷する場合は、プリンタドライバの用紙サイ

ズ設定を、必ず「ユーザ定義サイズ」に合わせてください。
印刷する用紙とプリンタドライバで設定した用紙サイズが

異なっていると、装置が故障するおそれがあります。
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用紙の保管上のご注意用紙の保管上のご注意用紙の保管上のご注意用紙の保管上のご注意用紙の保管上のご注意
用紙は水分を吸収しやすい特性を持っているため、非常に変化しやすい
ものです。製造条件を厳重に管理して製造した用紙でも、保管状態が悪
いと品質が損なわれ、印刷品質や紙送りなどに悪い影響を与えます。以
下に示す保管上の注意事項を守って、最良の状態に保ってください。

用紙は次のような場所に保管してください。
・暗く、湿気の少ない平らな書棚の中のような場所
・平らなパレットの上
・温度20℃、湿度50%RH の環境

次のような場所は避けてください。
・床の上に直接置く
・直射日光の当たる場所
・外壁の内側の近く
・段差や、曲がりのある場所
・静電気が発生するところ
・過度の温度上昇と、急激な温度変化のあるところ
・複写機、空調機、ヒータ、ダクトのそば

次のような状態で保管してください。
・開封後の残りの用紙は、ほこりが付かないよう、包装してあった紙に
包む
・長期間プリンタを使用しないときは、給紙カセットや給紙トレイから
用紙を抜き取り、包装してあった紙に包む

長期間放置した用紙を使用した場合、うまく印刷できないこ
とがあります。
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用紙のセット用紙のセット用紙のセット用紙のセット用紙のセット
給紙トレイと給紙カセット（A4-500枚）に用紙をセットする手順につい
て説明します。

給紙カセット（A3ユニバーサル・250枚）に用紙をセットする
手順については、「給紙カセットに用紙をセットする」（18ペー
ジ）参照

給紙トレイに用紙をセットする
給紙トレイに用紙をセットする手順について説明します。
次の手順に従って、給紙トレイに用紙を入れます。

1 給紙トレイを開ける
プリンタ前面の上部中央にある
くぼみに指をかけて、給紙トレ
イを開けます。

給紙トレイは約80°の角度に

開きます。給紙トレイに必要以

上の力をかけたり、用紙以外の
重たいものを載せないでくださ

い。
破損の原因となります。

用紙ガイド�

2 用紙ガイドを、使用する
用紙サイズに合わせて動
かす
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3 用紙を入れる
用紙の四隅を揃え、印刷面を上
にして、差し込み口に軽く突き
当たるまで入れます。

・折り目やシワの入った用紙は使用しないでください。ま

た、特殊紙を使用するときは、よくさばいてから入れて
ください。

・A4、B5、A5、レターサイズの用紙とハガキは、横長にセッ

トしてください。
・印刷方向については、「用紙関係」（271ページ）を参照

してください。

・用紙ガイドのラベルにある線がセットできる用紙枚数の
上限です。用紙は線が見える範囲の枚数にしてくださ

い。

給紙トレイに収容できる枚数は、約200枚（64g/m2の場合）で
す。
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4 用紙サイズを設定する

給紙トレイ用紙�
 サイズスイッチ�

給紙トレイにセットした用紙の
サイズを、給紙トレイ用紙サイ
ズスイッチで設定します。

・「パネルで設定」の位置にする
と、プリンタドライバまたはオ
ペレータパネルで設定したサイ
ズが有効となります。
・A4 横の長さ以下のサイズの用
紙をセットした場合は、給紙ト
レイを閉じて印刷することがで
きます。

印刷中は、給紙トレイ用紙サイズスイッチを操作しないで

ください。プリンタが誤作動する場合があります。
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オプションの給紙カセット(A4・500枚)に

用紙をセットする

給紙カセット(A4・500枚)は、オプションの拡張給紙ユニット-Bにセッ
トするカセットです。

ここでは、給紙カセット(A4・500枚)に用紙をセットする手順について
説明します。

給紙カセット（A3ユニバーサル・250枚）に用紙をセットする
手順については、「給紙カセットに用紙をセットする」（18ペー
ジ）参照

1 給紙カセットをプリンタ
から抜く

フタを開ける�
2 給紙カセットを平らな場

所に置き、フタを開ける
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ツメ�
3 用紙をセットする
用紙の四隅を揃え、印刷したい
面を上にして、左右のツメの下
に差し込むようにセットしま
す。

・折り目やシワの入った用紙は使用しないでください。
・A4サイズの用紙は「用紙関係」（271ページ）を参照し

て、横長にセットしてください。

・最大収容枚数以上の用紙をセットしないでください。用
紙の高さで54mm以下です。

・用紙が左右のツメの上に載らないようにしてください。

給紙カセットに収容できる枚数は、約500枚（64g/m2の場合）
です。

4 用紙の端をそろえ、給紙
カセットのフタを閉める



128

第８章　用紙について

5 給紙カセットをプリンタ
に押し込む

給紙カセットを突き当たるまで
押し込みます。奥までしっかり
押し込まれていることを確認し
てください。

・セットされていない給紙カセットがあると、『カセット
ナシ』と表示されます。必ずすべての給紙カセットを

セットしてください。

・給紙カセットは奥に突き当たるまで押し込んでくださ
い。突き当たるまで押し込んでいないと、カセットなし

や、紙づまりの原因となります。
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排紙トレイのセット排紙トレイのセット排紙トレイのセット排紙トレイのセット排紙トレイのセット
排紙トレイをセットする手順について説明します。

排紙トレイ� 1 B4以上の用紙を排紙する
場合は、排紙トレイを引
き出す
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第9章
オプションについて

本プリンタのオプションには、プリンタRAMモ
ジュール、両面ユニットと拡張給紙ユニットが
あります。これらの取り付けかたについて説明
します。

オプション品のご紹介オプション品のご紹介オプション品のご紹介オプション品のご紹介オプション品のご紹介 .................................................................................................... 132132132132132
オプション取り付け上のご注意オプション取り付け上のご注意オプション取り付け上のご注意オプション取り付け上のご注意オプション取り付け上のご注意 ............................................................ 136136136136136
プリンタプリンタプリンタプリンタプリンタ RAMRAMRAMRAMRAMモジュールの取り付けかたモジュールの取り付けかたモジュールの取り付けかたモジュールの取り付けかたモジュールの取り付けかた .................... 136136136136136

プリンタRAM モジュールを取り付ける ....... 137
プリンタRAM モジュールを取り外す ......... 139

両面ユニットの取り付けかた両面ユニットの取り付けかた両面ユニットの取り付けかた両面ユニットの取り付けかた両面ユニットの取り付けかた（（（（（XL-5730XL-5730XL-5730XL-5730XL-5730 のみ）のみ）のみ）のみ）のみ）......................... 140140140140140
両面ユニットを取り付ける ................. 140
両面ユニットを取り外す ................... 143

拡張給紙ユニットの取り付けかた拡張給紙ユニットの取り付けかた拡張給紙ユニットの取り付けかた拡張給紙ユニットの取り付けかた拡張給紙ユニットの取り付けかた .................................................. 145145145145145
拡張給紙ユニットを取り付ける ............. 146
拡張給紙ユニットを取り外す ............... 149
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オプション品のご紹介オプション品のご紹介オプション品のご紹介オプション品のご紹介オプション品のご紹介
本プリンタは、次のオプションを用意しています。必要に応じてお買い
求めください。

拡張給紙ユニット

品　名 型　名 内　容

拡張給紙ユニット-A XL-EF25M1 2段目、３段目の給紙ユニットと
して使用できます。(注1）
(A3ユニバーサル、250枚給紙カ
セット添付)

拡張給紙ユニット-B XL-EF50M1 2段目、３段目の給紙ユニットと
して使用できます。(注1）
(A4、500枚給紙カセット添付)

注1：３段目の給紙ユニットは、XL-5730 のとき取付けられます。

〈形態〉　XL-5730 のとき

２段目�

標準�

３段目�

拡張給紙ユニット-B
拡張給紙ユニット-A

+
拡張給紙ユニット-B
拡張給紙ユニット-B

+

250枚�

250枚�

250枚�500枚�

200枚�

250枚�

500枚�

500枚�

200枚�

拡張給紙ユニット-A
拡張給紙ユニット-B

+

250枚�

500枚�

200枚�

拡張給紙ユニット-A
拡張給紙ユニット-A

+

250枚�

250枚�

250枚�

200枚�

拡張給紙ユニット-B

250枚�

500枚�

200枚�

拡張給紙ユニット-A

250枚�

250枚�

200枚�

〈形態〉　XL-5330 のとき

拡張給紙ユニット-A 拡張給紙ユニット-B

２段目�

標準�
250枚�

500枚�

200枚�

250枚�

250枚�

200枚�

両面ユニット（XL-5730のみ）

品　名 型　名 内　容

両面ユニット XL-DUPM1 両面印刷用のユニットです。

オプションの両面ユニットをプリンタに取り付けると、A3、A4 横、A5
横、B4、B5横、リーガル、レター横サイズの用紙を両面印刷できるよう
になります。
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プリンタRAM モジュール

品　名 型　名 内　容
プリンタRAM モジュール-64MB XL-EM64M5 RAMを64MB搭載したメモリ

モジュールです。

〈用途〉
ビットマップメモリの容量増加により、印刷速度の向上が図れます。と
くに、600dpiおよび1200dpiの印刷をする場合は、より効果があります。
64MB ・16ページ分のビットマップメモリが増えます。（A4、600dpiのとき）

・部単位印刷ができます。

搭載されているRAMの容量と解像度によって印刷できる用紙サイズが異な
ります。これらの関係を以下の表に示します。

XL-5730 のとき

〈片面〉
32MB（オプションなし） 96MB（オプション：64MB）
300dpi 600dpi 1200dpi 300dpi 600dpi 1200dpi

A3 ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎
B4 ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎
Legal ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎
Letter ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
A4 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
B5 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
A5 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
はがき ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
ユーザ定義サイズ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎

◎：印刷保証 ○：印刷可能（プロテクトモードに設定していないとき）―：印刷不可

〈両面〉
32MB（オプションなし） 96MB（オプション：64MB）
300dpi 600dpi 1200dpi 300dpi 600dpi 1200dpi

A3 ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎
B4 ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎
Legal ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎
Letter ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎
A4 ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎
B5 ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎
A5 ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎
はがき ― ― ― ― ― ―
ユーザ定義サイズ ― ― ― ― ― ―
◎：印刷保証 ○：印刷可能（プロテクトモードに設定していないとき）―：印刷不可
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XL-5330 のとき
〈片面〉

16MB（オプションなし） 80MB（オプション：64MB）
300dpi 600dpi 1200dpi 300dpi 600dpi 1200dpi

A3 ◎ ◎ ― ◎ ◎ ―
A3 ◎ ◎ ― ◎ ◎ ―
B4 ◎ ◎ ― ◎ ◎ ―
Legal ◎ ◎ ― ◎ ◎ ―
Letter ◎ ◎ ― ◎ ◎ ―
A4 ◎ ◎ ― ◎ ◎ ―
B5 ◎ ◎ ― ◎ ◎ ―
A5 ◎ ◎ ― ◎ ◎ ―
はがき ◎ ◎ ― ◎ ◎ ―
ユーザ定義サイズ ◎ ◎ ― ◎ ◎ ―

◎：印刷保証 ○：印刷可能（プロテクトモードに設定していないとき）―：印刷不可

プロテクトモードの設定の詳細は、「ダイアログ一覧」の「印
刷オプション」（196 ページ）参照

プリンタLANアダプタ

本プリンタ内蔵のプリンタLANポートは100BASE-TX/10BASE-Tに対応し、
プロトコルとして TCP/IPをサポートしています。
IPX/SPXプロトコルでは次のプリンタLAN アダプタをご使用ください。

品　名 型　名 内　容

プリンタLAN アダプタ FM-LNA110 100BASE-TX/10BASE-Tに対応した
LAN アダプタです。
NetWare 3.1xJ、IntranetWare、
NetWare 5に対応しています。
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プリンタケーブルについて

パソコンとプリンタを接続するケーブルは数種類あります。ご使用のパ
ソコンに対応したケーブルをご使用ください。

・本プリンタにはプリンタケーブルは添付されていませ
ん。パソコン本体に添付のケーブルか、別売りケーブル

をお使いください。

・長さが1.5メートル以下のシールドケーブルをお使いく
ださい。

別売りケーブルは以下のものが用意されています。
【富士通】

ご使用のパソコン プリンタケーブル
FMVシリーズ FMV-CBL712
PRIMERGY GRANPOWER 5000シリーズ FMS-CBL711
FM-Serverシリーズ

【ＮＥＣ】

ご使用のパソコン プリンタケーブル
PC-9821 シリーズ(ハーフピッチ 36Pin) XL-CBL981(*1)
PC-9801 シリーズ(ハーフピッチ 36Pin)

*1: XL-CBL981 はプリンタインタフェースとして 36 ピンハーフ
ピッチコネクタを持つPC-9800 シリーズに対応しています。
36ピンハーフピッチ以外のコネクタを持つPC-9800シリーズ
は、NEC製の専用ケーブルをご使用ください。

【その他】

ご使用のパソコン プリンタケーブル

各社AT互換機パソコン FMV-CBL712

【USBケーブル】
本プリンタをパソコンのUSBインタフェースに接続して使用するための
ケーブルです。USB からパラレルインタフェースの変換を行います。

品名 型名 備考
プリンタUSB ケーブル FMV-CBL721 USBに対応し、Windows 95

OSR2.5 以降または Windows
98/Me/2000 が動作するパソコ
ンに接続可能です。
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オプション取り付け上のご注意オプション取り付け上のご注意オプション取り付け上のご注意オプション取り付け上のご注意オプション取り付け上のご注意
オプションを取り付けるときは、次のことがらを守ってください。

警告 感 電 オプション機器を接続する場合には、当社推奨品以外の
機器は接続しないでください。
当社推奨品以外を接続すると、火災や感電または故障の
原因となります。

注意 け が オプション類の取り付け、取り外しを行う際は、指定さ
れた場所以外のネジは外さないでください。
指定された場所以外のネジを外すと、ケガの原因または
故障の原因となることがあります。

プリンタプリンタプリンタプリンタプリンタRAMRAMRAMRAMRAMモジュールの取り付けかたモジュールの取り付けかたモジュールの取り付けかたモジュールの取り付けかたモジュールの取り付けかた
メモリを増設するためのプリンタRAMモジュールの取り付け、取り外し
について説明します。

警告 感 電 プリンタRAMモジュールを取り付けおよび取り外すとき
は、電源スイッチが「○」側に倒れていることを確認し
てください。
電源を切らずに作業すると、感電または故障の原因とな
ります。

静電気によってプリンタRAMモジュールが破壊されないよ
うに、次の点にご注意ください。

・本プリンタに取り付ける直前まで、袋からモジュールを

取り出さないでください。
・モジュールに触れる前に、金属製のもの（ロッカーなど）

に触れて、人体の静電気を取り除いてください。
・モジュールを持つときは、必ずモジュールの端を持って

ください。モジュールの電気回路部品および配線部分に

手を触れないでください。
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プリンタRAMモジュールを取り付ける
プリンタRAM モジュールは、次の手順で取り付けます。

1 電源の切断を確認する
電源が切れていることを確認します。（電源スイッチが「○」側に倒れ
ている状態です。）

上部カバー�

リリースボタン�

2 リリースボタンを押し
て、上部カバーを開く

注意 やけど プリンタを使用した直後は定着器が非常に熱くなってい
ます。「高温注意」ラベルが貼ってある箇所（定着器や
その周辺）には、絶対に触れないでください。やけどの
原因となることがあります。
警告ラベル�

け が 上部カバーを開くとき、カバーとプリンタに手を挟まな
いように注意してください。ケガをすることがありま
す。上部カバーが開いているときに、上部カバーに手を
触れると、閉じる方向に自然落下することがあります。
手を挟んでケガをする原因となりますので、上部カバー
には触れないようにしてください。

プリンタ内部の部品には手を触れないでください。
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3 オプションカバーを外す
プリンタの右側面のオプション
カバーを外します。オプション
カバーは、図のように上面の四
角いボタンを押しながら背面に
ずらし、外側に倒すようにして
外します。

4 パネルを外す
パネルのネジ２か所をドライ
バーを使って外し、パネルを外
します。

5 プリンタRAMモジュール
を取り付ける

プリンタRAM モジュールの向き
に注意しコネクタのミゾに合わ
せてゆっくりと差し込みます。
左右のレバーが閉じるまで押し
込みます。

プリンタRAMモジュールの基板は壊れやすいので、ていね

いに取り扱ってください。
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6 パネルを取り付ける
パネル下部の突起部を、プリン
タの内側に入れてから、ネジ(2
本)で固定します。

7 オプションカバーを取り
付ける

オプションカバーは、下側のツ
メをプリンタ本体の穴に差し込
んでからプリンタ本体に沿って
前側にスライドさせます。

8 上部カバーを閉じる
上部カバーの中央を押して確実
にロックします。

メモリを増設したときは、電源の投入を行い、オペレータパ
ネルの液晶ディスプレイ上に表示される「メモリ ヨウリョ
ウ」でメモリの総容量を確認します。

プリンタRAMモジュールを取り外す
プリンタRAMモジュールの左右をとめているレバーを指で開き、プリン
タRAMモジュールを手前に引き抜きます。オプションカバーの外しかた
や取り付けかたは、「プリンタRAMモジュールを取り付ける」（137ペー
ジ）を参照してください。
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両面ユニットの取り付けかた両面ユニットの取り付けかた両面ユニットの取り付けかた両面ユニットの取り付けかた両面ユニットの取り付けかた（（（（（XL-5730XL-5730XL-5730XL-5730XL-5730 のみ）のみ）のみ）のみ）のみ）
オプションの両面ユニットをプリンタに取り付けると、次のサイズの用
紙を両面印刷できるようになります。

A3、A4 横、A5横、B4、B5 横、リーガル、レター横

警告 感 電 両面ユニットを取り付けおよび取り外すときは、電源ス
イッチが「○」側に倒れていることを確認し、電源プラ
グをコンセントから抜いた後に行ってください。
電源を切らずに作業すると、感電または故障の原因とな
ります。

両面ユニットを取り付ける

両面ユニットは、次の手順で取り付けます。

1. 電源スイッチを
「○｣側に倒す�

2. 電源コードをコン
セントから抜く�

3. 電源コードを外す� 1 プリンタの電源を切る
プリンタの電源スイッチを「○」
側に倒します。電源コードを電
源コンセントおよびプリンタの
電源コード差し込み口から抜き
ます。
プリンタケーブル、および LAN
ケーブルを外します。
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2 プリンタ背面のカバーを
取り外す

両面ユニットに添付されている
工具を差し込んで、プリンタ背
面にある２か所のカバーを取り
外します。

3 両面ユニットの左右の突
起部をプリンタ背面の穴
に差し込む

4 両面ユニットを固定する
両面ユニットの左右を持ち、前
方へ押しながらプリンタに固定
します。両面ユニットのコネク
タをプリンタのコネクタに差し
込んでください。

両面ユニットが確実に取り付けられていることを確認して
ください。正しく取り付けられていないと、動作不良や紙

づまりなどの原因となります。
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5 両面ユニットの上カバー
を開き、中央部を付属の
ネジで固定する

6 両面ユニットの上カバー
を閉じ、下部を付属のネ
ジで固定する

両面ユニット下部の左右２か所
のネジをしめます。
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両面ユニットを取り外す

両面ユニットは、次の手順で取り外します。

1 プリンタの電源を切り、
各コード、ケーブルを外
し、両面ユニット下部の
左右2か所のネジをゆる
める

両面ユニットを取り付けるとき
と同じ手順で、プリンタの電源
を切り、電源コード、プリンタ
ケーブル、およびLANケーブル
を外します。
次に両面ユニット下部の左右2
か所のネジをゆるめます。

2 両面ユニット中央部のネ
ジをゆるめる

両面ユニットのカバーを開き、
中央部にあるネジをゆるめま
す。

3 両面ユニットの上カバー
を閉じる
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4 両面ユニットの下部をプ
リンタから引き抜く

5 両面ユニットをプリンタ
から外す

両面ユニットを持ち上げるよう
にして、左右の突起部をプリン
タ背面の穴から外します。

6 プリンタ背面にカバーを
つける

両面ユニットを取り付けるとき
に外したプリンタ背面のカバー
を、カチッと音がするまで押し
込みます。
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拡張給紙ユニットの取り付けかた拡張給紙ユニットの取り付けかた拡張給紙ユニットの取り付けかた拡張給紙ユニットの取り付けかた拡張給紙ユニットの取り付けかた
本プリンタに取り付けることができる拡張給紙ユニットには、拡張給紙
ユニット-A（A3ユニバーサル・250枚）、拡張給紙ユニット-B（A4・500
枚）があります。
取り付けられる拡張給紙ユニットの数は、プリンタにより異なります。
「オプション品のご紹介」（132ページ）で取り付け可能な形態を確認し
てください。

次ページ以降の説明では、拡張給紙ユニット-Aを例にしていますが、拡
張給紙ユニット-Bの場合も同じです。

警告 感 電　拡張給紙ユニットを取り付けおよび取り外すときは、電
源スイッチが「○」側に倒れていることを確認し、電源
プラグをコンセントから抜いた後に行ってください。
電源を切らずに作業すると、感電または故障の原因とな
ります。

注意 け が ・拡張給紙ユニットの金属部分に手を触れる場合は、十
分に注意してください。手を傷つけるおそれがありま
す。

・プリンタと拡張給紙ユニットの間に指を挟まないよう
に注意してください。けがの原因となることがありま
す。

・本プリンタは、オプションや消耗品、用紙が入ってい
ない状態で約17.4kgあります。プリンタを動かす場合
は、必ず2人以上で持ち運んでください。プリンタを
持ち上げるときは、腰を痛めないように十分に膝を折
り、プリンタ正面（操作パネル側）および背面に向か
い、左右両側のくぼみを両手でしっかりと持ってくだ
さい。くぼみ以外を持って持ち上げることは絶対にし
ないでください。落下によりケガの原因になることが
あります。
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拡張給紙ユニットを取り付ける
拡張給紙ユニットは、次の手順で取り付けます。

1. 電源スイッチを
「○｣側に倒す�

2. 電源コードをコン
セントから抜く�

3. 電源コードを外す� 1 プリンタの電源を切る
プリンタの電源スイッチを「○」
側に倒します。電源コードを電
源コンセントおよびプリンタの
電源コード差し込み口から抜き
ます。
プリンタケーブル、および LAN
ケーブルを外します。

給紙カセットを
取り外す�

給紙トレイを
閉じる�

排紙トレイを
閉じる�

2 給紙カセットを取り外
し、給紙トレイと排紙ト
レイを閉じる

フィードローラ�

3 拡張給紙ユニットを設置
場所に置き、拡張給紙ユ
ニット-A の保護用の段
ボールをとり、フィード
ローラの灰色のゴム面が
上になっていることを確
認する

フィードローラの灰色のゴム面が上になっていない場合は、ローラを手
で回してゴム面を上にしてください。
拡張給紙ユニット-Bには保護用の段ボールは付いていません。
拡張給紙ユニット -A、または拡張給紙ユニット -Bを1つだけ取り付け
るときは 6に進みます。

フィードローラの灰色のゴム面が上になっていない状態で
は、給紙カセットをセットできません。
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（XL-5730のみ）

4 拡張給紙ユニットを2 段
取り付けるときは、2段目
（下段）のガイドピンと、1
段目（上段）の底面にある
穴を合わせて重ねる

１段目の拡張給紙ユニットと２
段目の拡張給紙ユニットの後部
の角を合わせ、１段目の拡張給
紙ユニットの前部を静かにおろ
します。２段目の拡張給紙ユ
ニットの右側面にある２本のガ
イドピンが１段目の拡張給紙ユ
ニットの底面にある穴に入るよ
うにします。

（XL-5730のみ）
（前部）� 5 拡張給紙ユニットの前後

４か所の差し込み部に、
付属の固定クリップを押
し込む

（後部）�

・給紙ユニットは、前後の向きに注意して、図のように置
いてください。また、前後の取り付け作業ができるくら

いのスペース（それぞれ約50cm）を確保してください。
・給紙ユニットのプリント板はこわれやすいので、手を触

れないでください。
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突起�

6 プリンタを拡張給紙ユ
ニットにのせる

プリンタの左右の取っ手を持っ
て持ち上げ、プリンタの後部の
角と拡張給紙ユニットの角を合
わせ、後ろから順にガイドピン
が入るようにゆっくりおろしま
す。

（前部）� 7 クリップで固定する
プリンタ本体の前後４か所の差
し込み部に付属の固定クリップ
を押し込み、拡張給紙ユニット
を固定します。

（後部）�
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拡張給紙ユニットを取り外す

拡張給紙ユニットは、次の手順で取り外します。

1. 電源スイッチを
「○｣側に倒す� 3. 電源コードを外す�

2. 電源コードをコン
セントから抜く�

1 プリンタの電源を切る
プリンタの電源スイッチを「○」
側に倒します。電源コードを電
源コンセントおよびプリンタの
電源コード差し込み口から抜き
ます。
プリンタケーブル、および LAN
ケーブルを外します。

給紙カセットを
取り外す�

給紙トレイを
閉じる�

排紙トレイを
閉じる�

2 すべての給紙カセットを
取り外し、給紙トレイと
排紙トレイを閉じる
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（前部）� 3 プリンタの前後４か所の
固定クリップを外す

（後部）�

取り外した拡張給紙ユニットと付属の固定クリップを、破

損または紛失することのないように保管してくだい。

4 プリンタをまっすぐに持
ち上げる

取り付けてあった拡張給紙ユ
ニットを、他の人に押さえても
らいます。プリンタの両側の
取っ手を両手でしっかり持ち、
プリンタをまっすぐに持ち上げ
ます。プリンタは必ず２人で持
ち上げてください。

まっすぐに持ち上げてください。無理に取り外すと、接続

用ピンなどの接続部分を損傷することがあります。



第10章
日常のメンテナンス

この章では、プリンタを使用するうえで日常的
に必要となる操作について説明します。

サプライ用品のご紹介サプライ用品のご紹介サプライ用品のご紹介サプライ用品のご紹介サプライ用品のご紹介 .................................................................................................... 152152152152152
プロセスカートリッジの交換と使用上の注意事項プロセスカートリッジの交換と使用上の注意事項プロセスカートリッジの交換と使用上の注意事項プロセスカートリッジの交換と使用上の注意事項プロセスカートリッジの交換と使用上の注意事項 .............................. 153153153153153

プロセスカートリッジの交換 ............... 153
プロセスカートリッジの取り扱いと保管 ..... 157

プリンタの清掃プリンタの清掃プリンタの清掃プリンタの清掃プリンタの清掃 .................................................................................................................................. 158158158158158
プリンタ外部の清掃 ....................... 158
プリンタ内部の清掃 ....................... 159

プリンタを長期間使用しないときプリンタを長期間使用しないときプリンタを長期間使用しないときプリンタを長期間使用しないときプリンタを長期間使用しないとき .................................................. 161161161161161
プリンタを移動するときプリンタを移動するときプリンタを移動するときプリンタを移動するときプリンタを移動するとき .......................................................................................... 162162162162162

近くに移動する ........................... 162
梱包して運搬する ......................... 165
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サプライ用品のご紹介サプライ用品のご紹介サプライ用品のご紹介サプライ用品のご紹介サプライ用品のご紹介

サプライ用品の一覧

サプライ用品の商品番号を以下に示します。

これらの品物については、本プリンタをお買い求めの販売店へご相談く
ださい。

PPC用紙および普通紙を使用することができますが、より良い印刷品質
が得られるよう、下記の推奨用紙のご使用をお勧めします。

商　品　名 商品番号 備　考
普通紙推奨用紙 Ａ３サイズ 0411650 500 枚×３冊で１ケース

Ｂ４サイズ 0411620
Ａ４サイズ(Ｙ) 0411612 500 枚×５冊で１ケース
Ｂ５サイズ(Ｙ) 0411645
Ａ５サイズ(Ｙ) 0411635

プロセスカートリッジ　LB311A 0884110 A4 用紙で有効画像面積に対して画像面積比
率が5%以下のときに、印刷寿命は約6,000枚
です（印刷の内容により、多少の差がありま
す）。

プロセスカートリッジ　LB311B 0884120 A4 用紙で有効画像面積に対して画像面積比
率が5%以下のときに、印刷寿命は約10,000
枚です（印刷の内容により、多少の差があり
ます）。

LB311 給紙カセット 0884310 A3 ～ A5 サイズで250枚
(A3ユニバーサル) 本体およびXL-EF25M1添付のカセットと同一

です。
LB311 給紙カセット 0884320 A4 サイズで500枚

(500 枚)A4 拡張給紙ユニット-B（XL-EF50M1）専用です。
レーザプリンタ置台 0530580 デスクサイド専用置台

外形寸法 600(W)× 610(D)× 440(H)mm
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プロセスカートリッジの交換と使用上の注意事項プロセスカートリッジの交換と使用上の注意事項プロセスカートリッジの交換と使用上の注意事項プロセスカートリッジの交換と使用上の注意事項プロセスカートリッジの交換と使用上の注意事項
プロセスカートリッジの交換のしかたと使用するときの注意事項につい
て説明します。

プロセスカートリッジの交換
プロセスカートリッジ１本あたりの目安として、LB311A の場合A4サイ
ズの用紙で約6000枚、LB311Bの場合A4サイズの用紙で約10000枚の印
刷ができます。トナーの残りが少なくなると、プロセスカートリッジの
交換を促すメッセージが液晶ディスプレイに表示されます。この表示が
でたら、156ページ以降の手順でプロセスカートリッジを取り外し、「プ
ロセスカートリッジの取り付け」(13ページ)にしたがって、新しいプロ
セスカートリッジと交換します。

警告 破  裂プロセスカートリッジを火中に投入しないでください。
火中に投入すると、トナー粉がはねて、やけどの原因と
なります。
使用済みのプロセスカートリッジは、無償回収サービス
をご利用ください。（「使用済みプロセスカートリッジの
回収サービス」（156 ページ））

誤  飲・トナーは目や口に入らないように注意してください。
プロセスカートリッジの交換時などにトナーが手に付
いた場合は、速やかに洗い落としてください。
万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してくだ
さい。
・プロセスカートリッジを保管する場合は、小さなお子
さまがトナーを誤って飲むことがないように、小さな
お子さまの手の届かないところに置いてください。
万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してくだ
さい。

け  が上部カバーを開くとき、カバーとプリンタ本体に手を挟
まないように注意してください。ケガをすることがあり
ます。
上部カバーが開いているときに、上部カバーに手を触れ
ると、閉じる方向に自然落下することがあります。手を
挟んでケガをする原因となりますので、上部カバーには
触れないようにしてください。
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注意 やけど プリンタを使用した直後は定着器が非常に熱くなってい
ます。「高温注意」ラベルが貼ってある箇所（定着器や
その周辺）には、絶対に触れないでください。やけどの
原因となることがあります。

警告ラベル�

・プロセスカートリッジは、光に対して非常に敏感です。

トナーを均一にするときや交換に際しては、次の点に注
意してください。

・直射日光や強い光（約1500ルクス以上）に当てないで
ください。通常の室内の明かりの下でも５分以上は放

置しないでください。

・ドラム保護シャッターは絶対に開けないでください。
・感光体（ドラム）表面には絶対に手を触れないでくださ

い。
・立てたり、裏返しにして置かないでください。

・トナーは人体に無害ですが、手や衣服についたときには

すぐに洗ってください。
・常に、予備のプロセスカートリッジを用意しておいてく

ださい。
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・プロセスカートリッジの保管期限は約２年間です。お買い
上げ後は２年以内にご使用ください。
・プロセスカートリッジ内のトナーが片寄っているために、
プロセスカートリッジの交換を促すメッセージが液晶ディ
スプレイに表示されることがあります。
交換の前にプロセスカートリッジを矢印のようにかるく7
～8回振り、トナーの状態を均一にして、再度印刷してくだ
さい。

・プロセスカートリッジの交換を促すメッセージが表示され
ない場合でも、次のようなときはプロセスカートリッジの
交換が必要です。
・縦のカスレや部分的なカスレがある場合
プロセスカートリッジを上記のように取り出して振り、内
部トナーの状態を均一にして印刷してみても、改善されな
いとき
・不鮮明な印刷状態が発生した場合
適切な用紙に変えて印刷しても改善されないとき
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次の手順にしたがって、プロセスカートリッジを取り外します。

プリンタ内部の部品には手を触れないでください。

1 プリンタの上部カバーを
開く

上部カバーの開け方は、12ペー
ジを参照してください。

プロセスカートリッジ� 2 プロセスカートリッジの
取っ手を持ち、ゆっくり
引き上げる

・トナーで床を汚さないよう、取り出したプロセスカート
リッジを置く場所には、あらかじめ紙などを敷いておいて
ください。
・使用済みのプロセスカートリッジを処分するときは、弊社
の回収サービスをご利用ください。

「プロセスカートリッジの取り付け」（13ページ）にしたがって、新しい
プロセスカートリッジを取り付けます。

使用済みプロセスカートリッジの回収サービス

富士通株式会社では、地球環境への配慮から使用済みプロセスカート
リッジを無償で回収しております。
下記の『エコ受付センター』までご連絡をいただければ、回収便にて引
き取りにうかがいます。お客様のご理解とご協力をお願いいたします。

『エコ受付センター』
フリーダイヤル：0120-30-0693

平日 8:40～ 12:00および13:00～ 17:30
（土曜・日曜・祝日・年末年始を除く）
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プロセスカートリッジの取り扱いと保管

プロセスカートリッジを取り扱うときや保管するときの注意事項につい
て説明します。

取り扱い上のご注意
プロセスカートリッジを取り扱うときは、次の点にご注意ください。
・直射日光や強い光(約1500ルクス以上)に当てないでください。
・室内の明かりの下でも、プロセスカートリッジを５分以上放置しない
でください。
・プロセスカートリッジをプリンタから外した場合は、強い光に当てな
いよう梱包されていたアルミ袋に入れるか、厚い布などに包んでくだ
さい。
・寒いところから暖かいところに移動した場合は、１時間以上室温に慣
らしてから使用してください。
・立てたり、裏返しにして置かないでください。
・トナーは人体に無害ですが、手や衣服についたときはすぐに洗ってく
ださい。
・トナーシールを引き抜いた後は、プロセスカートリッジを強く振った
り、衝撃を与えないでください。トナーがこぼれることがあります。
・ドラムシャッターにより、プロセスカートリッジ内の感光体（ドラム）
が光にあたらないように保護されています。ドラムシャッターは絶対
に開けないでください。
・感光体（ドラム）表面には絶対に手を触れないでください。

保管上のご注意
プロセスカートリッジを保管するときは、次の点にご注意ください。
・使用するまでは開封しないでください。万一、開封してしまった場合
は、梱包されていたアルミ袋に入れ、保管してください。
・直射日光をさけ、以下の環境で保管してください。
　　温度範囲  ０～35℃、　湿度範囲  15 ～ 80％RH

（ただし、結露のないこと）
・高温多湿になる場所には置かないでください。
・立てたり、裏返しにして置かないでください。
・CRT画面、ディスクドライブ、フロッピーディスクなど、磁気を帯び
たものの近くに置かないでください。
・幼児の手の届かないところに保管してください。
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プリンタの清掃プリンタの清掃プリンタの清掃プリンタの清掃プリンタの清掃
プリンタを良好な状態に保ち、いつもきれいな印刷ができるように、約
１か月に１回、プリンタ本体周辺を清掃してください。また、プロセス
カートリッジの交換時や紙づまりの処置時には、プリンタ内部を点検し
てください。

注意 やけど プリンタの清掃を行う場合は、電源スイッチを切り、必
ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

感  電 電源スイッチを切らずにプリンタの清掃を行うと、やけ
どや感電の原因となることがあります。

清掃に際しては、以下の点に注意してください。
・プリンタを使用した直後は、プリンタ内部が非常に熱く

なっています。10分位たって内部の温度が下がってから

作業してください。
・水または中性洗剤以外は、絶対に使用しないでくださ

い。ベンジン、シンナーなど揮発性のものを使用する
と、カバーの変色や変形の恐れがあります。

・油をさす必要はありません。注油はしないでください。

プリンタ外部の清掃

カバーの表面の汚れは、水また
はうすめた中性洗剤を含ませて
かたくしぼった布で拭き取りま
す。そのあと、柔らかい乾いた
布で拭きます。
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プリンタ内部の清掃
紙づまりの処置や、プロセスカートリッジ交換のあと、上部カバーを閉
じる前に、内部を点検してください。
・紙片が残っていれば取り除きます。
・ほこり、汚れ、こぼれたトナーは、乾いた清潔な柔らかい布で拭き取
ります。

紙送りローラの清掃
年賀はがきやかもめーるなど、絵入り官製はがきに印刷するとき、はが
きの粉により送り不良が発生することがあります。プロセスカートリッ
ジを取り出し、紙送りローラ（半月状のゴムローラ（２個））を清掃し
てください。

紙送りローラ� 1 紙送りローラの外側にあ
るプラスチックのローラ
のツメを、軸の溝から外
しながら外側にずらす

左側のローラは左へ、右側の
ローラは右へずらします。

2 紙送りローラを外側にず
らして、垂直に取り外す

3 紙送りローラのゴムの部
分を、水でぬらして硬く
絞った柔らかい布でてい

ゴム製の部分を丁寧
に拭き取り

後部� 前部�

ねいに拭く

水以外は使用しないでくださ
い。ゴムが破損することがあり

ます。
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4 紙送りローラの矢印を手
前に向けて軸にはめ、軸
上の突起と紙送りローラ
の溝をあわせ内側にずら
す

5 給紙トレイの給紙口から
手を入れ、軸の後ろにあ
るプレートを押しなが
ら、外側のローラ（プラ
スチック）を、内側にず
らして紙送りローラを固
定する

左側の紙送りローラも同じ手順
で清掃してください。

外側のローラのツメが、軸の溝にはまっていることを確認し
てください。

シールドガラスの清掃
シールドガラスが汚れていると、レーザ光が遮断されて印刷がかすれる
ことがあります。プロセスカートリッジを取り出し、シールドガラスを
清掃してください。

金属板の下にある「シールドガラス」
を清掃してください。� シールドガラスを乾いた布で

ていねいに拭く
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プリンタを長期間使用しないときプリンタを長期間使用しないときプリンタを長期間使用しないときプリンタを長期間使用しないときプリンタを長期間使用しないとき
１週間以上プリンタを使用しないときは、電源スイッチを切り、電源プ
ラグを電源コンセントから抜いておきます。また、用紙を給紙トレイや
給紙カセットから取り出し、湿気やほこりの少ない場所に保管します。

1. 電源スイッチを
「○｣側に倒す�

2. 電源コードをコン
セントから抜く�

3. 電源コードを外す�1 電源の切断を確認し、電
源コードを取り外す

プリンタの電源スイッチを「○」
側に倒します。電源コードを電
源コンセントおよびプリンタの
電源コード差し込み口から抜き
ます。

エラーメッセージが表示されて

いるときは「オペレータパネル

のエラーメッセージ」（239ペー
ジ）を参照し、処置をしてから

電源を切ってください。

2 用紙を取り出す
給紙トレイおよび給紙カセット
から用紙を取り出し、湿気やほ
こりのない場所に保管します。

用紙の保管については、「第８章  用紙について」（117ページ）
参照
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プリンタを移動するときプリンタを移動するときプリンタを移動するときプリンタを移動するときプリンタを移動するとき
プリンタを運搬したり、移動したりするときには、次の点に注意してく
ださい。

注意 本プリンタは、オプションや消耗品、用紙が入っていな
い状態で約17.4kgあります。プリンタを動かす場合は、
必ず2人以上で持ち運んでください。プリンタを持ち上
げるときは、腰を痛めないように十分に膝を折り、プリ
ンタ正面（操作パネル側）および背面に向かい、左右両
側のくぼみを両手でしっかりと持ってください。くぼみ
以外を持って持ち上げることは絶対にしないでくださ
い。落下によりケガの原因になることがあります。

拡張給紙ユニット（オプション）を取り付けているプリンタ
を移動する場合には、プリンタ本体から拡張給紙ユニットを
取り外します。プリンタ本体や拡張給紙ユニットは傷がつか
ないように梱包してから運搬してください。移転など、プリ
ンタを長距離移動する可能性がある場合は、梱包材を保管し
ておくと便利です。

近くに移動する
プリンタを設置していた机を変えたり、隣の部屋に移動させたりする場
合は、以下の手順に従ってください。

1. 電源スイッチを
「○｣側に倒す�

2. 電源コードをコン
セントから抜く�

3. 電源コードを外す�1 電源の切断を確認し、電
源コードを取り外す

プリンタの電源スイッチを「○」
側に倒します。電源コードを電
源コンセントおよびプリンタの
電源コード差し込み口から抜き
ます。

エラーメッセージが表示されて

いるときは「オペレータパネル
のエラーメッセージ」（239ペー

ジ）を参照し、処置をしてから

電源を切ってください。
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ワイヤクリップ�

プリンタケーブル�

LANケーブル�

2 プリンタケーブルを抜く
パラレルインタフェースコネク
タからプリンタケーブルを外し
ます。また、LANケーブルが接続
されている場合、LAN ケーブル
を外します。

給紙カセットを
取り外す�

給紙トレイを
閉じる�

排紙トレイを
閉じる�

3 用紙を取り出す
用紙を給紙トレイまたは給紙カ
セットから取り出し、紙などに
包みます。給紙トレイと排紙ト
レイは閉じます。

用紙の保管については、「第８章  用紙について」（117ぺージ）
参照

用紙が入っている給紙カセットは重いので、「給紙カセットに
用紙をセットする」（18ページ）を参照して、注意してプリン
タから抜いてください。
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4 プロセスカートリッジを
取り外す

「プロセスカートリッジの交換」
（153ページ）を参照して、プリ
ンタ内部からプロセスカート
リッジを取り外し、上部カバー
を閉めます。

・プロセスカートリッジを取り付けたまま運搬すると、ト

ナーでプリンタ内部が汚れることがあります。必ず取り
外してください。

・取り外したプロセスカートリッジを振らないでくださ

い。トナーがこぼれることがあります。
・取り外したプロセスカートリッジは、強い光に当てない

ように、梱包されていたアルミ袋に入れるか、厚い布な
どに包んでください。

5 プリンタを移動する
給紙カセットを抜いた状態で、
プリンタを2人以上で持ち、静
かに移動します。

6 適切な場所に、プリンタ
を設置し直す

設置し直すときの手順について
は「設置手順」（12ページ）参照
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梱包して運搬する

プリンタを運搬するときは、取り付けてある付属品などを外し、もう一
度梱包する必要があります。以下の手順に従ってください。

1 付属品を取り外す
「近くに移動する」の手順1～4（162ページ）に従って、付属品を取り
外します。

2 梱包し直す
下図のように梱包して、運搬してください。
精密機械ですから、運搬するときは以下の点に注意して、ていねいに取
り扱ってください。また、「プロセスカートリッジの取り扱いと保管」
（157 ページ）も合わせて参照してください。
・梱包時は、製品購入時に使用していた梱包材で梱包してください。
・プロセスカートリッジは必ずプリンタから取り出してください。取り
出したプロセスカートリッジはビニール袋等に入れて運搬してくださ
い。

プリンタ本体�

緩衝具�

緩衝具�

プロセス�
カートリッジ�

電源コード、�
CD-ROM、�
取扱説明書など�
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第11章
オペレータパネルの操作

この章では、液晶ディスプレイに表示される内
容と、オペレータパネルの操作のしかたについ
て説明します。

オペレータパネルの見かたオペレータパネルの見かたオペレータパネルの見かたオペレータパネルの見かたオペレータパネルの見かた ................................................................................ 168168168168168
液晶ディスプレイの表示内容液晶ディスプレイの表示内容液晶ディスプレイの表示内容液晶ディスプレイの表示内容液晶ディスプレイの表示内容 ...................................................................... 169169169169169
オペレータパネルを操作するオペレータパネルを操作するオペレータパネルを操作するオペレータパネルを操作するオペレータパネルを操作する ...................................................................... 171171171171171

オンライン状態とオフライン状態 ........... 171

セットアップの操作セットアップの操作セットアップの操作セットアップの操作セットアップの操作 .............................................................................................................. 175175175175175
基本的な操作 ............................. 175
セットアップの項目一覧 ................... 178

印刷の中止印刷の中止印刷の中止印刷の中止印刷の中止（（（（（プププププリリリリリンンンンンタタタタタのののののリリリリリセセセセセッッッッットトトトト）））））............................................. 186186186186186
未印刷データの強制印刷未印刷データの強制印刷未印刷データの強制印刷未印刷データの強制印刷未印刷データの強制印刷 .......................................................................................... 187187187187187
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オペレーオペレーオペレーオペレーオペレータパネルの見かたタパネルの見かたタパネルの見かたタパネルの見かたタパネルの見かた
オペレータパネルには、操作に必要なスイッチ、表示ランプ、および液
晶ディスプレイがあります。ここでは、オペレータパネルの機能を説明
します。

メッセージ�オンライン�

オンライン�

�

リセット�

印刷方向�

データ� リンク�

メニュー/設定�

排出�

給紙口�

（液晶ディスプレイ）�

●液晶ディスプレイ�
プリンタの状態を知らせるメッセージ�
や設定項目などを表示します。�
(１行16文字の２段に表示されます。)�

●オンラインスイッチ�
オンライン状態とオフライン状態を切り
替えます。設定の操作を終了する場合に
も使用します。��
●メニュー（設定）スイッチ�
各種設定の操作を開始する場合に使用し
ます。�
また、設定メニューから選択した値を有
効にする場合にも使用します。��
●　　▲▼スイッチ�
設定メニューの選択や、設定値の選択で
使用します。�

●オンラインランプ（緑色）�
プリンタがオンライン状態かオフライン状態
かを知らせます。�
点灯：オンライン状態�
消灯：オフライン状態��

●データランプ（緑色）�
プリンタ内に印刷するデータがあるかどうか
を知らせます。�
点灯：データが残っている�
点滅：データをパソコンから受信中�
消灯：データがない�　　�

●リンクランプ（緑色）�
ネットワークと接続されている状態かどうか
を知らせます。�
点灯：ネットワークと接続されている�
消灯：ネットワークと接続されていない�　　�

●メッセージランプ（オレンジ色）�
印刷できない状態にあることを知らせます。�
点灯：エラーが発生し、印刷できない状態�
消灯：印刷できる状態�

●排出（給紙口）スイッチ�
オンライン状態のときは、給紙口を切り
替えます。�
オフライン状態のときは、プリンタ内に
残っている未印刷データを強制的に印刷
します。��
●リセット（印刷方向）スイッチ�
オンライン状態では、印刷方向を切り替
えます。�
オフライン状態では、プリンタ内に残っ
ている未印刷データを消去します。�

「設定」「 」「 」「 」「 」の各スイッチについては
「セットアップの操作」(175ページ）参照
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液晶ディスプレイの表示内容液晶ディスプレイの表示内容液晶ディスプレイの表示内容液晶ディスプレイの表示内容液晶ディスプレイの表示内容
液晶ディスプレイは、プリンタの設定状態や、障害が発生したときの内
容などを表示するものです。１行 16文字で２段に表示されます。

障害が発生すると「メッセージ」ランプが点灯し、液晶ディスプレイに
エラーメッセージを表示します。

「オペレータパネルのエラーメッセージ」（239ページ）参照

電源投入時の表示内容

プリンタの電源を入れると、プリンタが動作するために必要な診断が行
われます。診断が終わり、プリンタを使用できるようになると、液晶
ディスプレイに「オンライン」と表示されます。

電源投入時に液晶ディスプレイに表示される内容については
「プリンタの動作とオペレータパネルの表示の確認」（17ペー
ジ）参照

オンライン状態（印刷できる状態）時の表示内容

●動作モードの設定�
プリンタの動作モード（エミュレーション設
定）を表示します。�
Printia　XLドライバからの印刷では、動作
モードを自動で切り替えます。�
ＥＰ　　：ESC/Pモード�
ＥＧ　　：ESC/Pageモード�
表示なし：Printia XLドライバの印刷動作中�
ＭＷ　　：Printia XLドライバを使用した部

単位印刷時のメモリ書き込み中�
ＭＲ　　：Printia XLドライバを使用した部

単位印刷時のメモリ読み出し中�

●インタフェース状態�
オンライン／オフラインを表示します。�
オンライン　：オンライン状態�
オンライン１：オンライン状態�

（プリンタケーブル経由で
データを受信して処理中）�

オンライン２：オンライン状態�
（LAN経由でデータを受信
して処理中）�

オフライン　：オフライン状態�

●プリンタの状態�
レディ状態／パワーセーブ状態などを表示します。�
表示なし：レディ状態（印刷可能な状態）�
セーフ゛：パワーセーブ状態（データ受信で

ウォームアップを開始）�
ウェイト：ウォームアップ状態，クールダウン�

状態�

●両面印刷の設定�
両面ユニット装着時、両面印刷�
モードの設定状態を表示します。�
表示なし：片面印刷�
Ｄ　　　：両面印刷（XL-5730のみ）�

Printia XLドライバ使用時の表示例�ESC/Pモード時の表示例�

オンライン　　Ｄ　セーフ゛　ＥＰ�
トナー　７０タテ　　１－Ａ４　　�

オンライン１　　　ウェイト　　　�
　　　　　　　　　　１－Ａ４　　�

１段目の表示内容�
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●給紙口／用紙サイズ�
設定されている給紙口と用紙サイズを表示します。�
給紙口� 用紙サイズ�
１：給紙カセット１� 　Ａ３：Ａ３用紙�
２：給紙カセット２� 　Ａ４：Ａ４用紙�
３：給紙カセット３� 　Ａ５：Ａ５用紙�
　　（XL-5730のみ）�　Ｂ４：Ｂ４用紙�
Ｍ：給紙トレイ（手差し）�　Ｂ５：Ｂ５用紙�
� 　ＬＧＬ：リーガル用紙�
� 　ＬＴＲ：レター用紙�
� 　ハガキ：官製はがき�

給紙トレイ用紙サイズスイッチで用紙サイズを指定
して、給紙口が給紙トレイのときは「Ｍ＊Ａ４」の
ように「＊］が表示されます。�

●印刷方向�
設定されている印刷方向を表示します。�
タテ　：縦方向印刷�
ヨコ　：横方向印刷�
タテヨ：余白付き縦方向印刷�
ヨコヨ：余白付き横方向印刷�
余白付き指定はESC/Pモードのときのみ有効です。�
Printia XLドライバ印刷時は、ページ処理状況を表
示します。�

●縮小印刷／リスト印刷／�
ＨＥＸダンプ印刷�
設定されている印刷モードを表
示します。�
表示なし：等倍印刷�
７５　　：75％縮小印刷 �
７０　　：70％縮小印刷 �
ＬＡ　　：リスト印刷A4�
ＬＢ　　：リスト印刷B4　�
ＨＸ　　：HEXダンプ印刷�
リスト印刷指定はESC/Pモードの
ときのみ有効です。�
Printia XLドライバ印刷時は、
ページ処理状況を表示します。�

●消耗品／寿命部品交換�
トナーの残量が少なくなったときや、寿命
部品の交換時期が近づくと表示します。�
表示なし：正常�
トナー　：トナーが残り少ない状態�
ホシュ　：寿命部品の交換時期が近づい

た状態（269ページ）参照�

Printia XLドライバ使用時の表示例�ESC/Pモード時の表示例�

オンライン　　Ｄ　セーフ゛　ＥＰ�
トナー　７０タテ　　１－Ａ４　　�

オンライン１　　　ウェイト　　　�
　　　　　　　　　　１－Ａ４　　�

２段目の表示内容�

Printia XLドライバ印刷時の縮小印刷、印刷方向、給紙口、
用紙サイズ、両面印刷設定は、パソコン（Printia XLドライ
バ）で設定した内容に従います。
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オペレータパネルを操作するオペレータパネルを操作するオペレータパネルを操作するオペレータパネルを操作するオペレータパネルを操作する
プリンタの設定を変更したり、設定の一覧を印刷したり、また印刷を中
止してプリンタをリセットするときは、オペレータパネルを操作しま
す。

オンライン状態とオフライン状態

プリンタの状態には、オンライン状態とオフライン状態があります。

オンライン状態とオフライン状態を切り替える

オペレータパネルを操作するときは、通常、プリンタをオフライン状態
にします。オペレータパネルを操作した後は、プリンタはオフライン状
態です。このときは、オンライン状態に切り替えて印刷できる状態にし
ます。

メッセージ�オンライン�

オンライン�

�

リセット�

印刷方向�

データ� リンク�

メニュー/設定�

排出�

給紙口�

メッセージ�オンライン� データ� リンク�

オンライン�

�

リセット�

印刷方向�

メニュー/設定�

排出�

給紙口�

オンライン　　　　　　　　　ＥＰ�

　　　　　　タテ　　１－Ａ４�

オフライン� 　ＥＰ�

            タテ　　１－Ａ４　　　　　　　　　　�
　　　　　　　　　　　　　　�

「オンライン」�

「オンライン」�

印刷中に「オンライン」スイッチを押すと、液晶ディスプレイに『ハイ
シュツ  ショリチュウ』と表示され、印刷後にオフライン状態に切り
替わります。
オフライン状態になると「オンライン」ランプが消灯し、パソコンから
の印刷データは受信しません。
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オフライン状態で有効なスイッチ

スイッチ 状　態
オンライン オンライン状態に切り替えます。
メニュー／設定 セットアップの操作を開始します。

「セットアップの操作」（175 ページ）参照
排出（給紙口） プリンタ内に残っている未印刷のデータを強制的に印

刷します。
「未印刷データの強制印刷」（187ページ）参照

リセット（印刷方向） プリンタをリセットします。
印刷の途中（データランプ点灯中）にオフライン状
態に切り替えてリセットすると、印刷を中止しま
す。

「印刷の中止（プリンタのリセット）」（186
ページ）参照

上記以外のスイッチは、セットアップの操作中を除き、無効です。
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オンライン状態で有効なスイッチ

スイッチ 状　態
オンライン オフライン状態に切り替えます。
メニュー／設定 LANセットアップモードに入ります。

「オペレータパネルによる設定（LAN セット
アップモード）」（39ページ）参照

排紙（給紙口） オンライン設定により、「給紙口」の選択を一時的
に変更できます。
スイッチを押すごとに「給紙口」が次の順に切り替
わります。
「１」（給紙カセット１）
「２」（給紙カセット２）
「３」（給紙カセット３）（XL-5730 のみ）
「Ｍ」（給紙トレイ）

「オンライン設定」（174 ページ）参照
リセット（印刷方向） オンライン設定により「印刷方向」の選択を一時的

に変更できます。
スイッチを押すごとに「印刷方向」が次の順に切り
替わります。
「タテ」（縦方向印刷）
「タテヨ」（余白付き縦方向印刷）
「ヨコ」（横方向印刷）
「ヨコヨ」（余白付き横方向印刷）

「オンライン設定」（174ページ）参照
上記以外のスイッチは無効です。

「LANセットアップモード」および「オンライン設定」は次の
場合は無効です。
・未印刷データがあるとき
・HEXダンプ印刷設定中
・Printianavi XLドライバで印刷中（ドライバの設定が優先
されます）
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オンライン設定

オンライン状態のときに給紙口や印刷方向を一時的に切り替えることが
できます。
スイッチを押すごとに、「給紙口」と「印刷方向」は次のように切り替
わります。

オンラインｐ　ｄ　ａａａａ　ｅｅ�
ｒｒｒ□ｍｍｏｏｏ□ｓｓｓｓｓｓ�

オフラインｐ　ｄ　ａａａａ　ｅｅ�
ｒｒｒ□ｍｍｏｏｏ□ｓｓｓｓｓｓ�

「タテ□」：ポートレート印刷�
「タテヨ」：余白付ポートレート印刷�
「ヨコ□」：ランドスケープ印刷�
「ヨコヨ」：余白付ランドスケープ印刷�

*1 オプションカセット装着時�
   のみ表示�

「給紙口」スイッチ押下ごと�

「印刷方向」スイッチ押下ごと�

  １－××××：カセット１�
  ２－××××：カセット２*1�
  ３－××××：カセット３*1 (XL-5730のみ)�
  Ｍ－××××：給紙トレイ�

オンライン�データ�リンク�メッセージ�

オンライン�※データ�リンク�メッセージ�

「オフライン」スイッチ押下�

�

※オンライン設定中にデータを受信した場合は、ｐが受信のポート番号
となりデータランプが点灯します。
ｄ ：印刷状態 ａａａａ：プリンタ状態
ｅｅ ：エミュレーションモード ｒｒｒ ：消耗品警告
ｍｍ ：縮小印刷 ｏｏｏ ：印刷方向
ｓｓｓｓｓｓ：給紙口／用紙ｻｲｽﾞ ｐ ：受信ポート
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セットアップの操作セットアップの操作セットアップの操作セットアップの操作セットアップの操作
プリンタの設定を変えたり、設定内容を確認したりするときの操作方法
について説明します。設定の変更や確認は、セットアップモードで行い
ます。

セットアップモードで設定できる項目（レベルおよび設定値）
については
「セットアップの項目一覧」（178 ページ）参照

基本的な操作

セットアップモードに入るときは、プリンタをオフライン状態に切り替
えて、「メニュー／設定」スイッチを押します。印刷の途中（データラ
ンプ点灯中）は、セットアップモードに入ることはできません。
セットアップモードを終了させるには、「オンライン」スイッチを押し
ます。
再度、「オンライン」スイッチを押すと、印刷できる状態（オンライン
状態）になります。

メッセージ�オンライン�

オンライン�

�

リセット�

印刷方向�

データ� リンク�

メニュー/設定�

排出�

給紙口�

メッセージ�オンライン� データ� リンク�

オンライン�

�

リセット�

印刷方向�

メニュー/設定�

排出�

給紙口�

� ＥＰ�

　タテ　　１－Ａ４�

オフライン� セットアップ　　　　　　　　　　�
　メニュー　インサツ　　　　　▼�

「メニュー」�

「オンライン」�
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セットアップモードでは、目的の設定値を上位のレベルから順に選んで
表示させ、設定します。設定値までのレベルの深さは項目によって異な
ります。

セットアップモードでは、次のスイッチを使用します。
「 」または「 」スイッチ .... 同じレベルで項目を切り替えます。設定

する値を変えたいときにも使用します。
「 」または「 」スイッチ ... 下のレベルまたは上のレベルに移動しま

す。
「メニュー／設定」スイッチ .... 表示された値に設定するときや、メ

ニュー印刷、テスト印刷を行うときに押
します。

セットアッフ゜�
　ＬＡＮ　セッテイ� ▼�

セットアッフ°�
  メニュー　インサツ� ▼�

  メニュー　インサツ�
セッテイ　ノ　インサツ� ▲�

  セッテイ　ノ　インサツ�
  インサツチュウ�

セットアッフ°�
  テスト　インサツ� ▼�

↓「メニュー／設定」�

「　」↓↑「  」�

「  」�
→�
←�
「　」�
�

「  」�
→�
←�
「　」�
�

・セットアップモードで設定した値は、一部を除いて「一時
的な設定」です。このため、プリンタの電源を切ると設定
前の値に戻ってしまいます。設定した内容を記憶させるた
めには、「登録」で「設定登録」を行ってください。
・「LAN設定」内の設定値を変更すると、「オンライン」スイッ
チでセットアップモードを終了した際に、プリンタをリ
セット（初期化）します。
・「HEXダンプ印刷」を設定すると、HEXダンプ印刷モードで印
刷できる状態（オンライン状態）に移行します。HEXダンプ
印刷を解除するときは、オフライン状態にして「リセット」
スイッチを2回押します。
・Ethernetのタイプを設定した場合、いったん電源を切断し、
再び投入してください。
・Printia XLドライバからの印刷では、ドライバの設定に従
います。
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・縮小印刷について
・ESC/Page モードでは、縮小印刷の「リストインサツA4
（LA）」「リストインサツ B4（LB）」は表示されません。
・縮小印刷の表示が「LA」「LB」のときは、コマンドでESC/
Pageモードへ移行できません。

・コピー枚数（印刷部数）の設定では、印刷データ内の部数
指定コマンドが優先します。
・給紙トレイ用紙サイズスイッチを「パネルで設定」にした
場合のみ、給紙トレイサイズで指定した値が有効になりま
す。
・両面印刷は、はがき、不定形用紙では無効となります。
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セットアップの項目一覧

セットアップモードで設定できる項目の一覧を次の表に示します。設定
値および範囲の値の前の「＊」は、工場出荷時に登録される初期値を示
します。

各項目の設定方法については
「セットアップの操作」(175ページ)参照

レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 設定値 機　能〔範　囲〕
メニュー印刷 設定の印刷 現在のプリンタの設定内容を印
（＊1） 刷する。
テスト印刷 ESC/P印刷 ESC/Pモードで使用する文字を、

（＊1） エミュレーション解像度でテス
ト印刷する。

ESC/Page印刷 ESC/Pageモードで使用する文字
（＊1） を、エミュレーション解像度で

テスト印刷する。
アウトライン文字印刷 アウトライン文字（ANK/漢字）
（＊1） でテスト印刷する。
その他連続印刷 H印刷 「H」を連続して印刷する。
（＊3） 黒ベタ印刷 印刷可能領域をすべて黒で塗り

つぶして連続で印刷する。
白紙印刷 白紙のまま連続で印刷する。

格子印刷１ 格子を600 d p iで連続で印刷す
る。

格子印刷２ 格子を300 d p iで連続で印刷す
る。

格子印刷３ 格子を1200dpiで連続で印刷す
（＊2） る。

エミュレーション設定 ＊ ESC/P プリンタをESC/Pモードで動作さ
せる。

ESC/Page プリンタをESC/Pageモードで動
作させる。

＊ 1：はがき、A5より小さい不定形用紙には印刷できません。
＊ 2：XL-5730のみ選択できます。
＊ 3：リセットスイッチを押すと連続印刷が終了します。
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用
　
　
編

レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 設定値 機  能〔範　囲〕
印刷設定 印刷方向 ＊縦 用紙の短い辺に対して平行に印

刷する。上端/左端の余白は固
定。

縦余白 用紙の短い辺に対して平行に印
刷する。縦余白設定で設定した
余白を付けて印刷する。

横 用紙の長い辺に対して平行に印
刷する。上端/左端の余白は固
定。

横余白 用紙の長い辺に対して平行に印
刷する。横余白設定で設定した
余白を付けて印刷する。

給紙口 ＊カセット1 1段目の給紙カセットから給紙す
る。

カセット2 2段目の給紙カセット（拡張給紙
（＊4） ユニット）から給紙する。
カセット3 3段目の給紙カセット（拡張給紙

（＊4） ユニット）から給紙する。（XL-
5730のみ）

給紙トレイ 給紙トレイから給紙する。
縮小印刷 ＊ 100% 縮小せずに印刷する。

75% 75%に縮小して印刷する。
70% 70%に縮小して印刷する。
リスト印刷A4 ストックフォーム用の印刷デー

タを75％に縮小してA4用紙に横
方向で印刷する。

リスト印刷B4 ストックフォーム用の印刷デー
タをB 4 用紙に横方向で印刷す
る。

給紙トレイサイズ ＊ A4 A4サイズに設定する。
B5 B5サイズに設定する。
A5 A5サイズに設定する。
リーガル リーガルサイズに設定する。
レター レターサイズに設定する。
ハガキ はがきサイズに設定する。
不定形 不定形用紙に設定する。このと

きの用紙サイズは、『不定形サ
イズ』で設定する。

A3 A3サイズに設定する。
B4 B4サイズに設定する。

＊4：拡張給紙ユニット（オプション）を取り付けているとき表示しま
す。
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レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 設定値 機  能〔範　囲〕
印刷設定 不定形サイズ不定形縦 ×××mm 不定形用紙の縦の長さを指定す

る。[148～＊420mm]
不定形横 ×××mm 不定形用紙の横の長さを指定す

る。[100～＊297mm]
コピー枚数 ××枚 印刷する部数を設定する。

[＊1～99枚]
両面印刷 ＊解除 両面印刷を行わない。
（＊5） （片面印刷）

設定 両面印刷を行う。
綴じしろ方向 ＊長辺綴じ 長辺側を綴じしろとする。

　短辺綴じ 短辺側を綴じしろとする。
綴じしろ ＊左/上綴じ 左側、または上側を綴じる。
モード 右/下綴じ 右側、または下側を綴じる。
綴じしろ量 表 ××mm 表面の綴じしろ量を設定する。

[＊0～30mm]
裏（＊6） ××mm 裏面の綴じしろ量を設定する。

[＊0～30mm]
EPモード設定 文字コード ＊カタカナ カタカナコード表(283ページ)を

使用する。
　グラフィック 拡張グラフィックコード表(283

ページ)を使用する。
給紙位置 ＊8.5mm 印刷開始位置を用紙の上辺から
（＊7） 8.5mmに設定する。

22mm 印刷開始位置を用紙の上辺から
22mmに設定する。

右マージン位置 ＊用紙幅 用紙幅に合わせて右マージンを
設定する。右マージンは、使用
する用紙サイズの印刷領域の右
端まで。

136桁 用紙サイズに関係なく1 3 6 桁
(13.6インチ)に設定する。用紙
幅が136桁に満たない場合、印刷
領域を越えた部分は印刷されな
い。

＊ 5：オプションの両面ユニットを搭載しているときのみ表示されます。
（XL-5730 のみ）

＊ 6：両面ユニットを装着していない場合は表しか表示されません。
＊ 7：給紙位置が余白の最小値となります。



第11章　オペレータパネルの操作

181

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

付

14

運
　
　
用
　
　
編

レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 設定値 機  能〔範　囲〕
EPモード設定 ANK文字 ＊ローマン ANK文字の書体をローマンにする。

サンセリフ ANK文字の書体をサンセリフにす
る。

漢字書体 ＊明朝 漢字の書体を明朝体にする。

ゴシック 漢字の書体をゴシック体にする。

CRコード ＊ CRのみ CR動作（復帰のみ）を行う。
CR&LF C R動作（復帰）とL F動作（改

行）を行う。
縦余白設定 縦上端余白 ××.×mm 縦印刷のときの上端余白を設定

する。
[＊給紙位置(＊8)～50.0mm]

縦左端余白 ××.×mm 縦印刷のときの左側余白を設定
する。[＊5.0～50.0mm]

横余白設定 横上端余白 ××.×mm 横印刷のときの上端余白を設定
する。
[＊給紙位置(＊8)～50.0mm]

横左端余白 ××.×mm 横印刷のときの左側余白を設定
する。[＊5.0～50.0mm]

印字位置調整縦印字位置 ××.×mm 印刷時の縦印字位置を設定す
る。［-30mm～30mm］初期値0mm

横印字位置 ××.×mm 印刷時の横印字位置を設定す
る。［-30mm～30mm］初期値0mm

EGモード設定 復帰改行 ＊設定 自動復帰改行動作を行う。
解除 自動復帰改行動作を行わない。

改ページ ＊設定 自動的に改ページする。
解除 自動的に改ページしない。

CRコード ＊ CRのみ CR動作(復帰)のみ行う。
CR&LF CR動作(復帰)とLF動作(改行)を

行う。
LFコード ＊ CR&LF LF動作(改ページ)とCR動作（復

帰）を行う。
LFのみ LF動作（改行）のみを行う。

FFコード ＊ CR&FF FF動作(改ページ)とCR動作（復
帰）を行う。

FFのみ FF動作(改ページ)のみを行う。

＊8：給紙位置が余白の最小値となります。
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レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 設定値 機  能〔範　囲〕
EGモード設定 エラーコード ＊無視 未定義文字を無視する。

スペース 未定義文字をスペース(空白)に
置き換える。

イメージパターン ＊標準 イメージデータを補正しない。
補正 イメージデータを補正する。

メモリオーバー解除 ＊しない 何かスイッチが押されるまで待
機する。

する 何かスイッチが押されるか、
メッセージを3秒間表示した後、
印刷処理を続行する。

給紙トレイ番号 ＊ 3 LP8000互換仕様を設定する。
4 LP8500互換仕様を設定する。
5 拡張仕様1（4段カセットサポー

ト機用）を設定する。
印字位置調整縦印字位置 ××.×mm 印刷時の縦印字位置を設定す

る。［-30mm～30mm］初期値0mm
横印字位置 ××.×mm 印刷時の横印字位置を設定す

る。［-30mm～30mm］初期値0mm
環境設定 スムージング ＊設定 印刷結果を滑らかにする。

解除 印刷結果を滑らかにしない。
トナーセーブ ＊解除 トナーを節約しない。

設定 トナーを節約する。
自動給紙 ＊設定 給紙口の自動選択を行う。

解除 給紙口の自動選択を行わない。
ブザー ＊設定 ブザーを鳴らす。

解除 ブザーを鳴らさない。
タッチ音 ＊設定 タッチ音を鳴らす。

解除 タッチ音を鳴らさない。
データなし印刷 ＊解除 印刷しない。ただし、オーバレ

イ登録中はデータがないときで
も印刷する。

設定 印刷する。(白紙印刷)
タイマー監視 ＊解除 タイマー監視印刷を行わない。
印刷 30秒 監視時間を30秒にする。

10秒 監視時間を10秒にする。



第11章　オペレータパネルの操作

183

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

付

14

運
　
　
用
　
　
編

レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 設定値 機  能〔範　囲〕
環境設定 給紙トレイ印刷 ＊ コマンド優先コマンドで指定した用紙サイズ

（＊9） で印刷する
設定優先 オペレータパネルで指定した用

紙サイズで印刷する。
メモリ不足解除 ＊しない メモリ不足が発生した場合、

メッセージを表示したままス
イッチ操作を待つ。

　する メモリ不足が発生した場合、ス
イッチ操作または３秒間のメッ
セージ表示後、処理を続行す
る。

印字濃度調整 ×× 印刷濃度を設定する。(16段階)
[0～＊8～15]

補助機能設定 パワーセーブ時間 ＊ 1分 1分
15分 15分
30分 30分
60分 60分

ポート切替時間 ××××秒 他のポートに切り替えるまでの
時間を設定する。[＊30～3600秒]

トナーセーブ補正 ＊ 設定 補正する。
解除 補正しない。

HEXダンプ印刷 設定 ヘキサダンプ形式で印刷する。
パラレルポート設定 双方向モード ＊設定 双方向インタフェースを有効に

する。
解除 双方向インタフェースを無効に

する。
ACKタイミング ＊ 高速 パルス幅を短い値に設定する。

標準 パルス幅を標準の値に設定す
る。

ビジーディレイ ＊ A-B ACK信号�

BUSY信号�

A-B-A
ACK信号�

BUSY信号�
B-A ACK信号�

BUSY信号�

INIT受信 ＊有効 INIT受信を有効にする。
無効 INIT受信を無効にする。

＊9: 給紙トレイ用紙サイズスイッチを「パネルで設定」にしたときに
有効です。
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レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 設定値 機  能〔範　囲〕
登録 設定呼び出しプリンタの設定内容を読み出

す。
設定初期化 プリンタの設定内容を工場出荷

時の初期値に戻す。
設定登録 セットアップによって設定した

内容をプリンタに記憶させる。
電源を切っても、設定内容は保
持される。

保守モード 印刷枚数 XXXXXページ
メモリ容量 XXMB
ROM版数 Ver XX.XX
エンジンROM版数 Ver X.XX
エンジンステータス STATUS XX=XX
NVコード XX=XX
カートリッジステータス XX=XX
装置ステータス XX=XXXXXXXX
LANステータス a.bbbb.cccc.dd
主走査方向位置 XX.XXXmm
副走査方向位置 XX.XXXmm
ソフトスイッチ ソフトスイッチX-X ＊ OFF

ON
LAN設定 プロトコル TCP/IP ＊有効 TCP/IPを有効にする。

無効 TCP/IPを無効にする。
Ethernetタイプ ＊自動 自動検出して動作する。
（＊10） 100Mbps Full 100Mbps(Full)で動作する。

100Mbps Half 100Mbps(Half)で動作する。
10Mbps 10Mbpsで動作する。

TCP/IP設定 DHCP自動取得 ＊設定 I P アドレス、サブネットマス
ク、ゲートウェイをDHCPにより
自動取得する。

　解除 I P アドレス、サブネットマス
ク、ゲートウェイをDHCPにより
自動取得しない。

IPアドレス IPアドレス IPアドレス-1 左端のブロックのIPアドレスを
（＊11） XXX.XXX.XXX.XXX 設定する。

IPアドレス-2 左から2番目のブロックのIPアド
レスを設定する。

IPアドレス-3 左から3番目のブロックのIPアド
レスを設定する。

IPアドレス-4 左から4番目のブロックのIPアド
レスを設定する。

＊10: Ethernetのタイプを設定した場合、いったん電源を切断し、再び
投入してください。

＊11:「DHCP自動取得」が「設定」のときは、表示されません。
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レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 設定値 機  能〔範　囲〕
LAN設定 TCP/IP設定 サブネットマスク サブネットマスク サブネットマスク-1 左端のブロックのサブネットマ

（＊12） XXX.XXX.XXX.XXX スクを設定する。
サブネットマスク-2 左から2番目のブロックのサブネ

ットマスクを設定する。
サブネットマスク-3 左から3番目のブロックのサブネ

ットマスクを設定する。
サブネットマスク-4 左から4番目のブロックのサブネ

ットマスクを設定する。
ゲートウェイ ゲートウェイ ゲートウェイ-1 左端のブロックのゲートウェ
（＊12） XXX.XXX.XXX.XXX イを設定する。

ゲートウェイ-2 左から2番目のブロックのゲート
ウェイを設定する。

ゲートウェイ-3 左から3番目のブロックのゲート
ウェイを設定する。

ゲートウェイ-4 左から4番目のブロックのゲート
ウェイを設定する。

ポート番号1 ＊ 9313 印刷を受け付けるときに使用す
る ポ ー ト 番 号 を 設 定 す る
(1～65535)

ポート番号2 ＊ 9313 ネットワーク内のプリンタを検
索するときに使用するポート番
号を設定する(1～65535)

MACアドレス XXXXXXXXXXXX
LAN初期化 設定 LAN設定の内容を工場出荷時の初

期値に戻す
＊12:「DHCP 自動取得」が「設定」のときは、表示されません。
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印刷の中止印刷の中止印刷の中止印刷の中止印刷の中止（（（（（プリンタのリセット）プリンタのリセット）プリンタのリセット）プリンタのリセット）プリンタのリセット）
印刷開始後（データランプ点滅または点灯）に印刷を中止したいとき
は、プリンタをオフライン状態に切り替えて、リセットの操作を行いま
す。

プリンタをリセットすると、プリンタ内の未印刷データを消去し、パソ
コンから残りデータを受信しながら（データランプ点滅）、印刷ジョブ
を削除します。
Printia XL ドライバから印刷しているときは、印刷ジョブの終了を検
出するとリセット（初期化）を終了します。
プリンタの接続方法や使用しているパソコンによっては、印刷ジョブが
完全には削除できず、オンライン状態に戻った後、文字化けなどのトラ
ブルが発生することがあります。Printianavi を使用しているときは、
パソコン上のPrintianaviメッセージ上から「印刷中止」または「印刷
打ち切り」を行うことをお勧めします。

�オンライン１（または２）�

　　　　　　　　　　　１－Ａ４�

↓「オンライン」�

① 印刷中に「オンライン」ス
イッチを押します。

�ハイシュツ　ショリチュウ�

　　　　　　　　　　　１－Ａ４�

印刷中の用紙を排出し、オフ
ライン状態になります。

�オフライン�

　　　　　　　　　　　１－Ａ４�

�ショキカ　シマスカ？�

　　　　　　　　　　　１－Ａ４�

↓「リセット」� ②「リセット」スイッチを押し
ます。
確認のメッセージが表示され
ます。
このとき「オンライン」ス
イッチを押すと、リセットせ
ずにオフライン状態に戻りま
す。

ショキカチュウ　　　　　　�

↓「リセット」� ③ 再度「リセット」スイッチ
を押すと、プリンタを初期
化します。
受信データがあると、デー
タランプが点滅します。

初期化が終了すると、オフライ
ン状態に戻ります。
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未印刷データの強制印刷未印刷データの強制印刷未印刷データの強制印刷未印刷データの強制印刷未印刷データの強制印刷
プリンタ内に残っている未印刷データを強制的に印刷します。
Printia XL ドライバから印刷したときや、未印刷データがないとき
（データランプ消灯）は、強制印刷できません。

本プリンタは、パソコンから1ページ分のデータを受信したとき、また
は排出（改頁）コマンドを受信したときに、初めて印刷を実行します。
したがって、データを受信しても1ページに満たない状態や排出（改頁）
コマンドを受信していない状態では、データがプリンタ内に残っていま
す。

未印刷データを強制的に印刷するときは、オフライン状態に切り替えて
から、次の操作を行います。

�オンライン　　　　　　　　　ＥＰ�

             タテ　　　１－Ａ４　　�

↓「オンライン」�

① データランプが点灯した状態
のときに、「オンライン」ス
イッチを押します。

�オフライン　　　　　　　　　ＥＰ�

             タテ　　　１－Ａ４　　�

↓「排出」� ②「排出」スイッチを押します。

�ハイシュツ　ショリチュウ　　　　�

             タテ　　　１－Ａ４　　�

強制印刷を中断したい場合には、用紙を排出中にもう一度
「排出」スイッチを押します。強制印刷を中断し、印刷中の用
紙を排出したあとオフライン状態になります。
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第12章
プリンタドライバの設定

この章では、プリンタドライバ（Printia XL ド
ライバ）の設定項目および設定方法について説
明します。

設定画面について設定画面について設定画面について設定画面について設定画面について ........................................................................................................................ 190190190190190
便利な印刷機能便利な印刷機能便利な印刷機能便利な印刷機能便利な印刷機能 .................................................................................................................................. 202202202202202

拡大／縮小印刷 ........................... 202
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設定画面について設定画面について設定画面について設定画面について設定画面について
ここでは、プリンタドライバの設定画面の表示方法と設定方法を、OSご
とに説明します。

アプリケーションからの印刷設定

アプリケーションソフトから印刷を行うときに、用紙サイズや解像度な
ど、印刷に関する設定を行う画面について説明します。

設定画面の表示方法
設定画面の表示方法は、アプリケーションによって異なります。
ここでは、ワードパッドを例に説明します。

ワードパッドの〔ファイル〕メ
ニューから〔印刷〕を選択する�

「プリンタ名」で印刷
を行うプリンタを選択
し、〔プロパティ〕を
クリックする�

「プリンタの選択」で印刷を行
うプリンタを選択する�
※選択したプリンタによって後
ろのタブが切り替わります。�

Windows 2000のとき�Windows 95/98/Me/NT4.0のとき�
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設定方法
前ページの操作により、次の画面が表示されます。
設定を変更する手順を以下に示します。
※ 画面はWindows 95/98/Meの場合です。

1 設定を変更するダイアロ
グのタブをクリックする

各ダイアログで設定で
きる内容については
「ダイアログ一覧」
（195ページ）参照

2 設定を変更する
〔標準に戻す〕のあるダイアログ
では、このボタンをクリックす
ると、表示中のダイアログの設
定値を初期値に戻します。

3 変更した値を保存または
キャンセルする

〔OK〕........ 設定保存後に画
面を終了

〔適用〕...... 画面を開いたま
ま設定を保存

〔キャンセル〕.. 設定を保存せず
に画面を終了

装置に関する設定／印刷に関する既定値の設定

OSが提供する設定や装置のオプション情報の設定、Printianaviに関す
る設定を行う画面です。
また、用紙サイズや解像度などの印刷に関する既定値（アプリケーショ
ンソフトから印刷設定を行わない場合に使用する設定値）も設定できま
す。

Windows 2000/NT4.0では、一般ユーザはこの設定を変更
できません。設定するときは、管理者グループのメンバー
でログオンしてください。
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設定画面の表示方法
装置に関する設定、および印刷に関する既定値の設定を行う画面は、次
の手順で表示します。
OSによって選択するメニューが異なりますので、ご注意ください。
※ 1、2の画面はWindows 98の場合です。

1 〔スタート〕から〔設定〕
〔プリンタ〕の順に選択
する

2 設定を行うプリンタをク
リックする

3 設定画面を表示する
装置に関する設定、および印刷に関する既定値の設定を行う画面は、OS
によって次のように異なります。

OS 装置に関する設定 印刷に関する既定値の設定
Windows 95/98/Me プリンタのプロパティ プリンタのプロパティ
Windows 2000 プリンタのプロパティ 印刷設定
Windows NT4.0 プリンタのプロパティ ドキュメントの既定値

設定を行う項目に合わせて、画面を表示してください。
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「プリンタのプロパティ」の表示
※画面はWindows 98の場合です。

〔ファイル〕メニューの〔プロ
パティ〕を選択する
表示される画面は、OSによって
異なります。

「印刷設定」(Windows 2000)/「ドキュメントの既定値」(Windows NT4.0)の表示
※画面はWindows 2000の場合です。

〔ファイル〕メニューから、
Windows 2000のときは〔印刷
設定〕を、Windows NT4.0のと
きは〔ドキュメントの既定
値〕を選択する
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設定方法
※画面は Windows 98のプリンタのプロパティです。

1 設定を変更するダイアロ
グのタブをクリックする

各ダイアログで設定で
きる内容については
「ダイアログ一覧」
（195 ページ）参照

2 設定を変更する
〔標準に戻す〕ボタンがあるダイ
アログでは、このボタンをク
リックすると、表示中のダイア
ログの設定値を初期値に戻しま
す。

3 変更した値を保存または
キャンセルする

〔OK〕........ 設定保存後に画
面を終了

〔適用〕...... 画面を開いたま
ま設定を保存

〔キャンセル〕..設定を保存せず
に画面を終了
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ダイアログ一覧

プリンタドライバの設定を変更するためのダイアログの一覧を示しま
す。

印刷に関する設定
アプリケーションからの設定画面で表示されるダイアログです。
Windows 95/98/Meではプリンタのプロパティ、Windows 2000 では印刷
設定、Windows NT4.0ではドキュメントの既定値でも表示されます。

詳細は、プリンタドライバのヘルプ参照

画　面 説　明

〔用紙〕
用紙サイズや種類、印刷の向きなどの用紙に関する設定
や給紙／排紙、部数印刷に関する設定を行います。

「拡大／縮小印刷」（202 ページ）
「複数部数／部単位印刷」（208 ページ）

〔レイアウト〕
１枚の用紙に対するページの配置を設定します。

「複数ページ割り付け印刷」（204 ページ）参
照
「両面印刷」（209 ページ）参照
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画　面 説　明

〔グラフィックス〕
Windows 95/98/Meのとき Windows 2000/NT4.0のとき

解像度 やディザパターンな
どを設定します。

詳細についてはヘルプ
を参照してください。

解像度が1200dpiの場合、印刷する用紙サイズや方法によっ
てプリンタRAMモジュールの増設が必要になります。RAMのサ
イズと解像度の関係については、「第9章　オプションについ
て」の「オプション品のご紹介」の「プリンタ RAMモジュー
ル」（133 ページ）にある表を参照してください。

〔印刷オプション〕
Windows 95/98/Meのとき Windows 2000/NT4.0のとき

以下の印刷に関するオプショ
ン設定を行います。
1) トナーセーブ、スプール
に関する設定

2) スムージング
3) プロテクトモード印刷

詳細についてはヘルプ
を参照してください。

プロテクトモードとは、プリンタに 1ページ分のメモリを確
保して印刷するかどうか設定する機能です。
「プロテクトモードで印刷する」にチェックを付けると、印刷
データの用紙サイズと解像度から算出したメモリが確保でき
ない場合は、印刷前にメモリ不足エラーとなります。
チェックを外すと用紙サイズと解像度が大きくても実際の
データ量が少ない場合は印刷を行いますが、途中でメモリが
不足したときは、その時点でメモリ不足エラーとなります。
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装置に関する設定
〔プリンタ〕フォルダのメニューから表示する画面です。

・Printia XLドライバ固有のダイアログ
プリンタのプロパティで表示されるPrintia XL ドライバ固有のダイ
アログです。

詳細は、プリンタドライバのヘルプ参照

画　面 説　明
〔装置オプション〕
Windows 95/98/Meのとき Windows 2000/NT4.0 のとき

オプションの装着状態や、
Printianaviを有効にするか
どうかの設定を行います。

詳細についてはヘルプ
を参照してください。

〔Printianavi〕
エラーメッセージの表示方法や印刷完了時のメッセージ
通知などの Printianaviに関する設定を行います。
オプションには印刷のログを取る機能があります。
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・OSが提供する共通のダイアログ

プリンタのプロパティで表示される OS提供のダイアログです。
詳細については、Windows のヘルプ、マニュアル等を参照してください。

画　面 説　明

〔全般〕（Windows 95 は〔情報〕）
Windows 95/98/Meのとき

プリンタに関するコメントの
入力やテストページ印刷を行
います。

Windows NT4.0のとき（注１） Windows 2000のとき

〔詳細〕（Windows 95/98/Me）
印刷先のポートに関する設定
を行います。

「プリンタの接続方
法を変更するとき
（印刷先ポートの追
加と変更）」（84ペー
ジ）

〔ポート〕（Windows NT4.0） 〔ポート〕（Windows 2000）

注１：本プリンタでは、Windows NT4.0の区切りページ印刷はサポートしていません。
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画　面 説　明

〔共有〕
Windows 95/98/Meのとき（注２）

プリンタの共有に関する設定
を行います。

「第7章　プリンタ
共有の設定」
（101ページ）

Windows NT4.0のとき Windows 2000 のとき

〔スケジュール〕 〔詳細設定〕
Windows NT4.0 のとき（注４） Windows 2000のとき（注３）(注４)

プリンタの利用可能時間やス
プールに関する設定を行いま
す。
通常お使いになる際は、この
設定の変更は必要ありませ
ん。

〔セキュリティ〕
Windows NT4.0のとき Windows 2000 のとき

プリンタのセキュリティに関
する設定を行います。
通常お使いになる際はこの設
定の変更は必要ありません。
詳細についてはWindows 2000/
NT4.0 のマニュアル・ヘルプ
などを参照してください。

注２：Windows 95/98/Meでは、ネットワークの設定でプリンタを共有に設定したと
きのみ表示されます。

注３：本プリンタでは、Windows 2000の区切りページ印刷はサポートしていません。
注４：本プリンタでは「一致しないドキュメントを保留する」設定は無効です。



200

第12章　プリンタドライバの設定

各画面の機能／使い方についての詳細を調べる手段としてヘ
ルプ機能があります。ヘルプ機能には以下の2通りの使い方
があります。
・〔  〕をクリックして見る方法
・各画面にある〔ヘルプ〕ボタンをクリックして見る方法

・〔  〕ボタンをクリックしてヘルプを見る場合

ダイアログボックスの右上にある をクリックするとカーソルの形が
 に変わります。その状態のまま、説明が必要な項目をクリックす

るとダイアログ上にポップアップウィンドウが表示されます。

（例）給紙方法についてのヘルプをみる場合

クリックする

カーソルを持っ
てきてクリック
する



第12章　プリンタドライバの設定

201

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

付

14

運
　
　
用
　
　
編

・各画面にある〔ヘルプ〕ボタンをクリックして見る方法

〔ヘルプ〕ボタンがあるダイアログは以下のとおりです。
・〔用紙〕ダイアログ
・〔レイアウト〕ダイアログ
・〔グラフィックス〕ダイアログ
・〔印刷オプション〕ダイアログ
・〔装置オプション〕ダイアログ
・〔Printianavi〕ダイアログ

（例）〔用紙〕ダイアログのヘルプをみる場合

クリックする

利用方法についてはヘルプの〔目次〕の「ヘルプの使い方」を参照して
ください。
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便利な印刷機能便利な印刷機能便利な印刷機能便利な印刷機能便利な印刷機能
ここでは、本プリンタドライバで行える便利な印刷機能の設定について
説明します。

拡大／縮小印刷

アプリケーションで作成したデータ(文書)を拡大または縮小して印刷し
ます。

〔用紙〕ダイアログ

用紙サイズ
拡大／縮小する前の、用紙サイズを指定します。

アプリケーション側の書式設定などで用紙サイズが指定され
ているときは、通常、アプリケーション側の設定値が優先さ
れます。

拡大縮小
拡大／縮小した後に、実際に印刷される用紙サイズを指定します。

等倍 ...................拡大／縮小印刷は行いません。
○○に拡大縮小 .........用紙サイズと出力用紙の大きさから、拡大

／縮小率を自動的に設定し、出力する用紙
サイズを○○に固定します。
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拡大縮小の設定を行うと、〔用紙〕ダイアロ
グの左上に用紙サイズと出力用紙サイズの
関係が表示されます。

例えば、「B4→A4」と表示されているときは、
B4 の用紙に収まるように作成した文書を、
A4の用紙に収まるように縮小印刷すること
を示します。

プリンタの給紙口に出力用紙として指定し
たサイズの用紙が入っていることを確認し
てから印刷してください。

実際に出力する用紙サイズを変更せずに、印刷イメージだけ
を50％～150％の範囲で拡大／縮小することができます。

「イメージサイズの調整」（211 ページ）参照

拡大／縮小印刷の設定例

データを決まった用紙サイズに印刷する
例1：拡大印刷の時

B4

125％拡大�

A4

データ� 出力用紙� ・ A4サイズに作成したデータを
B4サイズに拡大して印刷

このようなときは、次の設定をします。

用紙サイズ ............「A4（210× 297mm）」を選択します。
拡大縮小 ..............「B4 に拡大縮小」を選択します。

例2：縮小印刷の時

B4

80％縮小�

A4

データ� 出力用紙� ・B4サイズに作成したデータを
A4サイズに縮小して印刷

このようなときは、次の設定をします。

用紙サイズ ............「B4(257 × 364mm)」を選択します。
拡大縮小 ..............「A4 に拡大縮小」を選択します。
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複数ページ割り付け印刷

用紙の一面に複数のページを配置して印刷するには一面あたりのページ
数設定機能を使います。

〔レイアウト〕ダイアログ

1 〔設定〕ボタンをクリッ
クする

ページ数 ............ 1ページ～16ページの中から1枚の用紙に印刷
するページ数を選択します。

ページ配置 .......... 1枚の用紙に複数ページを配置するときの配置
のしかたを指定します。

ページ枠を付ける .... 通常の1ページに相当する部分に枠を付けるか
どうかを設定します。ページ枠を付ける場合
は、チェックします。
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･ ユーザ定義サイズの用紙には、複数ページ割り付け印刷で
きません。
・アプリケーションによっては、「複数ページ割り付け印刷」
や「拡大／縮小印刷」を使用して印刷結果を拡大／縮小し
た場合、まれに期待どおりに印刷されないことがあります。
・解像度の違いによって「複数ページ割り付け印刷」で印刷
されるページの位置が異なる（ページ間の余白が異なる）場
合があります。
・アプリケーションによっては、独自でページレイアウト機
能を持っている場合があります。このようなアプリケー
ションで印刷するときには、アプリケーションのページレ
イアウト機能か、プリンタドライバの複数ページ割り付け
機能かのどちらかを使用してください。両方の機能を使用
してページレイアウトを行うと、二重にレイアウトされて
しまいます。
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複数ページ割り付け印刷の設定例

作成したデータと出力する用紙のサイズが同じとき
例：

データ�

A4×24枚（24ページ）�

出力用紙�

1面あたりの�
ページ数�

A4×6枚（24ページ）�

A4サイズに収まるように作成した24ページのデータを、A4サイズの用
紙1枚に4ページ分ずつ、合計6枚に収まるよう縮小し、左上→右上→
左下→右下の配置で印刷

このようなときは、次の設定をします。

〔レイアウト〕ダイアログの〔1面あたりのページ数の詳細設定〕
ページ数 ................「4ページ」を選択します。
ページ配置 ..............「右下」を選択します。
ページ枠を付ける ........1 ページ分に相当する部分に枠を付ける

場合は、チェックします。
〔用紙〕ダイアログ
用紙サイズ ..............「A4」を選択します。
拡大縮小 ................「等倍」を選択します。
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作成したデータと出力する用紙のサイズが違うとき
例：

データ�

A5×6枚（6ページ）�

出力用紙�

1面あたりのページ数�
& 拡大縮小�

A4×3枚（6ページ）�

A5サイズに収まるように作成した6ページのデータを、A4サイズの用紙
1枚に 2ページ分ずつ、合計3枚に収まるように、右→左の配置で印刷

このようなときは、次の設定をします。

〔レイアウト〕ダイアログの〔1面あたりのページ数の詳細設定〕
ページ数 ...............「2ページ」を選択します。
ページ配置 .............「右→左」を選択します。
ページ枠を付ける ....... 1ページ分に相当する部分に枠を付ける場合

は、チェックします。

〔用紙〕ダイアログ

用紙サイズ .............「A5」を選択します。
拡大縮小 ...............「A4」を選択します。
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複数部数／部単位印刷
1 回の印刷で同じ文書を２部以上印刷したいときは、複数部数印刷を、
さらにそれらを部単位に出力させるときは部単位印刷を行います。
なお、部単位印刷を行う際にOSがWindows 95/98/Meの場合は、64MBの
メモリの増設が必要となります。

※画面の例はWindows 95/98/Me の場合です。

〔装置オプション〕ダイアログ

部単位印刷機能
部単位印刷を行う場合は、「使用する」に設定します。

〔用紙〕ダイアログ

部数
印刷する部数を、1～999部の範囲で指定します。

部単位に印刷する
部単位で印刷する場合にチェックします。

詳細は「部単位印刷」のヘルプを参照してください。
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両面印刷 (XL-5730のみ)

両面印刷を行うには、次の設定を行います。

．次の用紙には、両面印刷できません。
はがき、不定形用紙(「ユーザ定義サイズ」) 、厚紙、
OHPフィルム

・両面印刷を行うには、両面ユニット(オプション)の装着が
必要です。
・解像度を1200dpiで印刷したい場合は、プロテクトモードを
解除し、64MB のプリンタRAMモジュールの増設が必要にな
ります。

設定手順

※画面の例は Windows 95/98/Meの場合です。

1 〔装置オプション〕ダイ
アログで「両面ユニッ
ト」を「あり」に設定す
る

両面印刷の設定が行えるように
なります

2 〔レイアウト〕ダイアロ
グで「印刷面」の〔設定〕
ボタンをクリックする
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3 〔印刷面の詳細設定〕ダ
イアログボックスで両面
印刷に関する設定を行う

片面／両面印刷
片面印刷か、両面印刷かを設定します。また、両面印刷の場合はとじし
ろ位置を設定します。

片面 ........................ 片面印刷をします。
両面 ........................ 両面印刷をします。

とじしろ位置
とじしろ位置を設定します。

長辺左とじ／長辺右とじ／ .... 用紙の長い辺でとじるように両面印
長辺上とじ／長辺下とじ 刷します。

とじしろ位置は、用紙方向が縦のと
きは左か右、横のときは上か下を選
択します。

短辺上とじ／短辺下とじ／ .... 用紙の短い辺でとじるように両面印
短辺左とじ／短辺右とじ 刷します。

とじしろ位置は、用紙方向が縦のと
きは上か下、横のときは左か右を選
択します。

とじしろ量
とじしろ量を、0～30mmの範囲で設定します。両面印刷の場合は、用紙
の裏と表をそれぞれ設定します。
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白紙ページの印刷
印刷する文書に白紙のページが含まれている場合に、白紙のページを印
刷（出力）するかどうかを設定します。
白紙のページを印刷するときは、チェックします。
片面、両面それぞれの場合について設定できます。

・〔レイアウト〕ダイアログの〔一面あたりのページ数の詳細
設定〕ダイアログで「ページ枠を付ける」をチェックした
場合は、この設定は無効です。
・〔印刷オプション〕ダイアログでも設定できます。

イメージサイズの調整
実際に出力する用紙サイズを変更せずに、50% ～150% の範囲で印刷イ
メージだけの拡大／縮小率を設定します。
印刷結果が用紙にうまくおさまっていないときの調整用として設定する
こともできます。
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新しいドライバに置き換えるとき新しいドライバに置き換えるとき新しいドライバに置き換えるとき新しいドライバに置き換えるとき新しいドライバに置き換えるとき
（（（（（プリンタドライバの削除）プリンタドライバの削除）プリンタドライバの削除）プリンタドライバの削除）プリンタドライバの削除）

他のWindowsで本プリンタを使用していて、プリンタドライバを削除せ
ずにWindows をアップグレードしたときや、バージョンアップにより、
プリンタドライバを置き換えるときは、古いプリンタドライバを削除し
てから新しいプリンタドライバをインストールします。

Windows 2000/NT4.0 の場合は、管理者権限でログオンしてください。
※ 画面はWindows 2000の場合です。

Printianavi印刷ログビューアの表示対象となるプリンタドラ
イバをすべて削除すると、Printianavi印刷ログビューアも同
時に削除されます。

1 〔スタート〕から〔設定〕〔プリンタ〕の順に選択し、削除す
るプリンタをクリックする

2 〔ファイル〕メニューから〔削除〕を選択する

3 〔はい〕をクリックする

通常使うプリンタを削除すると次のメッセージが表示され、
通常使うプリンタを変更または削除しますのでご注意くださ
い。
・「警告：通常使うプリンタは削除されています。‘XXXX’が
新しく通常使うプリンタに設定されます。」（XXXX はプリン
タ名）
・「警告：通常使うプリンタは削除されています。残っている
プリンタはありません。」

4 Windows 95/98/Me/NT4.0の場合：Windowsを再起動する
Windows 2000の場合：手順5～ 11を行う

Windows 95/98/Me/NT4.0の場合は、Windowsを再起動すればプリンタド
ライバの削除は終了です。新しいドライバをインストールしてくださ
い。
Windows 2000 の場合は、引き続き手順5～11までの操作を行います。
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5 〔ファイル〕メニューから〔サーバーのプロパティ〕を選択
し、〔ドライバ〕タブをクリックする

6 「インストールされたプ
リンタドライバ」リスト
から、手順2で削除した
プリンタ名を選択し、
〔削除〕をクリックする

7 〔はい〕をクリックする
ドライバの削除が終わったら
〔閉じる〕をクリックして、〔プ
リントサーバーのプロパティ〕
ダイアログを終了します。

8 〔マイコンピュータ〕を
右クリックし、〔プロパ
ティ〕を選択する

〔システムのプロパティ〕ダイア
ログが表示されます。

9 〔ハードウェア〕タブを
クリックし、〔デバイス
マネージャ〕をクリック
する
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10 〔表示〕メニューの〔非表
示のデバイスの表示〕を
選択し、〔プリンタ〕に削
除したＸＬプリンタが表
示された場合はアンイン
ストールする

アンインストールするプリンタ
を選択し、右クリックで表示さ
れたメニューで〔削除〕を選択
します。
処理が終わったら〔デバイスマ
ネージャ〕および〔システムの
プロパティ〕ダイアログを終了
します。

プリンタが表示されない場合は、アンインストールの必要は
ありません。

11 Windows 2000を再起動する
古いプリンタドライバを削除したら、Windows 2000 を再起動します。
新しいドライバは Windows再起動後にインストールしてください。

プリンタをプリンタケーブルで接続しているとき、再起動

後にPlug & PlayによってXLドライバディスクを挿入す
るようにメッセージが表示される場合があります。このと

きは、〔キャンセル〕をクリックしてください。



第13章
添付ソフトウェア（CD-ROM）

について

この章では、プリンタに添付されているCD-ROM
に収められているソフトウェアについて説明し
ます。

PrintianaviPrintianaviPrintianaviPrintianaviPrintianaviインストーラインストーラインストーラインストーラインストーラ ..................................................................................... 216216216216216
PrintianaviPrintianaviPrintianaviPrintianaviPrintianaviの機能概要の機能概要の機能概要の機能概要の機能概要 ............................................................................................... 218218218218218

Printia XLドライバ ....................... 218
ネットワークソフトウェア ................. 219

ソフトウェアマニュアルについてソフトウェアマニュアルについてソフトウェアマニュアルについてソフトウェアマニュアルについてソフトウェアマニュアルについて .................................................. 220220220220220
Acrobat Readerのインストール............. 220
ソフトウェアマニュアルの使い方 ........... 221
Acrobat Readerの便利な機能............... 222
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PrintianaviPrintianaviPrintianaviPrintianaviPrintianaviインストーラインストーラインストーラインストーラインストーラ
Windows 95/98/Me/2000/NT4.0 が動作するパソコンで「Printia LASER
プリンタユーティリティ」CD-ROMを CD-ROMドライブにセットすると、
Printianaviインストーラが自動的に起動し、次の画面が表示されます。

メニュー
マウスカーソルをあわせた項目
が黄色く光り、左下に説明が表
示されます。操作を行うには項
目をクリックします。

終　了
Printianaviインストーラを終
了します。

Printianaviインストーラが自動的に起動しない場合は、エク
スプローラでCD-ROM の内容を表示し、一番上の階層にある
Setup.exeをダブルクリックしてください。
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メニューの各項目からは、次の操作が行えます。

項　目 操作内容
はじめにお読みください CD-ROMのソフトウェアについて留意事項

を表示します。
ネットワークソフトウェア Printianaviネットワークポートモニ

タ、Printianaviマネージャ、
Printianavi IPアドレス設定ユーティ
リティをインストールします。

「Printianaviの機能概要」
（218ページ）
「ネットワークソフトウェア」
（219ページ）

プリンタドライバ Printia XLドライバをインストールし
ます。

「プリンタドライバのインス
トール」（96ページ）

かんたんバーコード Lite かんたんバーコード Liteをインストー
ルします。

添付CDｰROMの「Barcode」フォ
ルダに収められた「Readme.txt」
および「Manual.pdf」（PDF形
式）

Adobe  Acrobat  Reader ソフトウェアマニュアルなどのPDF 形式
のファイルを表示するためのAcrobat
Readerをインストールします。

「ソフトウェアマニュアルにつ
いて」（220ページ）

ソフトウェアマニュアル ソフトウェアマニュアル（PDF形式）を
表示します。

「ソフトウェアマニュアルにつ
いて」（220ページ）
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PrintianaviPrintianaviPrintianaviPrintianaviPrintianaviの機能概要の機能概要の機能概要の機能概要の機能概要
Printianaviは、Windows 95/98/Me/2000/NT4.0のPrintia XLドライバ
に対応した双方向プリンティングシステムです。

また、ネットワークソフトウェアをあわせてインストールすることによ
り、LANやインターネット環境への対応や複数のプリンタを管理するこ
とができます。

ここでは、Printia XL ドライバおよびネットワークソフトウェアの
Printianavi 機能の概要を説明します。

Printia XLドライバ
機　能 概　要

ステータス表示 印刷前のプリンタの状態や、印刷中の状態をパソ
コンから確認することができます。

印刷中止操作 印刷を途中で中止することができます。
印刷自動再開 紙詰まりなどのエラー解除後に、エラーが発生し

たページから自動的に印刷を再開します。
（再開不可能なエラーの場合は、印刷を打ち切りま
す。）

印刷ログの採取 印刷結果をログに記録します。
（参照や詳細設定は、同時にインストールされるロ
グ管理ツールから行えます。）

オプション情報の プリンタメモリや両面ユニットなど、プリンタに
自動設定 装着されているオプションの情報を取得し、プリ

ンタドライバに自動で設定します。
高速転送 プリンタの状態や空きメモリを確認しながら、効

率的にデータを転送します。

Printia XL ドライバがもつPrintianavi 機能についての詳細
は、プリンタドライバのヘルプまたは添付 CD-ROM のソフト
ウェアマニュアル「第1章　Printianaviの設定」を参照して
ください。
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ネットワークソフトウェア

Printianaviネットワークポートモニタ
機　能 概　要

LAN直結印刷 Printia XLドライバの持つ Printianavi機能をサ
ポートしたままLAN ケーブルで接続したプリンタ
に直接印刷することができるようになります。
LAN（TCP/IP）環境およびインターネット接続（IPP）
での印刷をサポートしています。

ポートの管理 Printianaviネットワークポートモニタのポートの
設定や追加／削除を専用ツールから行うことがで
きます。

Printianaviネットワークポートモニタについての詳細は、添
付CD-ROM のソフトウェアマニュアル「第2章　Printianavi
ネットワークポートモニタ」を参照してください。

Printianaviマネージャ
ローカルプリンタやネットワークプリンタ、サーバの共有プリンタの情
報参照や環境設定などの複数のプリンタ管理を、パソコン上から一括し
て行えるようにします。

機　能 概　要

ステータス表示 プリンタの状態を参照することができます。
プリンタのネットワーク設定 プリンタのネットワーク設定を行うことができま
（管理者モードのみ）す。
メンテナンス情報の管理 トナーの交換や定着器のメンテナンスが必要になった
（管理者モードのみ）ときに、警告メッセージを表示したり、管理者宛

にE-Mail の送信を自動で行うことができます。
また、メンテナンス情報のログの記録や参照を行
うこともできます。

Printianaviマネージャについての詳細は、添付CD-ROMのソフ
トウェアマニュアル「第3章　Printianaviマネージャ」を参
照してください。

Printianavi IPアドレス設定ユーティリティ
プリンタにIPアドレスを仮設定します。
設定方法については、「第4章　ネットワークプリンタの設定」の「ネッ
トワークソフトウェアによる設定」（42ページ）を参照してください。
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ソフトウェアマニュアルについてソフトウェアマニュアルについてソフトウェアマニュアルについてソフトウェアマニュアルについてソフトウェアマニュアルについて
ソフトウェアマニュアルは、CD-ROMに収められているソフトウェアに関
する使用方法や注意事項を記載した PDF形式のマニュアルです。
本書と併せてご活用ください。

Acrobat Readerのインストール

ソフトウェアマニュアルの表示や印刷をするためには、お使いのパソコ
ンにAcrobat Reader(4.05J またはそれ以降)があらかじめインストー
ルされていることが必要です。

添付のCD-ROMから次の手順でAcrobat Reader 4.05Jをインストールす
ることができます。

1 添付のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットする
Printianavi インストーラが自動的に起動します。

2 〔Adobe  Acrobat  Reader〕をクリックし、インストールす
る

Acrobat Reader 4.05Jインストーラが起動します。
画面の指示に従ってインストールを行ってください。

・Printianavi インストーラが自動的に起動しない場合は、
CD-ROMの「Acrobat」フォルダにある「Ar405cjpn.exe」を
エクスプローラから実行し、インストールを行ってくださ
い。
・Acrobat Readerは PDF（Portable Document Format）形式
のファイルを閲覧・印刷するソフトウェアです。Acrobat
Reader 4.05Jは、アドビシステムズ社よりライセンスされ、
無償配布するものです。
・最新版のAcrobat Readerの入手方法およびその他情報につ
きましては、アドビシステムズ社にお問い合わせください。
アドビシステムズ社　URL：http://www.adobe.co.jp
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ソフトウェアマニュアルの使い方

ソフトウェアマニュアルは、Acrobat Readerがインストールされたパ
ソコンから次の手順で表示します。

1 添付のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットする
Printianaviインストーラが自動的に起動します。

Printianaviインストーラが自動的に起動しない場合は、CD-
ROMの「Manual」フォルダにある「Index.pdf」をエクスプロー
ラから実行してください。

2 〔ソフトウェアマニュアル〕をクリックする
Acrobat Readerが起動し、ソフトウェアマニュアルが表示されます。

ツールバー�
　 をクリックすると次のページを表
示します。�
また、拡大や検索などの操作を行うこ
とができます。�

メニューバー�
プルダウンメニューから印
刷やAcrobat Readerのヘル
プの表示などを行うことが
できます。�

しおり�
見出しをクリックすると、そのページを表示します。
　 が表示されている場合、そこをクリックすると次の
レベルの見出しが表示されます。�
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Acrobat Readerの便利な機能

印刷
ソフトウェアマニュアルを印刷する場
合は、〔ファイル〕メニューから〔印刷〕
を選択し、〔印刷〕ダイアログボックス
で印刷部数や印刷する範囲を指定しま
す。

リンク
リンクとは、設定されているページに
ジャンプする機能です。マウスポイン
タが に変わる場所をクリックする
と、リンク先のページを表示します。

見開き表示
〔表示〕メニューから〔見開きページ〕
を選択すると、ページを見開きで表示
します。

検索
ソフトウェアマニュアル内の文字を検
索するには、ツールバーの検索ボタン
（ ）をクリックし、〔検索〕ダイア
ログボックスで検索文字や条件を指定
します。
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紙づまりになったとき紙づまりになったとき紙づまりになったとき紙づまりになったとき紙づまりになったとき
紙づまりが発生するとメッセージランプが点灯し、液晶ディスプレイに
『カミツ゛マリ』『カミヲ　トリノソ゛イテクタ゛サイ』と表示されま
す。このとき、すべてのスイッチが無効になります。

次の要領でつまった用紙を取り除いてください。
つまった用紙を全て取り除き上部カバーを閉じると、オンライン状態に
なり、紙づまりが発生したページから印刷を再開します。

・つまった用紙を取り除いて上部カバーを閉じてもメッ

セージが消えないときは、用紙がまだ残っています。再
度点検して、つまった用紙を完全に取り除いてくださ

い。

・紙づまりが発生したら、必ず一度、上部カバーを開閉し
てください。

・用紙は破れないようゆっくりと取り除いてください。
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注意 け が つまった用紙を取り除いたり故障処置を行ったりする
ときは、次の点に注意してください。
・ネックレスやネクタイなどがプリンタ内部に巻き込ま
れないように注意してください。ケガの原因となるこ
とがあります。
・プリンタの突起部分などに触れないように注意してく
ださい。ケガの原因となることがあります。

火 災 つまった用紙を取り除くときは、プリンタ内部に紙片が
残らないようすべて取り除いてください。紙片が残った
ままになっていると火災などの原因となることがありま
す。
なお、定着器やローラ部に用紙が巻き付いているときに
は無理に取らないで、ハードウェア修理相談センター
（299 ページ参照）にご連絡ください。

紙づまりの主な原因

紙づまりには次のような原因が考えられます。紙づまりを防ぐために、
以下のことにご注意ください。

・プリンタを水平に設置する
・適切な用紙を使用する
・給紙カセットや給紙トレイに用紙を正しくセットする
・カールしていない用紙を使用する
・給紙カセットを奥に突きあたるまで押し込む
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紙づまりの取り除きかた

つまった用紙の取り除きかたを、給紙部と用紙搬送部それぞれについて
説明します。

給紙部でつまった用紙の取り除きかた

給紙部でつまった用紙は、次の手順に従って取り除いてください。

1 給紙トレイにセットされ
ている用紙を取り出す

給紙トレイから給紙していた場
合は、給紙トレイにセットされ
ている用紙を取り出します。給
紙カセットから用紙を給紙して
いた場合は、手順3に進んでく
ださい。

2 給紙トレイの奥を点検す
る

給紙トレイの奥(用紙の差し込
み口付近)を点検し、つまった
用紙があった場合は、取り除き
ます。
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3 給紙カセットをプリンタ
から抜く

給紙カセットから用紙を給紙し
ていた場合は、給紙カセットを
一度止まるまで手前に引き出
し、緑色のラベルの部分を両手
で持ち、軽く持ち上げながらプ
リンタから抜きます。
オプションの拡張給紙ユニット
を使用している場合は、それぞ
れの給紙カセットを抜きます。

4 シワになっている用紙が
ある場合は取り除く

給紙カセット内にシワになって
いる用紙がある場合は、取り除
きます。

5 給紙カセット差し込み口
の奥を点検する

給紙カセット差し込み口の奥を
点検し、つまった用紙がある場
合は取り除きます。
オプションの拡張給紙ユニット
を使用している場合は、それぞ
れの給紙カセット差し込み口の
奥を点検します。

プリンタ内部の部品を破損させないように注意してくださ

い。
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6 給紙トレイ、給紙カセットに用紙をセットする
「用紙のセット」（123ページ）を参照

給紙トレイ内での紙づまりの場合も、上部カバーを一度開閉
してください。上部カバーを開閉すると、エラーメッセージ
が消えます。

装置内部でつまった用紙の取り除きかた

用紙搬送部でつまった用紙は、次の手順に従って取り除いてください。

1 給紙カセットをプリンタ
から抜く

給紙トレイにセットされている
用紙を取り出します。
給紙カセットから用紙を給紙し
ていた場合は、給紙カセットを
一度止まるまで手前に引き出
し、緑色のラベルの部分を両手
で持ち、軽く持ち上げながらプ
リンタから抜きます。
オプションの拡張給紙ユニット
を使用している場合は、それぞ
れの給紙カセットを抜きます。

2 リリースボタンを押して
上部カバーを開く
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3 定着器内を確認する
定着器のつまみ（緑色）を上に
持ち上げ(①)、つまった用紙が
あれば取り除きます(②)。

注意 やけど プリンタを使用した直後は定着器が非常に熱くなってい
ます。「高温注意」ラベルが貼ってある箇所（定着器や
その周辺）には、絶対に触れないでください。やけどの
原因となることがあります。

警告ラベル�

プリンタ内部の部品を破損させないように注意してくださ

い。
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プロセスカートリッジ�
4 プロセスカートリッジを

取り外す
「プロセスカートリッジ
の交換」（153ページ）参
照

トナーで床を汚さないように、

取り出したプロセスカートリッ

ジを置く場所には、あらかじめ
紙などを敷いておいてください。

5 プロセスカートリッジを
抜き出した奥を点検する

プロセスカートリッジを抜き出
した奥を点検し、つまっている
用紙が見えるときには、破らな
いように矢印の方向にゆっくり
と引き抜きます。

警告 誤 飲 用紙上の文字は定着していないので、触れるとトナーが
手に付きます。用紙を取り除くとき、手や服がトナーで
汚れないよう注意してください。
トナーが付いてしまったときは、すぐに水で洗ってくだ
さい。
万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してください。

①�②� ①�②�

6 用紙搬送部の用紙を取り
除く

用紙搬送部のカバーを開け(①)、
つまっている用紙があったら取
り除きます(②)。
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7 プロセスカートリッジを
プリンタ内部に戻す

プロセスカートリッジをプリン
タ内部に確実にセットし、上部
カバーを閉じてしっかりとロッ
クします。

「プロセスカートリッジ
の取り付け」(13 ページ)
参照

・上部カバーが確実にロックされていることを確認してく

ださい。完全にロックされていないと、印刷不良が発生
することがあります。

・次に印刷された用紙が汚れる場合がありますが、数枚印

刷すれば、汚れはつかなくなります。

8 給紙カセットをプリンタ
に押し込む

給紙カセットの両端を両手で持
ち、プリンタに差し込みます。
給紙カセットを突き当たるまで
プリンタに押し込みます。奥ま
でしっかり押し込まれているこ
とを確認してください。
給紙トレイの用紙を元にもどし
ます。
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故障かなと思ったとき故障かなと思ったとき故障かなと思ったとき故障かなと思ったとき故障かなと思ったとき
故障かなと思っても、故障ではないことがよくあります。
そんなとき、次の各項目を読んで確認してください。

こんなとき よくある例 ここをお調べください
電源が投入できない ・電源コードの抜け ・電源コードを確実に差し込み、電源が

・停電 投入（｜側）されていることを確認し
電源を投入してもす ・コンセントに問題あり てください。
ぐに切れる ・電圧が違う ・ほかの電気製品が動作することを確認

してください。
・コンセントの電圧を調べてください。

「安全上のご注意」（(ii)ページ）
「電源コードの接続」(15 ページ）
「電源を入れる」(15 ページ)

印刷しない ・プリンタの電源未投入 ・プリンタケーブルが外れていないか確
・プリンタケーブルが抜 認してください。
けている ・「オンライン」ランプが点灯し、『オン
・オンライン状態でない ライン』と表示されていることを確認

してください。
「パソコンとのローカル接続」(28
ページ)
「電源を入れる」(15ページ）
「オンライン状態とオフライン状
態を切り替える」(171ページ)

オペレータパネルの ・スイッチを確実に押し ・スイッチのまん中をしっかり押してく
スイッチがときどき ていない ださい。
機能しない 「オペレータパネルの操作」（167

ページ）
異常音がする ・プリンタ内部に用紙く ・プリンタ内部を点検してください。

ずやクリップなどの異 ・給紙カセットを完全に装着してくださ
物がある い。
・給紙カセットの装着が 「給紙カセットに用紙をセットす
不完全 る」（18ページ）

「用紙のセット」（123ページ）
「紙づまりになったとき」
（224 ページ）

用紙が傾く、外れる、・用紙が正しくセットさ ・それぞれの状態をよく確認し、適切な
破れる、つまる れていない 処置を取ってください。

・用紙が適切でない 「安全上のご注意」（(ii)ページ）
・プリンタが水平でない 「用紙について」（117ページ）
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こんなとき よくある例 ここをお調べください

用紙が二重送りされ ・用紙どうしがくっつい ・用紙をよくさばいてください。
る てしまう ・ラベル紙の場合は１枚ずつセットして

印刷してください。
「給紙カセットに用紙をセットす
る」（18ページ）
「用紙のセット」（123 ページ）

紙づまりが発生した ・用紙がくっつきやすい ・それぞれの状態をよく確認し、適切な
・用紙が正しくセットさ 処置をとってください。
れていない ・用紙のセット方向を確認してくださ
・用紙が適切でない い。
・プリンタが水平でない ・A4、B5、A5、レターサイズの用紙

は、横長にセットしてください。
・A3、B4、リーガルサイズの用紙
は、縦長にセットしてください。
「安全上のご注意」（(ii)ページ）
「用紙について」（117 ページ）
「紙づまりになったとき」
（224ページ）

給紙カセットの出し ・印刷中に電源を切断し ・電源を切断（○側）して、数秒経過後
入れができない た に投入（｜側）してください。

・紙づまりが発生してい ・それぞれの状態をよく確認し、適切な
る 処置を取ってください。

「電源を入れる」(15ページ）
「紙づまりになったとき」
（224ページ）

裏面が汚れる プリンタ内の用紙搬送路 数枚テスト印刷して、汚れの薄れ具合
が汚れている で、汚れがとれたかどうか判断してく

ださい。
オペレータパネルでプリンタをセット
アップモードにして、テスト印刷を
してください。

「セットアップの操作」
（175ページ）
「プリンタの清掃」（158 ページ）

エラーメッセージが それぞれの状態をよく確認し、適切な処
表示され、印刷され 置を取ってください。
ない 「オペレータパネルのエラーメッ

セージ」（239ページ）



234

第14章　こんなときには

印刷品質が低下したとき印刷品質が低下したとき印刷品質が低下したとき印刷品質が低下したとき印刷品質が低下したとき
印刷品質が低下したときの処置について説明します。

ここで説明する処置をしても印刷品質が改善されない場合や、ここに示
した以外の現象が起きた場合は、ハードウェア修理相談センター（299
ページ参照）にご連絡ください。

注意 やけど プリンタを使用した直後は定着器が非常に熱くなってい
ます。「高温注意」ラベルが貼ってある箇所（定着器や
その周辺）には、絶対に触れないでください。やけどの
原因となることがあります。

こんなとき よくある例 ここをお調べください
印刷がうすい 印刷濃度の設定が適正で 印刷濃度を調整してください。
(かすれる、不鮮明） ない。 オペレータパネルでプリンタをセットアッ

プモードにして、環境設定の印刷濃度調整
で設定してください。

「セットアップの操作」（175 ページ）
シールドガラスが汚れて シールドガラスを清掃してください。
いる。 「シールドガラスの清掃」

（160ページ）
用紙が湿気を含んでいる。新しい用紙に交換してください。

「給紙カセットに用紙をセットす
る」（18ページ）
「用紙のセット」（123ページ）

プロセスカートリッジ内 新しいプロセスカートリッジに交換してく
にトナーがない。 ださい。

「プロセスカートリッジの交換」
（153ページ）

プロセスカートリッジが 新しいプロセスカートリッジに交換してく
劣化、または損傷してい ださい。
る。 「プロセスカートリッジの交換」

（153ページ）
黒点が印刷される 使用している用紙が適切 適切な用紙をセットしてください。

でない。 「用紙について」（117ページ）
プロセスカートリッジが 新しいプロセスカートリッジに交換してく
劣化、または損傷してい ださい。
る。 「プロセスカートリッジの交換」

（153ページ）
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こんなとき よくある例 ここをお調べください
黒線が印刷される プロセスカートリッジが 新しいプロセスカートリッジに交換してく

劣化、または損傷してい ださい。
る。 「プロセスカートリッジの交換」

（153 ページ）

等間隔に汚れる プリンタ内の用紙搬送路 数枚テスト印刷して、汚れの薄れ具合で汚
が汚れている。 れがとれたかどうか判断してください。

「セットアップの操作」
（175 ページ）

プロセスカートリッジが 新しいプロセスカートリッジに交換してく
劣化、または損傷してい ださい。
る。 「プロセスカートリッジの交換」

（153 ページ）
黒く塗りつぶさ 使用している用紙が適切 適切な用紙をセットしてください。
れた部分に白点 でない。 「用紙について」（117ページ）
がある

プロセスカートリッジが 新しいプロセスカートリッジに交換してく
劣化、または損傷してい ださい。
る。 「プロセスカートリッジの交換」

（153 ページ）

指でこするとト 用紙が湿気を含んでいる。新しい用紙に交換してください。
ナーがかすれる 「給紙カセットに用紙をセットす

る」（18ページ）
「用紙のセット」（123ページ）

使用している用紙が適切 適切な用紙をセットしてください。
でない。 「用紙について」（117ページ）

用紙全体が黒く プロセスカートリッジが 新しいプロセスカートリッジに交換してく
印刷される 劣化、または損傷してい ださい。

る。 「プロセスカートリッジの交換」
（153 ページ）

プリンタ内の高圧電源な ハードウェア修理相談センター（299 ペー
どの故障が考えられる。 ジ参照）にご連絡ください。
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こんなとき よくある例 ここをお調べください
何も印刷されない プロセスカートリッジの トナーシールを引き抜きます。

トナーシールが完全に引 「プロセスカートリッジの交換」
き抜かれていない。 （153ページ）
一度に複数枚の用紙が搬 用紙をいったん取り出し、よくさばいてか
送されている。 ら再度セットしてください。

「給紙カセットに用紙をセットす
る」（18ページ）
「用紙のセット」（123ページ）

プロセスカートリッジに 新しいプロセスカートリッジに交換してく
トナーが残っていない。 ださい。

「プロセスカートリッジの交換」
（153ページ）

プロセスカートリッジが 新しいプロセスカートリッジに交換してく
劣化、または損傷してい ださい。
る。 「プロセスカートリッジの交換」

（153ページ）
プリンタ内の高圧電源な ハードウェア修理相談センター（299 ペー
どの故障が考えられる。 ジ参照）にご連絡ください。

白抜けが起こる シールドガラスが汚れて シールドガラスを清掃してください。
いる。 「シールドガラスの清掃」

（160ページ）
用紙が湿気を含んでいる。新しい用紙に交換してください。

「給紙カセットに用紙をセットす
る」（18ページ）
「用紙のセット」（123ページ）

使用している用紙が適切 適切な用紙をセットしてください。
でない。 「用紙について」（117ページ）
トナーシールの切れはし 新しいプロセスカートリッジに交換してく
が、プロセスカートリッ ださい。
ジ内に残っている。 「プロセスカートリッジの交換」

（153ページ）
用紙にシワがつく 用紙のセットが適切でな 用紙を正しくセットしてください。

い。 「給紙カセットに用紙をセットす
る」（18ページ）
「用紙のセット」（123ページ）

用紙が湿気を含んでいる。新しい用紙に交換してください。
「給紙カセットに用紙をセットす
る」（18ページ）
「用紙のセット」（123ページ）

使用している用紙が適切 適切な用紙をセットしてください。
でない。 「用紙について」（117ページ）
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こんなとき よくある例 ここをお調べください

文字がにじむ 用紙が湿気を含んでいる。新しい用紙に交換してください。
「給紙カセットに用紙をセットす
る」（18ページ）
「用紙のセット」（123ページ）

使用している用紙が適切 適切な用紙をセットしてください。
でない。 「用紙について」（117ページ）
プロセスカートリッジが 新しいプロセスカートリッジに交換してく
劣化、または損傷してい ださい。
る。 「プロセスカートリッジの交換」

（153 ページ）
縦長に白抜けする プロセスカートリッジが いったんプロセスカートリッジを取り出し、

正しくセットされていな 軽く振ってからもう一度セットし直してく
い、またはプロセスカー ださい。
トリッジ内のトナーがか 「プロセスカートリッジの交換」
たよっている。 （153 ページ）
シールドガラスが汚れて シールドガラスを清掃してください。
いる。 「シールドガラスの清掃」

（160 ページ）
プロセスカートリッジが 新しいプロセスカートリッジに交換してく
劣化、または損傷してい ださい。
る。 「プロセスカートリッジの交換」

（153 ページ）
不要なトナーが 印刷濃度の設定が適正で 印刷濃度を調整してください。
つく ない。 オペレータパネルでプリンタをセットアッ

プモードにして、環境設定の印刷濃度調整
で設定してください。

「セットアップの操作」（175ページ）
使用している用紙が適切 適切な用紙をセットしてください。
でない。 「用紙について」（117ページ）
プロセスカートリッジが 新しいプロセスカートリッジに交換してく
劣化、または損傷してい ださい。
る。 「プロセスカートリッジの交換」

（153 ページ）
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こんなとき よくある例 ここをお調べください

太い文字に影が 印刷濃度の設定が適正で 印刷濃度を調整してください。
出る ない。 オペレータパネルでプリンタをセットアッ

プモードにして、環境設定の印刷濃度調整
で設定してください。

「セットアップの操作」（175 ページ）
プロセスカートリッジが 新しいプロセスカートリッジに交換してく
劣化、または損傷してい ださい。
る。 「プロセスカートリッジの交換」

（153ページ）
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メッセージメッセージメッセージメッセージメッセージ一覧一覧一覧一覧一覧
オペレータパネルのエラーメッセージ
プリンタでエラーが発生すると、オペレータパネルの液晶ディスプレ
イにエラーメッセージが表示されます。

次の表に従って処置してください。

表示メッセージ 表示内容と処置 参照先
ヨウシ　ナシ 自動給紙で印刷を開始したときに、給紙カセット
・・・・ヲ　イレテ　クダサイ または給紙トレイに用紙がないと表示されます。 「給紙カセットに

給紙カセット×(1、2または３)、または給紙トレ 用紙をセットする」
イに、表示されたサイズの用紙をセットすると、（18ページ）
オンライン表示に切り替わり、印刷を開始します。「用紙のセット」

（123ページ）
ヨウシ　ナシ　　　 カセット× 印刷を開始したときに、給紙カセットに用紙がな
・・・・ヲ　イレテ　クダサイ いと表示されます。 「給紙カセットに

給紙カセット×(1、2または３)に、表示されたサ 用紙をセットする」
イズの用紙をセットすると、オンライン表示に （18ページ）
切り替わり、印刷を開始します。

ヨウシ　ナシ　キュウシトレイ 印刷を開始したときに、給紙トレイに用紙がない
・・・・ヲ　イレテ　クダサイ と表示されます。表示されたサイズの用紙をセット「用紙のセット」

すると、印刷を開始します。 （123ページ）
カセット　ナシ セットされていない給紙カセットが あると表示 「給紙カセットに
カセット　ヲ　イレテ　クダサイ されます。すべての給紙カセットをセットしてく 用紙をセットする」

ださい。 （18ページ）
カミヅマリ　　××××××××× 紙づまりが発生すると表示されます。
カミヲ　トリノゾイテ　クダサイ 上部カバー、給紙カセット、両面ユニットの中を 「紙づまりに

確認してください。 なったとき」
また、プリンタ内で紙づまりが発生した場合、 （224ページ）
給紙トレイにセットされている用紙を取り出し、
給紙カセットを取り外して、プリンタの内部を
確認してください。
×はエラー箇所です。次の7種類が表示されます。
エラー箇所 確認箇所
カセット1 カセット1、上部カバー内部
カセット2 カセット2、上部カバー内部
カセット3 カセット3、上部カバー内部（XL-5730 のみ）
キュウシトレイ 給紙トレイ、上部カバー内部
プリンタナイブ 上部カバー、プリンタ内部、排紙部
ハイシトレイ 上部カバー内部、排紙部
リョウメン プリンタ内部、両面ユニット

排紙部（XL-5730のみ）
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表示メッセージ 表示内容と処置 参照先
カバー　オープン カバーを開けると表示されます。作業が終わった
カバー  ヲ　トジテ　クダサイ らカバーを閉じてください。
ヨウシサイズ　フイッチ 自動給紙で印刷を開始したときに、カセットまた
・・・・ヲ　イレテ　クダサイ は給紙トレイの用紙サイズと、印刷データの用紙「給紙カセットに

サイズが異なっていると表示されます。給紙カ 用紙をセットする」
セット×(1、2または３)、または給紙トレイに、（18ページ）
表示されたサイズの用紙をセットすると、印刷を「用紙のセット」
開始します。 （123ページ）

サイズ　フイッチ　カセット× 印刷を開始したときに、給紙カセットX（1、2ま
・・・・ヲ　イレテ　クダサイ たは3）にセットされている用紙サイズと、印刷 「給紙カセットに

データの用紙サイズが異なっていると表示され 用紙をセットする」
ます。表示されたサイズの用紙をセットすると、 （18ページ）
印刷を開始します。

サイズ　フイッチ　キュウシトレイ　 印刷を開始したときに、給紙トレイにセットされ
・・・・ヲ　イレテ　クダサイ ている用紙サイズと、印刷データの用紙サイズが 「用紙のセット」

異なっていると表示されます。表示されたサイズ （123 ページ）
の用紙をセットすると、印刷を開始します。

サイズ　カクニン カセット× 印刷を開始したときに指定した用紙サイズと実際
…ヲ イレテ クダサイ に給紙された用紙サイズが異なっていると表示さ

れます。表示されたサイズの用紙をセットすると
印刷を開始します。

サイズ　フイッチ キュウシトレイ 設定の印刷時に A5より小さい用紙がセットされて
Ａ５イジョウ　セット います。A5以上の大きさの用紙をセットしてくだ

さい。
カートリッジ　ナシ プロセスカートリッジが正しくセットされていな
　EPカートリッジ　カクニン い、または、使用できないプロセスカートリッジ 「プロセスカート

がセットされています。プロセスカートリッジを リッジの交換」
確認し、セットし直してください。 （153 ページ）

「プロセスカー
トリッジの取扱
いと保管」
（157 ページ）

サイズエラー　カセット×　　　　 サポートしていない用紙をセットしたときに表示
カセット　ヲ　カエテ　クダサイ されます。給紙カセットX（1、2または3）に正し「給紙カセットに

い用紙をセットしてください。 用紙をセットする」
（18ページ）
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表示メッセージ 表示内容と処置 参照先

ユニット　カクニン 両面ユニットが正しくセットされていない、ま

　リョウメン　ユニット たは使用できない両面ユニットがセットされて 「両面ユニット
います。両面ユニットを確認し、セットし直して の取り付けかた」
ください。 （140ページ）
また、両面ユニット装着の際は、あらかじめ電
源を切ってから行ってください。

トウロク　メモリ　オーバー ESC/Pageコマンド受信中に、外字、オーバレイ、
ゾッコウ　カクニン　OK？ マクロなどを登録するメモリが足りなくなると

表示されます。
セットアップモードで、『EG  モード  セッテ
イ』の『メモリオーバー解除』が『スル』になっ
ているときは、何かスイッチを押すか、３秒経
過すると処理が続行されます。『シナイ』になっ
ているときは、何かスイッチを押すまで処理が
続行されません。

カイゾウド　シテイムコウ プリンタが印刷できない解像度をプリンタド
ドライバ　セッテイ　カクニン ライバに指定したときに印刷を中止して表示さ
（XL-5330 のみ） れます。プリンタドライバの解像度を設定し直

してください。
メモリ　フソク 両面印刷を指定して印刷を行う場合、プリンタ
カタメン　インサツ　ゾッコウ RAMモジュールを取り付けずに、1200dpi両面 「両面印刷」の

の印刷を行う（プロテクトモードに設定してい ガイド
るとき）と表示されます。 （209 ページ）
セットアップモードで「環境設定」の「メモリ
不足解除」が「スル」になっているときは、何
かスイッチを押すか、3秒経過すると処理が続
行されます。「シナイ」になっているときは、
何かスイッチを押すまで処理が続行されません。
ただし、Printianavi を使用している場合、「ス
ル」の動作となります。

メモリ　フソク プリンタドライバの設定を1200dpiにして印刷を
ドライバ　セッテイ　カクニン 行う際、指定用紙サイズのビットマップメモリの

枚数がない場合（プロテクトモードに設定してい
るとき）または、複雑なデータの場合（プロテク
トモードに設定していないとき）に表示されま
す。ドライバの解像度を 300dpiまたは600dpi に
設定してください。
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表示メッセージ 表示内容と処置 参照先
メモリ　フソク プリンタRAM モジュールを取り付けずに部単位
ブタンイ　インサツ 印刷を設定して印刷を行った場合に表示されま

す。
セットアップモードで、「環境設定」の「メモ
リ不足解除」が「スル」になっているときは、
何かスイッチを押すか、3秒経過すると処理
が続行されます。「シナイ」になっているとき
は、何かスイッチを押すまで処理が続行され
ません。
ただし、Printianavi を使用している場合
「スル」の動作となります。
メモリ不足エラー発生後は、部単位印刷を解
除して印刷を再開します。ただし、プリント
サーバがWindows 2000/NT4.0 で Printianavi
を使用している場合、エラーメッセージ発生
後に部単位印刷を再開します。

メモリ　オーバー 64MBプリンタRAMモジュールを取り付け
ブタンイ　インサツ ているとき、部単位印刷を設定して行った印刷

のデータ量が、部単位印刷用のメモリ残量より
大きい場合に表示されます。
セットアップモードで、「環境設定」の「メモ
リ不足解除」が「スル」になっているときは、
何かスイッチを押すか、3秒経過すると処理
が続行されます。「シナイ」になっているとき
は、何かスイッチを押すまで処理が続行され
ません。
ただし、Printianavi を使用している場合
「スル」の動作となります。
メモリオーバーエラー発生後は、部単位印刷
を解除して印刷を再開します。ただし、プリ
ントサーバがWindows 2000/NT4.0 で
Printianavi を使用している場合、エラー
メッセージ発生後に部単位印刷を再開します。

アンダーラン　エラー プリンタドライバでアンダーランエラーが発生
ドライバ　セッテイ　カクニン した場合に表示されます。

メモリを増設するか、ドライバの解像度を下げ
てください。
メモリを増設するときは、あらかじめ電源を
切ってから行ってください。
※アンダーランエラーは、印刷内容が複雑でプ
リンタの処理が追いつかない場合に発生しま
す。
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表示メッセージ 表示内容と処置 参照先
コントローラ　イジョウ 2 ROM およびRAMの異常を検出すると表示され
RAM1 エラー ます。いったん電源を切断し、再び投入してくだ
コントローラ　イジョウ 3 さい。それでもこのエラーメッセージが表示され
RAM2 エラー る場合は、その内容をハードウェア修理相談セン
コントローラ　イジョウ 4　 ター（299 ページ参照）へご連絡ください。
CG-ROM1 エラー 『コントローラ　イジョウ　16』発生時は、電源を
コントローラ　イジョウ 5　 再投入するとプリンタの設定内容を工場出荷時の
CG-ROM2 エラー 初期値に戻します。
コントローラ　イジョウ 6　 設定値を変更している場合は再度設定してください。
CG-ROM12 エラー 「システムエラー」発生時には、下段に表記されて
コントローラ　イジョウ 13　 いる数字を控え、ハードウェア修理相談センター
MAC アドレスエラー （299ページ参照）へご連絡ください。
コントローラ　イジョウ 15　
Flash-ROM エラー
コントローラ　イジョウ 16　
トウロク　ショキカ　シマス
コントローラ　イジョウ 21
LSI エラー
コントローラ　イジョウ 22
EEPROM エラー
コントローラ　イジョウ 23
ROM1 チェックサムエラー
コントローラ　イジョウ 24
ROM2 チェックサムエラー
システムエラー 　
aabbccddeeeeeee
エンジン　イジョウ 1 ハードウェアの異常を検出すると表示されます。
　FUSER イジョウ いったん電源を切断し、再び投入してください。
エンジン　イジョウ 2 それでもエラーメッセージが出る場合は、その内
　ROS　モータ　コショウ 容をハードウェア修理相談センター（299 ページ
エンジン　イジョウ 4 参照）へご連絡ください。
　ファン　アラーム
エンジン　イジョウ 5
　メモリ　イジョウ X
エンジン　イジョウ 6
　ツウシン　エラー　XXYY
エンジン　イジョウ 7
　タイムアウト　エラー
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エミュレーションモードの使いかたエミュレーションモードの使いかたエミュレーションモードの使いかたエミュレーションモードの使いかたエミュレーションモードの使いかた
ここでは、エミュレーションモードで印刷する方法について説明しま
す。

Printia XLドライバで印刷する

Windows対応のアプリケーションソフトから印刷する場合、Printia XL
ドライバ（FUJITSU XL-5730/5330）を選択します。プリンタの設定は、
Windowsのダイアログボックスの設定内容に従います。Windowsからの印
刷が終了すると、自動的に電源投入時またはオペレータパネルで選択し
た元の動作モードに戻り、エミュレーションモードでの印刷が可能にな
ります。

エミュレーションモードでの印刷� Printia XLドライバでの印刷�
自動切替�

ESC/Pageモード�

ESC/Pモード�
XLモード�

※オペレータパネルで動作
モード切り替え�

コマンドで動作モードを切り替えた後に、Printia XLドライ
バで印刷すると、切り替える前の動作モードに戻ります。
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エミュレーションモードで印刷する

本プリンタは、富士通FMVシリーズや各社AT互換機および日本電気PC-
9800 シリーズのパソコンと接続して、次のプリンタに対応したアプリ
ケーションソフトから印刷することができます。
・ESC/P モード ：セイコーエプソン　24ドットマトリクスプリンタ　VP-1000 相当
・ESC/Page モード ：セイコーエプソン　ページプリンタ　LP-8000S 相当

動作モード（エミュレーションモード）は、通常、アプリケーションソ
フトが対応しているモードに合わせて、プリンタのオペレータパネルで
切り替えます。

オペレータパネルで切り替える方法については、「セットアッ
プの操作」（175 ページ）参照

コマンドでエミュレーションモードを切り替える

ここでは、プリンタ制御コード（コマンド）で動作モードを切り替える
方法について説明します。使用するアプリケーションに合わせて、動作
モードを自動的に切り替えることができますので、サーバプリンタとし
て使用する場合などに便利です。IntranetWareや NetWare、Windows NT
などのネットワークOSを使用して、印刷ジョブの前後にプリンタ制御
コードを付加する方法については、各ネットワークOSのマニュアルをお
読みください。
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エミュレーションモードを切り替える

エミュレーションモードを切り替えるには、次のコマンドを発行しま
す。（〈××〉16 は、16 進数表記での値です。）

【形式】
ESC ＋ ／ ＋ イ ＋ ＠ ＋ DEL ＋ ESC ＋ DEL ＋ NULL ＋ NULL ＋ SOH ＋ Pa
〈1B〉16 〈2F〉16 〈B2〉16 〈40〉16 〈7F〉16 〈1B〉16 〈7F〉16 〈00〉16 〈00〉16 〈01〉16〈××〉16

【解説】
・Paは１バイトの選択パラメータで、切り替えるエミュレーションモー
ドを指定します。各エミュレーションごとの Paの値は次のとおりで
す。

ESC/P ：Pa＝〈09〉16
ESC/Page ：Pa＝〈06〉16

また、印刷ジョブ終了後に、コマンドで切り替える前のエミュレー
ションモード（デフォルトモード）に戻す場合には、次のPaを使用し
ます。

デフォルトモード：Pa＝〈05〉16
・パラメータエラーの場合、コマンドを無視します。
・エミュレーションモードを切り替えるとき、エミュレーションの動作
状態は初期化されます。
・設定されたエミュレーションモードは、オペレータパネルの液晶ディ
スプレイに表示されます。

「液晶ディスプレイの表示内容」（169ページ）参照

・コマンドでエミュレーションモードを切り替えた後に、Printia XLド
ライバでの印刷を行ったり、オペレータパネルでプリンタをリセット
すると、コマンドで切り替える前のエミュレーションモード（デフォ
ルトモード）に戻ります。

「印刷の中止（プリンタのリセット）」（186 ページ）参照

切り替えコマンドの使いかた

複数のエミュレーションの印刷やPrintia XL ドライバの印刷を行う場
合、各印刷ジョブの前後でエミュレーションモードを切り替えます。デ
フォルトモードで印刷を行うアプリケーションソフトの印刷では、エ
ミュレーションモードの切り替えコマンドは必要ありません。

切り替えコマンドは、本プリンタ以外へは発行しないでく
ださい。
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エミュレーションモードを使う上での留意事項

エミュレーションモードは、本プリンタに、次のプリンタと同等の動作
をさせるものです。
・ESC/P モード ：セイコーエプソン　24ドットマトリクスプリンタ　VP-1000 相当
・ESC/Page モード ：セイコーエプソン　ページプリンタ　LP-8000S 相当
ただし、まったく同じ動作をするわけではなく、多少の違いがありま
す。

次に、各エミュレーションモードを使う場合の留意事項について説明し
ます。

セイコーエプソンVP-1000との違い

ESC/Pエミュレーションモードでの動作および印刷結果は、セイコーエ
プソン製のVP-1000と、次の点で違います。

・文字パターンの大きさ、デザインなどが多少異なります。
・用紙方向が縦の場合と横の場合で、印刷可能領域が異なります。

印刷できる各用紙サイズの印刷可能領域は、「用紙関係｣(271
ページ)参照

セイコーエプソンLP-8000Sとの違い

ESC/Pageエミュレーションモードでの動作および印刷結果は、セイコー
エプソン製のLP-8000Sとは、次の点で違います。

・文字パターンの大きさ、デザインなどが多少異なります。
・WindowsのLP-8000Sプリンタドライバでの80％縮小は、75％縮小で印
刷します。
・登録、または記憶を行うコマンドは、メモリ容量の違いから、「登録メ
モリオーバー」エラーになることがあります。
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ソフトウェアに関するトラブルシューティングソフトウェアに関するトラブルシューティングソフトウェアに関するトラブルシューティングソフトウェアに関するトラブルシューティングソフトウェアに関するトラブルシューティング
プリンタを使用しているときに発生する問題のうち、ソフトウェアに関
するものについて、現象と対処方法を説明します。

セットアップ時のトラブルシューテング
プリンタをセットアップするときに発生する問題と、その対処方法につ
いて説明します。

ポートの選択画面に「Printianavi Network Port」
が表示されない

《現 象》
プリンタをTCP/IPのLAN環境に直接接続して使用したいが、プリンタドライ
バのインストール中に選択するポートの一覧に、「Printianavi Network Port」
が表示されない。

《対 処》

Printianaviネットワークポートモニタがインストールされているか確
認し、それぞれの操作を行ってください。

Printianavi ネットワークポートモニタがインストールされているか確認する
〔スタート〕から〔プログラム〕〔Printianavi V5.1〕〔ネットワークソ
フトウェア〕〔セットアップ〕の順に選択します。セットアップ画面に
て「変更」を選択して〔次へ〕をクリックし、「Printianaviネットワー
クポートモニタ」にチェックがついているか確認してください。

・「Printianaviネットワークポートモニタ」がチェックされていないと
きは、変更画面で「Printianaviネットワークポートモニタ」をチェッ
クし、インストールとポートの作成を行います。

インストール方法については、「ネットワークソフトウェア
のインストール」（58ページ）参照

・「Printianaviネットワークポートモニタ」が表示されたとき
仮のポート（LPT1など）でプリンタドライバをインストール後、プリ
ンタのプロパティからポートを追加します。

ポートの追加方法については、「プリンタの接続方法を変更
するとき（印刷先ポートの追加と変更）」（84ページ）参照
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「Printianavi Network Port」を複数作成したい

《現 象》
1台目のプリンタは Printianavi ネットワークソフトウェアのインス
トール時に作成したポートを使用した。２台目以降のプリンタのポート
を作成したい。

《対 処》
仮のポート（LPT1など）でプリンタドライバをインストール後、プリン
タのプロパティから「Printianavi Network Port」を追加します。
また、「Printianaviネットワークポート管理」を使用することでポート
の追加を行うことができます。

ポートの追加方法については、「プリンタの接続方法を変更す
るとき（印刷先ポートの追加と変更）」（84ページ）参照

プリンタにIP アドレスを割り当てる際に IP アドレス設定
ユーティリティを使用すると、ポートの作成を同時に行えま
す。

「ネットワークソフトウェアのインストール」（5 8
ページ）参照



250

第14章　こんなときには

プリンタドライバのインストール中に
警告画面が表示された

プリンタドライバのインストール中に、警告画面が表示されることがあ
ります。ここでは、注意が必要な3つの現象（メッセージ）について説
明します。

《現 象 1》
「Windowsの CD-ROMを挿入してください」というメッセージが表示され
た。

《対 処》
製造元とモデルの選択画面で〔ディスク使用〕をクリックせずに一覧か
らプリンタを選択してインストールしようとすると表示される画面で
す。
インストールをキャンセルして、再度、プリンタ添付のCD-ROMのド
ライバをインストールし直すことをお勧めします。

「第6章　プリンタドライバのインストール」（95ページ）参照

このままWindowsのCD-ROMをセットしてインストールを続行すると、OS
添付のドライバがインストールされます。
OS添付のドライバは、最低限の印刷は可能ですがPrintianavi機能およ
びさまざまな便利な印刷機能がお使いになれません。

OS添付のドライバをインストールしたときは、ドライバ
を削除してからインストールし直してください。

「新しいドライバに置き換えるとき（プリンタドラ

イバの削除）」（212ページ）参照

《現 象 2》
〔バージョンの競合〕というメッセージが表示された。

《対 処》
現在インストールされているものより古いバージョンのプリンタドライ
バ、あるいはプリンタドライバが使用する共通のモジュールをインス
トールしようとしたときに表示される画面です。
〔はい〕をクリックして、現在のファイルをそのまま使うようにしてく
ださい。
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《現 象 3》
「プリンタが接続されているサーバには適切なプリンタドライバがイン
ストールされていません」というメッセージが表示された。

《対 処》
クライアントのOS（Windows）用のプリンタドライバが、サーバ側に追
加（または代替）インストールされていない状態で、クライアントから
サーバ共有プリンタのドライバをネットワークインストールしようとし
たときに表示される画面です。
クライアントのOSにより、次の操作をしてください。

クライアントがWindows 95/98/Me/NT4.0のとき

1 添付のCD-ROMをクライアントにセットして、〔OK〕をクリックします。
2 プリンタの製造元とモデルを選択する画面では〔ディスク使用〕をク
リックし、CD-ROM にあるプリンタドライバのフォルダ名を指定して
インストールを行ってください。

クライアントがWindows 2000のとき

〔キャンセル〕をクリックして、ネットワークインストールを中止しま
す。ポート変更による方法でインストールし直してください。

「第7章　プリンタ共有の設定」の「クライアント側の設定」の
「ポート変更による方法」（109 ページ）参照

サーバがWindows 2000/NT4.0で Windows 95/98/Me/NT4.0 の
クライアントが複数台あるときは、追加（または代替）ドラ
イバをインストールしておくと便利です。

「第7章　プリンタ共有の設定」の「サーバ側の設定」
Windows 95/98/Meのとき（102 ページ）、Windows
2000のとき（105ページ）、Windows NT4.0のとき
（111ページ）参照
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運用時のトラブルシューティング

プリンタを運用中に発生する問題と、その対処方法について説明しま
す。

印刷できない

《現 象》
テスト印刷ができない、あるいはどのアプリケーションからも印刷でき
ない。

《対処１》
プリンタの状態およびケーブル接続を確認します。
次の4点を確認してください。
・プリンタの電源が入っていますか。
・プリンタケーブル、またはLANケーブルが正しく接続されていますか。
・プリンタがエラー状態になっていませんか。
プリンタがエラー状態になっているときは、エラーの原因を取り除き、
オンライン状態に戻してください。
・プリンタ切替器を使用していませんか。
プリンタとの通信が異常となったり、プリンタ故障の原因となったり
する恐れがありますので、プリンタ切替器は使用しないでください。

《対処２》
プリンタをLANケーブルで接続している場合は、LANの設定を確認しま
す。
設定の一覧を印刷し、次の点を確認してください。

設定の一覧の印刷方法は、「ネットワークプリンタの準備」（34
ページ）参照

Printianaviネットワークポートモニタを使用、またはLPR印刷のとき

次の３点を確認してください。

・TCP/IP 設定は「有効」になっていますか。
「無効」の場合は、プリンタのオペレータパネルの操作で「有効」に変
更してください。
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・TCP/IP状態コードは「０」（正常）になっていますか。
「０」以外のときは、それぞれ次の操作を行ってください。

「１」のとき ....... IPアドレスやサブネットマスクの設定に誤りが
あります。設定内容を確認してください。

「２」のとき ....... DHCP によりTCP/IP構成情報を取得中です。再
度、LAN 設定の一覧を印刷してください。

「３」以上のとき ... DHCP によるTCP/IP構成情報の取得で異常が発
生しています。
DHCPサーバの設定を見直すか、プリンタのオペ
レータパネルの操作でDHCP自動取得を「解除」
し、正しいIPアドレスやサブネットマスクを設
定し直してください。

IPアドレス設定ユーティリティを使って設定したIPアドレスは、プリ
ンタの電源を切ると無効になります。
IPアドレス設定ユーティリティでIPアドレスを設定した場合は、プリ
ンタの電源を切る前に必ず、DHCP自動取得を「無効」に変更してくだ
さい。

・IPアドレスは正しく設定されていますか。
IPアドレスおよびTCP/IP設定の方法については、「IPアドレ
スの設定方法」（36ページ）参照

《対処３》
プリンタドライバの設定を確認します。
サーバ共有プリンタに印刷を行っている場合は、サーバ側の設定も同様
に確認します。

プリンタドライバの設定画面を開き、次の点を確認してください。
・印刷先ポートに接続されていないポートが指定されていないか
・別の場所に設置されたプリンタが指定されていないか

「第12章　プリンタドライバの設定」（189 ページ）参照

お使いのOSによって、印刷先ポートを確認する画面が異なります。
Windows 95/98/Meのとき ...〔プリンタのプロパティ〕の〔詳細〕ダ

イアログ
Windows 2000/NT4.0のとき ..〔プリンタのプロパティ〕の〔ポート〕ダ

イアログ
プリンタをLANケーブルで接続している場合は、次の点も確認してくだ
さい。
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・「Printianavi Network Port」で接続のとき
印刷した設定の一覧と、IPアドレス、IPPの設定およびポート番号の
設定が一致しているか、確認してください。
それぞれ次のダイアログで確認できます。
IPアドレス（注）..〔ポートの設定〕
ポート番号........〔オプション〕

ポート番号がプリンタのポート番号 1と同
じか確認してください。設定が異なってい
る場合は、一致させてください。

また、接続モードがIPPの場合は、次の設定も確認してください。
プリンタのURL ....〔ポートの設定〕

設定の一覧と同じか確認してください。値
が空白になっている場合は、「プリンタの
IPアドレス/ipp」と設定してください。

プロキシ設定......〔プロキシ設定〕
プロキシサーバの設定についてはネット
ワーク管理者に問い合わせてください。

注: ホスト名を指定している場合は、そのホスト名が使用するIPアド
レスで確認してください。

・「LPR Port」で接続のとき
次の２点を確認してください。
-〔ポート〕ダイアログの〔ポートの構成〕をクリックし、IPアドレス
が同じか確認してください。設定が異なっている場合は、一致させ
てください。
-〔ポート〕ダイアログの「双方向サポートを有効にする」のチェック
をはずし、双方向通信を無効にしてください。

《対処４》
スプーラ上でプリンタまたはドキュメントが停止状態になっていない
か、次の手順で確認します。

1〔スタート〕から〔設定〕〔プリンタ〕の順に選択します。
2〔プリンタ〕フォルダから該当するプリンタをダブルクリックします。
3 表示される画面のタイトルバーや状態に「停止中」または「一時停
止」と表示されていないか確認します。
停止状態のときは、〔プリンタ〕メニューおよび〔ドキュメント〕メ
ニューの「一時停止」のチェックをはずします。
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《対処５》
双方向通信をサポートした他のプリンタドライバ（XL-2000W、XJシリー
ズなど）がインストールされていないか、確認してください。

双方向通信をサポートするプリンタの印刷先を同じプリンタポート
（LPT1：）に指定したまま使用すると、印刷が行えない場合があります。

実際に接続していないプリンタの印刷先ポートは、「FILE：」に変更し
てください。

《対処６》
双方向通信機能をサポートしないプリンタポートを使用していないか確
認してください。また、Windows 95/98/Meでプリンタポート（LPT1：）
から印刷しているときは、ポートのドライバに問題はないか確認してく
ださい。
次の手順で確認します。

1〔プリンタのプロパティ〕で〔詳細〕ダイアログを表示します。
2〔スプールの設定〕をクリックして「このプリンタで双方向印刷をサ
ポートする」と「このプリンタの双方向印刷をサポートしない」のそ
れぞれの設定でテスト印刷を行います。
「このプリンタの双方向印刷をサポートしない」でのみ印刷できる場
合は、ご使用のパソコンのプリンタポートが双方向通信機能をサポー
トしていないか、ポートドライバに問題があることが考えられます。

ECPプリンタポートが設定されているときは、次の手順でプリンタポー
トを変更してください。

・Windows 95のとき

1〔スタート〕から〔設定〕〔コントロールパネル〕の順に選択し、〔シ
ステム〕をダブルクリックします。

2〔デバイス　マネージャ〕をクリックし、「ポート（COM&LPT）」の「プ
リンタ　ポート（LPT1）」をダブルクリックします。

3〔ドライバ〕〔ドライバの更新〕の順にクリックします。「一覧から
ドライバを選ぶ」を選択し、〔次へ〕をクリックします。

4「すべてのハードウェアを表示」を選択し、製造元の一覧から「ス
タンダードポート」を選択し、モデルの一覧から「プリンタポート」
をダブルクリックして、画面の指示に従って操作します。

Windows 95 でプリンタポートを変更しても問題が解決しない場合は、
Windows 95の修正モジュール等を適用し、プリンタポートのドライバ
ファイル「LPT.VXD」を更新してください。
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・Windows 98 のとき

1〔スタート〕から〔設定〕〔コントロールパネル〕の順に選択し、〔シ
ステム〕をダブルクリックします。

2〔デバイス　マネージャ〕をクリックし、「ポート（COM/LPT）〕の〔プ
リンタ　ポート（LPT1）」をダブルクリックします。

3〔ドライバ〕〔ドライバの更新〕の順にクリックします。
ウィザードの最初の画面では〔次へ〕をクリックします。

4「特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を作成し、インストー
ルするドライバを選択する」を選択して〔次へ〕をクリックします。

5「すべてのハードウェアを表示」を選択し、製造元の一覧から「（標
準ポート）」を選択し、モデルの一覧から「プリンタポート」を選
択して〔次へ〕をクリックします。
以降は画面の指示に従って操作してください。

・Windows Me のとき

1〔スタート〕から〔設定〕〔コントロールパネル〕の順に選択し、〔シ
ステム〕をダブルクリックします。

2〔デバイス　マネージャ〕をクリックし、「ポート（COMとLPT）〕の
〔プリンタ　ポート（LPT1）」をダブルクリックします。

3〔ドライバ〕〔ドライバの更新〕の順にクリックします。
ウィザードの最初の画面で「ドライバの場所を指定する（詳しい知
識のある方向け）」を選択し、〔次へ〕をクリックします。

4「特定の場所にあるすべてのドライバの一覧を作成し、インストー
ルするドライバを選択する」を選択して〔次へ〕をクリックします。

5「すべてのハードウェアを表示」を選択し、製造元の一覧から「（標
準ポート）」を選択し、モデルの一覧から「プリンタポート」を選
択して、〔次へ〕をクリックします。
以降は画面の指示に従って操作してください。

《対処7》
IPP印刷時に双方向通信のサポートが有効になっているか確認してくだ
さい。

プロキシサーバを経由したIPP印刷では、プロキシサーバの種類によっ
ては、片方向通信での印刷が正常に行えない場合があります。双方向通
信機能を有効にして印刷を行ってください。

双方向通信機能を有効にしても印刷できない場合は、プロキシサーバの
設定が正しいか確認してください。
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Printianaviのメッセージが表示されない

《現 象》
印刷は行えるが、印刷を行ったパソコンにPrintianaviのメッセージが
表示されない。

《対 処》
〔プリンタのプロパティ〕を開き、次の点を確認してください。

「第12章　プリンタドライバの設定」（189 ページ）参照

・Printianaviに対応していないプリンタドライバを使用していません
か。
OS添付のプリンタドライバやエミュレーションモード（ESC/PやESC/
Page）で印刷している場合は、Printianavi機能は使用できません。
また、古い機種用のPrintia XLドライバでは、新しいプリンタや
Printianavi機能に対応していないことがあります。
添付のCD-ROMに収められたプリンタドライバを使用してください。

・LPR Port印刷ではありませんか。
Windows 95/98/Meは〔詳細〕ダイアログ、Windows 2000/NT4.0は
〔ポート〕ダイアログで印刷先のポートがLPR  P o r tの場合は、
Printianavi機能は使用できません。

・Printianaviを使用する設定になっていますか。
〔装置オプション〕ダイアログの「Printianaviを有効にする」の
チェックがはずれている場合はチェックしてください。

・Printianaviのメッセージを表示する設定になっていますか。
〔Printianavi〕ダイアログの「印刷中のステータス表示」「印刷の
終了を通知する」「エラーを通知する」の設定を確認してください。

詳細は、プリンタドライバのヘルプまたは添付CD-ROMのソフ
トウェアマニュアル「第1章　Printianaviの設定」参照

・ステータスとメッセージの通知先の設定を別のパソコンに指定してい
ませんか。
〔Printianavi〕ダイアログの「ステータスとメッセージの通知先」
に、「コンピュータを指定」で指定したパソコンにメッセージが表示
されている場合は、「このコンピュータ」に変更してください。



258

第14章　こんなときには

・双方向通信機能をサポートする設定になっていますか。
Windows 95/98/Meのとき..... 〔詳細〕ダイアログの〔スプールの設

定〕をクリックします。「このプリン
タで双方向通信機能をサポートする」
を選択します。

Windows 2000/NT4.0のとき... 〔ポート〕ダイアログの「双方向サ
ポートを有効にする」のチェックがは
ずれている場合はチェックします。

・ネットワークインストールしたプリンタの印刷先をローカルポートに
変更していませんか。
サーバ共有プリンタに印刷するためにネットワークインストールした
プリンタドライバの印刷先ポートをローカルポートに変更すると、双
方向通信機能が動作しないため、Printianavi機能が使用できなくな
ります。
印刷先をローカルポートに変更するときは、新たにローカルプリンタ
としてプリンタドライバをインストールし直してください。

・Windows 2000/NT4.0で区切りページを指定していませんか。
本プリンタではWindows 2000/NT4.0の区切りページファイル
（*.sep）の印刷をサポートしていません。また、Printianavi機能が
正常に動作しなくなりますので、お使いにならないでください。

サーバ共有プリンタに印刷を行っている場合は、次の点を確認してくだ
さい。

・サーバのOSが Windows 95/98/Me/2000/NT4.0以外ではありませんか。
PrintianaviはWindows 95/98/Me/2000/NT4.0対応です。また、クライ
アントがPrintianavi対応でも、Printianaviに対応していないサーバ
の共有プリンタに印刷の際は、Printianavi機能はお使いになれませ
んのでご了承ください。

・Windows NT4.0のサーバからWindows 2000のクライアントにプリン
タドライバをネットワークインストールしていませんか。
この場合〔ポート〕ダイアログの「双方向サポートを有効にする」の
チェックがグレーアウトされ、Printianavi機能が正常に動作しませ
ん。
プリンタドライバを削除し、インストールし直してください。

「新しいドライバに置き換えるとき（プリンタドライバの削
除）」（212 ページ）参照
「第7章　プリンタ共有の設定」の「クライアント側の設定」
の「ポート変更による方法」（109 ページ）参照
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プリンタの状態の表示や反映が行えない

《現 象》
プリンタドライバの設定画面やPrintianaviマネージャから「プリンタ
状態表示」が行えない。また、「プリンタ状態を設定値に反映する」で
情報の取得に失敗してしまう。

《対 処》
印刷中の状態表示や印刷完了通知などPrintianaviのメッセージ通知も
正常に行われない場合は、「Printianaviのメッセージが表示されない」
（253 ページ）を参照してください。

「プリンタ状態表示」および「プリンタ状態を設定値に反映する」での
み問題が発生する場合は、次の点を確認してください。

・プリンタのモデルが異なるプリンタドライバを使用していませんか。
プリンタドライバはプリンタモデルにあったものを使用してくださ
い。
・プリンタドライバを更新せずにPrintianaviネットワークポートモニ
タのみ新しいものをインストールていませんか（Windows 2000）

「旧バージョン・レベルとの混在運用について」（265ページ）
および「新しいドライバに置き換えるとき（プリンタドライ
バの削除）」（212ページ）参照

印刷結果がプリンタドライバの設定と違う

《現 象》
アプリケーションから印刷を行ったが、印刷結果がプリンタドライバで
設定した内容と違っている。

《対 処》
アプリケーションソフトによっては、データ保存時に印刷に関する設
定（プリンタドライバの設定を含む）を保存します。
このため、アプリケーションソフト側から変更するまで、保存してあ
る設定値で印刷されることがあります。また、アプリケーション側で
部数や用紙サイズなどを設定するものもあります。
このような場合は、〔プリンタのプロパティ〕（Windows 95/98/Me）や
〔印刷設定〕（Windows 2000）、〔ドキュメントの既定値〕（Windows
NT4.0）で設定を変更しても反映されません。
印刷する文書を開いたアプリケーション側でプリンタ設定のプロパ
ティを開いて、設定を変更してください。

「第12章　プリンタドライバの設定」（189 ページ）参照
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Printia LASER Internet Serviceが正しく動作し
ない、またはエラー表示される
Printia LASER Internet Service が起動時または起動中に、次のよう
な状態になってしまう。

《現 象 1》
Printia LASER Internet Service の画面が表示されない、または画面
の一部が表示されない。

《対 処》
次の点を確認してください。
・プリンタに電源が入っていますか。
・LAN ケーブルは正しく接続されていますか。
・Web ブラウザに入力したURL は正しいですか。
Printia LASER Internet Serviceを表示するときのURL は「http:/
/」＋「プリンタのIPアドレス」または「http://」＋「ホスト名＋ド
メイン名」を指定します。
プリンタのURLに指定したIPPプリンタ名（「/」以降）は指定しない
でください。
また、設定の一覧を印刷し、次の点も確認してください。
・プリンタに IPアドレスが正しく設定されていますか。
URLに「ホスト名＋ドメイン名」を指定した場合はDNSサーバの設定も
正しいか確認してください。
・TCP/IP 設定は「有効」になっていますか。
「無効」の場合は、プリンタのオペレータパネルの操作で「有効」に変
更してください。

《現 象 2》
設定が反映されない、または〔設定〕ボタンが表示されない。

《対 処》
次の点を確認してください。
・サポート外の Webブラウザを使用していませんか
Netscape 4.0 以上または Internet Explorer 4.0以上の製品版ブラ
ウザをお使いください。
・WebブラウザがJavaScriptの使用を禁止する設定になっていませんか
・〔設定〕ボタンをクリックする前に他の情報（ページ）を表示していま
せんか
設定は各情報（ページ）ごとに行ってください。また、設定中に他の
情報（ページ）に切り替えると切り替え前の設定値は反映されません
のでご注意ください。
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《現 象 3》
設定中にエラーが表示された、または設定後の表示が「プリンタリセッ
ト中...」のままになる。

《対 処》
エラーメッセージが表示されている場合は、メッセージの内容に従って
対処してください。

設定後の表示が「プリンタリセット中...」のままの場合は、プリンタ
リセット中にプリンタの電源が切断されるなどで通信が行えなくなった
ことが考えられます。
プリンタの電源やネットワーク接続を確認後、一度Webブラウザを終了
し、キャッシュをクリアしてから再度表示しなおしてください。
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ソフトウェアに関する留意事項ソフトウェアに関する留意事項ソフトウェアに関する留意事項ソフトウェアに関する留意事項ソフトウェアに関する留意事項
ここでは、本プリンタ添付のソフトウェアをご使用になる際の留意事項
について説明します。

他の Windows OS から Windows 2000 へアップグ

レードする場合

Windows 95/98/Me や、Windows NT4.0 などから Windows 2000 へアッ
プグレードする場合、 XL プリンタドライバおよびXL プリンタ関連ソ
フトウェア(ネットワークポートモニタなど)をあらかじめ削除（アンイ
ンストール）してください。Windows 2000 へアップグレード後、 再イ
ンストールしてください。

削除（アンインストール）を行わずにWindows 2000にアップグレード
した場合に発生する可能性がある問題、および対処について、以下で説
明しますので参照してください。

プリンタドライバ
プリンタドライバがインストールされた状態でWindows 2000へのアッ
プグレードを行うと、Windows 2000 添付のドライバに置き換わること
があります。
この状態では、Printia XL ドライバが提供している機能が使用できま
せん。
〔プリンタ〕フォルダ、〔サーバのプロパティ〕の〔ドライバ〕リスト、
〔デバイスマネージャ〕（表示された場合のみ）から XLプリンタを削除
し、パソコンの再起動後、再度インストールを行ってください。

「新しいドライバに置き換えるとき（プリンタドライバの削
除）」（212 ページ）参照

Printianaviネットワークポートモニタ

ネットワークポートモニタがインストールされた状態で Windows 2000
へのアップグレードを行うと、Printianavi のポート（Printianavi
Network Port）が新規に作成できなくなります。
また、ネットワークポートモニタの上書きインストールもできませんの
で、アンインストールを行ってから再度最新版のネットワークポートモ
ニタをインストールしてください。
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Windows 2000環境で使用時の留意事項

インストール、アンインストール時の注意事項

Windows 2000 環境で「Printia LASER プリンタユーティリティ」CD-
ROMに納められている各種ソフトウェアをインストールまたはアンイン
ストールする際は、管理者権限でログオンしてください。
一般ユーザでログオンした状態では、インストール先のフォルダ等への
アクセス権限がないため、正しくインストールまたはアンインストール
できない場合があります。
一般ユーザでインストールまたはアンインストールを行って正常に動作
しなくなった場合は、管理者権限でログオンし、同一フォルダに上書き
インストール後、再度操作してください。

ネットワーク経由でのドライバインストールについ
て

クライアント／サーバ運用で、クライアントに Windows 2000、サーバ
に Windows NT4.0を使用した場合、 サーバ(Windows NT4.0)のプリンタ
をネットワーク経由でインストールすると、〔ポート〕タブの「双方向
サポートを有効にする」のチェックがグレイアウトされ、Printianavi
機能が正常に機能しません。
また、クライアントに Windows 2000、サーバに Windows 95/98/Me を
使用した場合、 ネットワークインストールを行っても途中で失敗します。
上記の環境では、ネットワーク経由でインストールせず、直接クライア
ントにローカルポートを選択してプリンタドライバをインストール後、
印刷先のポートを共有プリンタのネットワークパスに変更してくださ
い。

Windows 2000クラスタ環境について

Windows 2000 クラスタ環境での動作は保証していません。
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ACPIの動作について
本プリンタとパソコンが通信中の場合は、パソコンがACPIによるスタン
バイ／休止状態に移行できないため、次のメッセージが表示されます。

パソコンをスタンバイ／休止状態に移行させる場合は、以下の内容を確
認し、通信を行っていない状態になってから、再度スタンバイ／休止状
態の設定を行ってください。

プリンタを他のパソコン（クライアント）と共有している場合は、使用
しているパソコン（クライアント）側からも通信を行わないようにして
ください。

・印刷中のとき

印刷が終了するまでお待ちください。

・プリンタドライバの設定画面（プリンタのプロパティ）を開いてい

るとき
プリンタドライバの設定画面（プリンタのプロパティ）を閉じてくだ
さい。

・Printianaviマネージャを起動しているとき

Printianaviマネージャを終了してください。

なお、サーバがスタンバイ／休止状態のとき、クライアントからサーバ
の共有プリンタの状態を表示または取得しようとすると、エラー表示に
なったり、正しい状態が表示されなくます。このときは、次の操作を
行ってください。

・プリンタドライバの設定画面の〔プリンタ状態表示〕または〔プリ
ンタ状態を設定値に反映する〕でエラーになったとき

エラー表示の画面を閉じ、サーバが通常状態に復帰した後に再度操
作してください。

・Printianaviマネージャの状態表示やネットワークの設定でエラー

になったとき
サーバが通常状態に復帰した後に、〔最新の情報に更新〕ボタン
をクリックして表示を更新してください。
ネットワークの設定を行う場合は、再度設定してください。
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旧バージョン・レベルとの混在運用について

XL-5310/5510/5710/5810/6010、XL-5320/5720/6100/6700 およびXL-
5730/5330を混在して運用する場合、ソフトウェアの組み合わせにより、
動作に不具合が生じる可能性があります。お使いのソフトウェアのバー
ジョン・レベルを確認のうえ、最新版CD-ROMに添付のバージョン以降に
更新してください。

とくに注意が必要な組み合わせ

とくに注意が必要な組み合せについて説明します。

Printianavi ネットワークポートモニタとプリンタドライバ
・Windows 2000環境でPrintianaviネットワークポートモニタV5.1L10
以降をインストールする際は、プリンタドライバを必ず最新版に更新
してください。古いプリンタドライバと組み合わせると、プリンタの
状態を正しく取得できません。
・Printianavi ネットワークポートモニタ V5.1L10 以降での印刷は、
XL-5730/5330 のプリンタドライバとの組み合わせで行ってください。
他のドライバとの組み合わせでは印刷できません。

Printianavi マネージャと対応プリンタ
各プリンタに対応するPrintianaviマネージャのバージョンを次の表に
示します。

プリンタ 対応バージョン
XL-5730/5330 V5.1L10 以降
XL-6100 V3.1L31 以降
XL-6700 V3.1L21 以降
XL-5720/5320 V3.1L20 以降
XL-6010 V3.1L11 以降
XL-5710/5310 V3.1L10 以降

Printianaviマネージャが、お使いのプリンタに対応していないバー
ジョンの場合、プリンタ一覧に表示されず、状態表示や管理は行えませ
ん。
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更新時の注意事項

各ソフトウェアを更新する際の注意事項について説明します。

Printianaviネットワークポートモニタ
Printianavi ネットワークポートモニタの更新（上書きインストール）
は、通常のインストールと同じ手順で行います。ただし、次の点に注意
してください。
・Printianavi Network Port を印刷先に設定しているプリンタがある
場合は、印刷先を一時的に別のポートに変更してください。
・Windows 起動後、一度も印刷を行っていない状態でインストールを
行ってください。

「ネットワークソフトウェアのインストール」（58ページ）
参照

詳細については、添付の CD-ROM のソフトウェアマニュアル
「第2章　Printianavi ネットワークポートモニタ」参照

Printianaviマネージャ
Printianaviマネージャの更新（上書きインストール）は、通常のイン
ストールと同じ手順で行います。

・Printianavi マネージャが起動されている場合は、終了させてからイ
ンストールを行ってください。

「ネットワークソフトウェアのインストール」（58ページ）参照

詳細については、添付CD-ROMのソフトウェアマニュアル「第
3章　Printianavi マネージャ」参照

旧バージョンのプリンタドライバ・インストール時
の注意事項

XL-5730/5330のプリンタドライバがインストールされている環境に、旧
バージョンのプリンタドライバをインストールすると、「バージョンの
競合」ダイアログボックスが表示され、既存のファイルをそのまま使用
するかどうかの選択を求められます。この場合、「はい」を選択してく
ださい。
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プリンタの仕様プリンタの仕様プリンタの仕様プリンタの仕様プリンタの仕様
基本仕様
以下に、プリンタの仕様を示します。

XL-5730

印刷方式 電子写真方式
印刷速度 連続コピー最大21ページ／分（A4サイズ横送り）
エンジン解像度 1200dpi/600dpi
スムージング処理 スーパーFEIT(Fujitsu Enhanced Image Technology)
用紙サイズ ・給紙カセット：A3、B4、A4、B5、A5、リーガル、レター

・給紙トレイ ：A3～A5、官製はがき、リーガル、レター
給紙方式*1 ・給紙カセットによる自動給紙(収容枚数250枚、拡張給紙ユニッ

ト使用時最大1,250枚)
・給紙トレイによる自動給紙（収容枚数 200枚（はがき 75枚））

排紙方法*1 フェースダウンスタッカ（スタック枚数 250枚）
使用環境条件 温度10℃～ 32℃、湿度15％～85％RH(ただし結露しないこと)
電源・電源周波数 AC100V ±10％、50/60 Hz
消費電力 動作時　850Ｗ以下、節電時*4　16Ｗ（5分以降は約10W）
騒　音 待機時　29dB(A)、動作時　52dB(A) (フルオプション 55dB(A))
外形寸法 幅459mm、奥行き430mm、高さ310mm（カセット縮小時)

幅459mm、奥行き608mm、高さ310mm（カセット延長時）
重　量 約 17.4kg（消耗品、オプションを除く）
インタフェース IEEE P1284双方向パラレルポート

100Base-TX/10Base-T LANポート
プリンタシーケンス*2 XLプリンタドライバ、ESC/P、ESC/Page
文字・書体 明朝体 22ドット /28ドット/32ドット/40ドット文字

明朝体／ゴシック体アウトライン文字
耐用期間*3 5年(8時間/日)または30万ページ印刷(A4サイズ横送り)
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XL-5330

印刷方式 電子写真方式
印刷速度 連続コピー最大14ページ／分（A4サイズ横送り）
エンジン解像度 600dpi
スムージング処理 スーパーFEIT(Fujitsu Enhanced Image Technology)
用紙サイズ ・給紙カセット：A3、B4、A4、B5、A5、リーガル、レター

・給紙トレイ ：A3～A5、官製はがき、リーガル、レター
給紙方式*1 ・給紙カセットによる自動給紙(収容枚数250枚、拡張給紙ユニッ

ト使用時最大750枚)
・給紙トレイによる自動給紙（収容枚数 200枚（はがき 75枚））

排紙方法*1 フェースダウンスタッカ（スタック枚数 250枚）
使用環境条件 温度10℃～32℃、湿度15％～85％RH(ただし結露しないこと)
電源・電源周波数 AC100V ±10％、50/60 Hz
消費電力 動作時　850Ｗ以下、節電時*4　16Ｗ（5分以降は約10W）
騒　音 待機時　29dB(A)、動作時　51dB(A) (フルオプション53dB(A))
外形寸法 幅459mm、奥行き430mm、高さ310mm（カセット縮小時)

幅459mm、奥行き608mm、高さ310mm（カセット延長時）
重　量 約 17.4kg（消耗品、オプションを除く）
インタフェース IEEE P1284双方向パラレルポート

100Base-TX/10Base-T LANポート
プリンタシーケンス*2 XLプリンタドライバ、ESC/P、ESC/Page
文字・書体 明朝体 22ドット/28ドット /32ドット/40ドット文字

明朝体／ゴシック体アウトライン文字
耐用期間*3 5年(8時間 /日)または30万ページ印刷(A4サイズ横送り)
*1 ： 収容枚数は64g/m2にて換算
*2 ： データ処理解像度

・XLプリンタドライバ：・1200dpi・600dpi(FEIT：1200dpi相当)
・ESC/P：180dpi(FEIT：600dpi相当)
・ESC/Page：300dpi（FEIT：600dpi相当）

*3 ： ・耐用期間は、プリンタの設置環境・使用頻度により大幅に変動します。
・累積使用時間は、24時間運用の場合も同一です。
・A4より大きく長い用紙を使用する場合は、耐用期間が30万ページより短くなります。
・耐用期間中でも次の部品は磨耗するため、交換することをお勧めします。部品の交換
は、ハードウェア修理相談センター（299ページ参照）にご連絡ください。なお、交換
は有償です。

寿命部品 交換目安
定着器 10万ページ
フィードローラ 10万枚印刷
リタードパッド 10万枚印刷
＊片面印刷時 1枚＝1ページ
＊両面印刷時 1枚＝2ページ

*4 ： 節電モードに入ってから5分間は16W、5分以降は約10Wとなります。
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インタフェース仕様
パソコンとのインタフェースは、IEEE P1284の仕様に準拠した双方向
パラレルインタフェースを採用しています。

インタフェース仕様とコネクタピン配列
・インタフェースコネクタ
プリンタ側：36極コネクタ(メス)　アンフェノール　57-40360相当品
ケーブル側：36極コネクタ(オス)　アンフェノール　57-30360相当品
・ケーブル
最長1.5ｍ以下のケーブルを使用してください。
（雑音対策にはツイストペア線を使用し、シールドされていること。）
・信号レベル
LOW：0.0Ｖ～＋0.4Ｖ HIGH：＋2.4Ｖ～＋5.0Ｖ

・データ転送方式
８ビットパラレル
・コネクタピン配列

18 1

1936
インタフェースコネクタ(36ピン)
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ピン番号 信号名称 発信元
１ ＊Strobe パソコン
２ 　Data 1 パソコン
３ 　Data 2 パソコン
４ 　Data 3 パソコン
５ 　Data 4 パソコン
６ 　Data 5 パソコン
７ 　Data 6 パソコン
８ 　Data 7 パソコン
９ 　Data 8 パソコン
10 ＊Ack プリンタ
11 　Busy プリンタ
12 　PError プリンタ
13 　Select プリンタ
14 ＊AutoFd パソコン
15 　― －
16 　SG －
17 　FG －
18 　+5VSignal プリンタ
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ピン番号 信号名称 発信元
19 　-RET －
20 　-RET －
21 　-RET －
22 　-RET －
23 　-RET －
24 　-RET －
25 　-RET －
26 　-RET －
27 　-RET －
28 　-RET －
29 　-RET －
30 　-RET －
31 ＊ Init パソコン
32 ＊Fault プリンタ
33 　-RET －
34 　― －
35 　― －
36 ＊SelectIn パソコン
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注）“＊”は、負論理信号であることを示します。
-RET信号は、すべてSGに接続されています。

用紙関係

本プリンタは、給紙カセットと給紙トレイを使い分けることによって、
いろいろな用紙を使うことができます。以下に、それぞれの給紙方法と
用紙サイズとの対応を示します。

印刷方向

・A3、B4、リーガルサイズの用紙の場合

ＡＢＣＤ・・・・�
・・・・�

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
・
・
・
・
�

・
・
・
・
�

　
用
紙
排
出
方
向�

縦方向印刷 横方向印刷

・A4、A5、B5、レター、はがきサイズの用紙の場合

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
・
・
・
�

・
・
・
・
�

ＡＢＣＤ・・・・�
・・・・�

　
用
紙
排
出
方
向�

縦方向印刷 横方向印刷

とじ穴のあるＡ４サイズの用紙を使用する場合は、「印刷方向」の指
定に合わせてとじ穴の位置が正しくなるようにセットします。

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
・
・
�

・
・
・
・
�

ＡＢＣＤ・・・・�
・・・・�

　
用
紙
排
出
方
向�

左とじの場合 上とじの場合
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印刷可能領域

本プリンタで印刷できる、各用紙サイズの印刷可能領域は次のとおりで
す。

［印刷方向：縦］ ［印刷方向：横］

a1

b1 Ｂ寸法�

b2 Ｂ寸法�
（単位：ｍｍ）�

Ａ
寸
法�

a2

Ａ
寸
法�

Printia XLドライバおよびESC/Pageモード使用時
a1=a2=5mm、b1=b2=5mm

用紙方向 用紙サイズ Ａ３ B４ Ａ４ Ｂ５ A５ リーガル レター はがき
縦方向 Ａ寸法 410 354 287 247 200 346 270 138

Ｂ寸法 287 247 200 172 138 206 206 90
横方向 Ａ寸法 287 247 200 172 138 206 206 90

Ｂ寸法 410 354 287 247 200 346 270 138

ESC/Pモード使用時
a1=a2=8.5mmまたは22mm(はがき:10mm)、b1=b2=5mm

用紙方向 用紙サイズ Ａ３ B４ Ａ４ Ｂ５ A５ リーガル レター はがき
縦方向 Ａ寸法 8.5mm時 399.5 343.5 276.5 236.5 189.5 335 259 128

22mm時 386 330 263 223 176 321.5 245.5 128
Ｂ寸法 287 247 200 172 138 206 206 90

横方向 Ａ寸法 8.5mm時 276.5 236.5 189.5 161.5 127.5 195 195 78.5
22mm時 263 223 176 148 114 182 182 78.5

Ｂ寸法 410 345 287 247 200 345 269 138
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セットアップ項目の補足セットアップ項目の補足セットアップ項目の補足セットアップ項目の補足セットアップ項目の補足
ここでは、セットアップモードで値を設定するときに、とくに留意して
いただきたい内容について説明します。

設定の印刷
プリンタおよびLANポートの現在の設定内容を印刷します。印刷は現
在指定している方法で行います。A4サイズの用紙を基準とし、A4より
小さい用紙がセットされているときは、自動的に縮小して印刷します。
ただし、はがき、A5サイズより小さい不定形用紙は印刷できません。印
刷した場合は、「サイズフイッチ　A5イジョウセット」と表示されます
ので、他のサイズに変更して再度印刷してください。
用紙がない場合は「ヨウシ　ナシ」と表示されますので、用紙を補給し
てください。
印刷を中止する場合は、「リセット」スイッチを押してください。
LAN設定で「TCP/IP」を「無効」にしたとき、LAN設定内容は印刷さ
れません。

次に「設定の印刷」の印刷例を示します。

文字コード�
給紙位置�
右マージン�
ＡＮＫ文字��
漢字書体�
ＣＲコード�
�
　縦上端余白�
　縦左端余白�
�
�
　縦上端余白�
　縦左端余白�

＝　カタカナ�
＝　８．５ｍｍ�
＝　用紙幅�
＝　ローマン�
＝　明朝体�
＝　ＣＲのみ�
�
＝　　　８．５ｍｍ�
＝　　　５．０ｍｍ�
�
�
＝　　　８．５ｍｍ�
＝　　　５．０ｍｍ�
�
�

カレントエミュレーション設定          �
               　　 　　＝  ＥＳＣ／Ｐモード�

印刷方向�
給紙口�
縮小印刷�
給紙トレイサイズ�
�
  縦方向�
  横方向�
�
コピー枚数�
両面印刷�
とじしろ方向�
�
�
�
�

　　　＝　縦�
　　　＝　カセット１�
　　　＝　１００％�
　　　＝　Ａ４�
�
　　　＝　　４２０ｍｍ�
　　　＝　　２９７ｍｍ�
�
　　　＝　０１枚�
　　　＝　解除�
  　　＝　�

エミュレーション設定�

印刷設定�

不定形サイズ�

＝�
＝�

０．０ｍｍ�
０．０ｍｍ�

印字位置調整（縦印字位置）�
　　　　　　（横印字位置）�

縦余白設定�

横余白設定�

ＥＳＣ／Ｐモード設定�
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パラレルポート設定
プリンタケーブル経由でデータを受信する場合に、接続するパラレル
ポートのインタフェースタイミングを設定するときは、次の点に注意し
てください。

ACKタイミング
ACK信号のパルス幅を設定します。

ACKのパルス幅は、バイセントロモードとの組み合わせにより次のとお
りになります。

バイセントロ
ACK モード 設定 解除

タイミング

高速 1μｓ 2.5μｓ
標準 2.5μｓ 5μｓ

ビジーディレイ
ACK信号とBUSY信号の位置関係を設定します。接続するパソコンの
仕様に合わせて設定します。

ビジーディレイは、バイセントロモードとACKタイミングとの組み合
わせにより次のとおりになります。

バイセントロ

ACK モード 設定 解除
タイミング

高速 Ａ－Ｂ固定 Ａ－Ｂ固定
標準 Ａ－Ｂ固定 設定値

バイセントロモードを「解除」する設定にすると、Printianavi
の双方向機能、およびWindows 95/98/MeのPlug & Play
機能が使えなくなります。

TCP/IP設定
IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ、およびポート番号1、
2を設定します。

IPアドレス、サブネットマスク、およびゲートウェイの各項目は、DHCP
により自動的に取得するように設定されているため、表示されません。
IPアドレス、サブネットマスク、およびゲートウェイをプリンタから設
定する場合は、「DHCP自動取得」を「解除」してください。
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書式設定・実行
機能名称 コマンド名 コード名

印字領域設定 行単位ページ長設定 ESC+Ｃ +Pa
インチ単位ページ長設定 ESC+Ｃ+NUL+Pa
ミシン目スキップ設定 ESC+Ｎ +Pa
ミシン目スキップ解除 ESC+Ｏ
右マージン設定 ESC+Ｑ +Pa
左マージン設定 ESC+Ｌ +Pa

改行量設定 1/8インチ改行量指定 ESC+0
1/6インチ改行量指定 ESC+２
n/180インチ改行量指定 ESC+３ +Pa
n/60インチ改行量指定 ESC+Ａ +Pa

タブ設定 垂直タブ位置設定 ESC+Ｂ+P1+P2+…
Pn+NUL

水平タブ位置設定 ESC+ Ｄ+P1+P2+…
Pn+NUL

VFUチャネル選択 ESC+／ +Pa
VFUタブ位置設定 ESC+ｂ+Pa+P1+…

Pn+NUL
印字・紙送り 印字復帰 CR

改行 LF
改ページ FF
n/180インチ順方向紙送り ESC+Ｊ +Pa
n/180インチ逆方向紙送り ESC+ｊ +Pa

印字位置設定 水平タブ実行 HT
垂直タブ実行 VT
後退 BS
絶対位置指定 ESC+＄+P1+P2
相対位置指定 ESC+￥+P1+P2

テキスト処理～ANK文字
機能名称 コマンド名 コード名

文字セット 12CPI指定 ESC+M
10CPI 指定 ESC+Ｐ
15CPI 指定 ESC+ｇ
プロポーショナル指定／解除 ESC+ｐ +Pa
国際文字選択 ESC+Ｒ +Pa
スーパー/ サブスクリプト指定 ESC+Ｓ +Pa
スーパー/ サブスクリプト解除 ESC+Ｔ
文字品位選択 ESC+ｘ +Pa
書体選択 ESC+ｋ +Pa
文字コード表選択 ESC+ｔ +Pa

文字定義 ダウンロード文字セット指定 /解除 ESC+％+Pa
ダウンロード文字定義 ESC+＆

+NUL+P1+P2+
｛Pa1+Pb1+Pc1+D1 ～
Dn｝×ｎ

文字セットコピー ESC+：
+NUL+P1+P2

文字ピッチ調整 文字間スペース量設定 ESC+sp+Pa
位置揃え選択位置揃え選択 ESC+ａ +Pa
装飾 縮小指定 SI

縮小指定 ESC+SI
縮小解除 DC2
アンダーライン指定／解除 ESC+―+Pa
縦倍拡大指定／解除 ESC+ｗ +Pa

コマンドコマンドコマンドコマンドコマンド（（（（（機機機機機能能能能能コココココーーーーードドドドド）））））一覧一覧一覧一覧一覧
以下に使用できるコマンドの一覧を示します。
表中のPa、P1、P2、…、Pnは、パラメータを表します。
表中のD1、D2、…、Dnは、データを表します。
表中の spは、スペース記号を示します。

ESC/Pモードコマンド一覧表

ESC/Pモードコマンドは、下表のとおりです。
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テキスト処理～共通
機能名称 コマンド名 コード名

装飾 自動解除付き倍幅拡大指定 SO
自動解除付き倍幅拡大指定 ESC+SO
自動解除付き倍幅拡大解除 DC4
倍幅拡大指定／解除 ESC+Ｗ+Pa
強調指定 ESC+Ｅ
強調解除 ESC+Ｆ
二重印字指定 ESC+Ｇ
二重印字解除 ESC+Ｈ
自動解除付き倍幅拡大指定 FS+SO
自動解除付き倍幅拡大解除 FS+DC4
一括指定 ESC+！ +Pa
イタリック指定 ESC+４
イタリック解除 ESC+５
文字スタイル選択 ESC+ｑ+Pa

テキスト処理～漢字
機能名称 コマンド名 コード名

装飾 縦書き指定 FS+Ｊ
横書き指定 FS+Ｋ
半角縦書き２文字指定 FS+Ｄ
４倍角指定／解除 FS+Ｗ+Pa
漢字アンダーライン指定／解除 FS+―+Pa
漢字一括指定 FS+！ +Pa

文字セット 漢字モード指定 FS+＆
漢字モード解除 FS+．
半角文字指定 FS+SI
半角文字解除 FS+DC2
１／４角文字指定 FS+ｒ+Pa
漢字書体選択 FS+ｋ+Pa

文字定義 外字定義 FS+２+P1+P2+D1 ～D72
文字ピッチ調整 全角文字スペース量設定 FS+Ｓ +P1+P2

半角文字スペース量設定 FS+Ｔ +P1+P2
半角文字スペース量補正 FS+Ｕ
半角文字スペース量補正解除 FS+Ｖ

イメージ処理
コマンド名 コード名

８ドット単密度ビットイメージ ESC+Ｋ
+P1+P2+D1 ～Dn

８ドット倍密度ビットイメージ ESC+Ｌ
+P1+P2+D1 ～Dn

８ドット倍速倍密度ビットイメージ ESC+Ｙ
+P1+P2+D1 ～Dn

８ドット４倍密度ビットイメージ ESC+Ｚ
+P1+P2+D1 ～Dn

ビットイメージ選択 ESC+＊ +Pa+P1+
P2+D1～Dn

ビットイメージ変換 ESC+？+P1+P2

補助機能
機能名称 コマンド名 コード名

初期化 初期化 ESC+＠
データ入力制御 データ抹消 CAN
ＣＳＦ制御 カットシートフィーダ制御 ESC+EM+Pa

エミュレーションチェンジ
コマンド名 コード名

プリンタモード移行 ESC+z+NUL+NUL
エミュレーション切替え ESC+/+イ +＠

+DEL+ESC+
DEL+NUL+
NUL+SOH+Pa
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ESC/Pageモードコマンド一覧表

ESC/Pageモードコマンドは、下表のとおりです。

環境設定
コマンド名 コード名

最小単位設定 GS＋P1＋;＋ P2 ＋m＋u＋ E
ドットパターン解像度選択 GS＋P1＋;＋ P2＋;＋P3

＋d＋r＋ E
スクリーンモード指定／解除 GS＋Pa＋s＋t＋ E
スクリーンパターン選択 GS＋P1＋;＋ P2＋;＋P3

＋s＋p＋ E
スクリーンパターン登録 GS＋P1＋;＋…＋;＋P4

＋s＋p＋｛＋E
スクリーンパターン登録数設定 GS＋Pa＋ i＋ s＋ E
上書きモード指定／解除 GS＋Pa＋o＋w＋E
ハードリセット GS＋ r＋h＋E
パラメータリセット GS＋ r＋p＋E
用紙方向選択 GS＋Pa＋p＋o＋ E
論理原点設定 GS＋P1＋;＋ P2＋ l＋ o＋ E
用紙サイズ設定 GS＋P1＋;＋ P2＋;＋P3

＋p＋s＋ E
給紙装置選択 GS＋P1＋;＋ P2＋ i＋ u＋ E
クリップ領域設定 GS＋P1＋;＋…＋;＋P4

＋c＋a＋ E
クリップモード指定／解除GS＋Pa＋c＋m＋E
トップマージン設定 GS＋Pa＋t＋m＋E
トップマージン設定（行単位）GS＋Pa＋ t＋m＋ l＋ E
ボトムマージン設定 GS＋Pa＋b＋m＋E
ボトムマージン設定（行単位) GS＋Pa＋ b＋m＋ l ＋E
レフトマージン設定 GS＋Pa＋ l＋m＋E
レフトマージン設定(桁単位） GS＋Pa＋ l＋ m＋c＋E
ライトマージン設定 GS＋Pa＋r＋m＋E
ライトマージン設定（桁単位）GS＋Pa＋ r＋ m＋ c＋E

印字位置設定
コマンド名 コード名

復帰 CR
改行 LF
改ページ FF
後退 BS
水平方向現在位置絶対指定 GS＋Pa＋X
水平方向現在位置絶対指定 GS＋Pa＋x＋P
（桁単位）
垂直方向現在位置絶対指定 GS＋Pa＋Y
垂直方向現在位置絶対指定 GS＋Pa＋y＋P
（行単位）
水平方向現在位置相対指定 GS＋Pa＋H
水平方向現在位置相対指定 GS＋Pa＋ h＋P
（桁単位）
垂直方向現在位置相対指定 GS＋Pa＋V
垂直方向現在位置相対指定 GS＋Pa＋v＋P
（行単位）
プッシュ・ポップスタック数指定 GS＋Pa＋s＋s＋P
現在位置プッシュ・ポップ GS＋Pa＋p＋p＋P
現在位置記憶数指定 GS＋Pa＋ i＋ p＋P
現在位置記憶 GS＋Pa＋m＋P
現在位置呼び出し GS＋P1＋;＋ P2＋ c＋P
現在位置記憶（番号自動変更）GS＋Pa＋a＋m＋P
現在位置呼び出し GS＋P1＋;＋P2＋a＋c＋P
（番号自動変更)
改行量設定 GS＋P1＋;＋ P2＋ l＋ p＋ P
自動復帰改行選択 GS＋Pa＋ a＋ l＋ f＋P
自動改ページ選択 GS＋Pa＋ a＋ f＋f ＋P
CR/LF/FF動作選択 GS＋P1＋;＋ P2＋;＋P3

＋ c＋ l＋ f＋P
現在位置移動モード選択 GS＋Pa＋p＋m＋P
印字ピッチ設定 GS＋P1＋;＋P2＋ p＋P
文字オフセット量設定 GS＋P1＋;＋P2＋c＋o＋P
ビットイメージオフセット量設定 GS＋Pa＋b＋o＋P
ビットイメージ描画後 GS＋Pa＋a＋b＋P
現在位置選択



付　録

281

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

付

14

フォント
コマンド名 コード名

シンボルセット選択 GS＋ P1＋;＋P2＋s＋s＋F
文字スペーシング選択 GS＋ P1＋;＋P2＋s＋p＋F
文字幅設定（CPI） GS＋Pa＋w＋c＋ F
文字幅設定（最小単位）GS＋Pa＋w＋m＋F
文字高さ設定（ポイント）GS＋Pa＋ h＋ p＋ F
文字高さ設定（最小単位）GS＋Pa＋ h＋m＋F
書体選択 GS＋Pa＋t＋ f＋F
文字スタイル選択 GS＋Pa＋ s＋ t＋F
文字線幅選択 GS＋Pa＋w＋e＋ F
文字回転設定 GS＋Pa＋r＋ o＋F
文字傾き設定 GS＋Pa＋ s＋ l＋F
フォント属性記憶／呼び出し GS＋ P1＋;＋P2＋m＋c＋F
ダウンロードフォント選択 GS＋Pa＋ d＋ c＋ F
ダウンロードフォント削除 GS＋Pa＋d＋d＋c＋F
シンボルセット登録 GS＋P1＋;＋P2＋ d＋

s＋ s＋｛＋F
シンボルセット削除 GS＋Pa＋d＋s＋s＋F
フォントコピー GS＋P1＋;＋P2＋f＋c

＋｛＋F
ヘッダー登録 GS＋P1＋;＋P2＋ d＋

h＋｛＋F
１文字登録 GS＋P1＋;＋P2＋;＋ P3

＋s＋ c＋｛＋F
文字幅テーブル登録 GS＋P1＋;＋P2＋c＋

w＋｛＋F
フォント属性記憶数設定 GS＋Pa＋ i＋ a＋F
フォント登録数設定 GS＋Pa＋ l＋ i＋ a＋ F
シンボルセット登録数設定 GS＋Pa＋ i＋ s＋ s＋F

文字印字
コマンド名 コード名

アンダーライン指定／解除 GS＋Pa＋ u＋ l＋C
アンダーライン水平方向 GS＋ P1＋;＋P2＋u＋h＋ C
オフセット量設定
アンダーライン垂直方向 GS＋ P1＋;＋P2＋u＋ v＋ C
オフセット量設定
バックグラウンド指定／解除 GS＋Pa＋ b＋ g＋C
バックグラウンド水平方向 GS＋ P1＋;＋P2＋b＋h＋ C
オフセット量設定
バックグラウンド垂直方向 GS＋P1＋;＋P2＋;＋ P3
オフセット量設定 ＋b＋ v＋C
コントロールコード GS＋Pa＋c＋p＋｛＋C
キャラクタ印字
縦書きモード指定／解除 GS＋Pa＋ v＋ p＋C
組文字指定 GS＋Pa＋ c＋ c＋C

イメージ描画
コマンド名 コード名

網掛け描画 GS＋P1＋;＋P2＋ b＋g＋ I
罫線描画 GS＋P1＋;＋P2＋ r＋u＋ I
罫線／アンダーライン GS＋ P1 ＋;＋ P2＋ r＋p＋ I
パターン選択
罫線／アンダーライン GS＋P1＋;＋…＋;＋P4
パターン登録 ＋r＋ p＋｛＋ I
罫線／アンダーライン GS＋Pa＋ i＋ r＋ I
パターン登録数設定
ビットイメージ描画 GS＋P1＋;＋…＋;＋P4

＋b＋ i＋｛＋I
ビットイメージ登録 GS＋P1＋;＋…＋;＋P5

＋b＋ d＋｛＋ I
登録ビットイメージ描画 GS＋Pa＋d＋ b＋ I
ビットイメージ登録数設画 GS＋Pa＋ i＋ b＋ I
ビットイメージデータ GS＋Pa＋b＋ c＋ I
圧縮形式選択
ラスターイメージ描画開始 GS＋P1＋;＋…＋;＋P4

＋b＋ r＋ I
ラスターイメージ描画終了 GS＋ e＋r＋ I
ラスターイメージ描画 GS＋Pa＋r＋｛＋ I
圧縮なし GS＋Pa＋u＋｛＋ I
ラスターイメージ描画
エンプティ GS＋Pa＋e＋ I
ラスターイメージ描画
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図形描画
コマンド名 コード名

線描画 GS＋P1＋;＋…＋;＋Pn
＋ l＋G

多角形描画 GS＋P1＋;＋…＋;＋Pn
＋p＋G

スプライン曲線描画 GS＋P1＋;＋…＋;＋Pn
＋s＋G

Bezier 曲線描画 GS＋P1＋;＋…＋;＋Pn
＋b＋G

Ｂスプライン曲線描画 GS＋P1＋;＋…＋;＋Pn
＋b＋s＋G

矩形描画 GS＋P1＋;＋…＋;＋P5
＋r＋G

円描画 GS＋P1＋;＋ P2＋;＋P3
＋c＋G

円弧描画 GS＋P1＋;＋…＋;＋P5
＋a＋G

扇形描画 GS＋P1＋;＋…＋;＋P6
＋f＋G

楕円描画 GS＋P1＋;＋…＋;＋P5
＋e＋G

楕円弧描画 GS＋P1＋;＋…＋;＋P7
＋e＋a＋G

楕円扇形描画 GS＋P1＋;＋…＋;＋P8
＋e＋f＋G

ベクタ指定円弧描画 GS＋P1＋;＋…＋;＋P7
＋a＋v＋G

ベクタ指定扇形描画 GS＋P1＋;＋…＋;＋P8
＋f＋ v＋G

ベクタ指定楕円弧描画 GS＋P1＋;＋…＋;＋P9
＋e＋a＋ v＋G

ベクタ指定楕円扇形描画 GS＋P1＋;＋…＋;＋
P10 ＋e＋f＋v＋G

線種選択 GS＋P1＋;＋P2＋ l＋p＋G
線種登録 GS＋P1＋;＋…＋;＋Pn

＋d＋ l＋G
線種登録数設定 GS＋Pa＋ i＋ l＋G
線幅設定 GS＋P1＋;＋ P2＋;＋P3

＋ l＋w＋G
図形描画モード選択 GS＋Pa＋d＋m＋G
図形座標モード選択 GS＋Pa＋ s＋ a＋ r＋G

マクロ
コマンド名 コード名

マクロ登録開始 GS＋Pa＋b＋m＋M
マクロ登録終了 GS＋ e＋m＋M
マクロ実行 GS＋P1＋;＋P2＋s＋

m＋M
フォームオーバーレイ指定／解除 GS＋P1＋;＋ P2＋;＋P3

＋ a＋m＋M
マクロ登録数設定 GS＋Pa＋ i＋m＋M

その他
コマンド名 コード名

コピー枚数設定 GS＋Pa＋c＋o＋O

エミュレーションチェンジ
コマンド名 コード名

プリンタモード移行 GS＋Pa＋p＋m＋E
エミュレーション切替え ESC＋ /＋ｲ＋@＋DEL

＋ ESC＋DEL＋NUL＋
NUL＋SOH＋Pa



付　録

283

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

付

14

キャラクタコード一覧キャラクタコード一覧キャラクタコード一覧キャラクタコード一覧キャラクタコード一覧
各エミュレーションモードでのキャラクタコード（ANKコード）の一覧
を以下にまとめます。なお、キャラクタコードはすべて16進形式です。

ESC/Pモードキャラクタコード一覧表
ESC/Pモードのキャラクタコードは以下のとおりです。

カタカナコード

国際文字コード

拡張グラフィックコード

国際文字コード
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グラフィックセット

国際文字コード

ESC/Pageモードキャラクタコード一覧表

ESC/Pageモードのキャラクタコードは以下のとおりです。

キャラクタセット

国際文字コード
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Nordic(コードページ865)

Multilingual(コードページ850)

Portuguese(コードページ860)

Canadian-French
(コードページ863)
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ECMA 94-1

カタカナ　グラフィックセット

US English(コードページ437)

ひらがな　グラフィックセット
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カタカナセット ひらがなセット
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ＪＩＳＪＩＳＪＩＳＪＩＳＪＩＳ-90-90-90-90-90 第一水準漢字一覧表第一水準漢字一覧表第一水準漢字一覧表第一水準漢字一覧表第一水準漢字一覧表
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ＪＩＳＪＩＳＪＩＳＪＩＳＪＩＳ-90-90-90-90-90 第二水準漢字一覧表第二水準漢字一覧表第二水準漢字一覧表第二水準漢字一覧表第二水準漢字一覧表
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ＪＩＳ漢字コードについてのご注意ＪＩＳ漢字コードについてのご注意ＪＩＳ漢字コードについてのご注意ＪＩＳ漢字コードについてのご注意ＪＩＳ漢字コードについてのご注意
JIS C6234-1983の字体との違い

このプリンタが印刷する漢字は、JIS X0208-1983（情報交換用漢字符
号系：旧JIS C6226-1983）に準拠していますが、JIS X9052-1983
（ドットプリンタ用24ドット字形：旧JIS C6234-1983）は採用して
いません。したがって、パソコン本体の表示画面の文字および記号など
と必ずしも一致いたしませんのでご了承ください。

JIS X9052-1983の字体との違いは、おおむね次の表のとおりです。
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ネットワーク用語の解説ネットワーク用語の解説ネットワーク用語の解説ネットワーク用語の解説ネットワーク用語の解説

BPP（Business Printer Protocol）

富士通独自の双方向ネットワークプリンタ通信プロトコル（TCP/IPを
使用）です。
プリンタとの双方向通信によりPrintianaviのエラー通知やページリカバ
リ機能をサポートしているので、LPR印刷に比べて信頼性の高いシステ
ムを構築できます。

DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）

IPアドレスの自動割り付けシステムです。クライアントがTCP/IP通信
を行うときに、必要に応じてサーバからIPアドレスをもらい、通信終了
後にはサーバにIPアドレスを戻します。IPアドレス設定ユーティリティ
はDHCPを利用してプリンタへの IPアドレス割り当てを実現していま
す。

HTTP（HyperText Transfer Protocol）

インターネット上のWWWサーバからデータを送受信するために使用さ
れる通信プロトコルです。HTML（HyperText Markup Language）文
書や、文書に関連付けされた画像や音声ファイルなどをやり取りするこ
とができます。
IETF（Internet Engineering Task Force）によってRFCとして規格化
されています。XLシリーズの IPP対応機種では、HTTP/1.1 をサポー
トしています。

IPP（Internet Printing Protocol）

RFCとして規格化されたインターネット経由での印刷をサポートした印
刷制御プロトコルです。ファイル転送のプロトコルHTTP（HyperText
Transfer Protocol）を使用しており、LANを超えた環境でもアクセス
できることが特徴です。XLシリーズでサポートしているIPPは、標準
のIPPを拡張することでPrintianaviを使用した双方向通信が可能となっ
ています。
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LPR（Line Printer Remote）

TCP/IP 標準の印刷制御プロトコルです。Windows 2000/NTでは、
UNIX用印刷サービスまたはTCP/IP印刷サービスとして標準添付され
ています。
ただし、双方向通信はサポートしていないため、L P R 印刷では
Printianavi機能は使用できません。

MIB

SNMPでは、ネットワーク上の各種接続機器の動作状況を監視・管理す
るための動作状況に関するデータをMIB（Management Information
Base : 管理情報ベース）といいます。
本プリンタはMIB-ⅡおよびPrinterMIBをサポートしています。プリン
タに添付されているCD-ROMにはPrinterMIBに対応したASN.1形式
の「XLprtmib.my」が「MIB」ディレクトリに収録されています。これ
をSNMP管理マネージャソフトにインストールして使用してください。

RFC（Request For Comments）

インターネットの研究開発機関 IETF（Internet Engineering Task
Force）がとりまとめている文書群を指します。一般的にはTCP/IP の
規格書として知られています。

SNMP

SNMP（Simple Network Management Protocol）とは、ネットワー
ク上の各種接続機器を管理するためのインターネット標準のプロトコル
です。ネットワーク上の各種接続機器がSNMPをサポートしていれば、
ワークステーションで動作している汎用のSNMP管理マネージャソフ
トから、SNMPメッセージを使用することでその接続機器の設定情報で
あるMIB（Management Information Base : 管理情報ベース）を読み
込んだり、逆にそれを設定することで接続機器の集中管理や、接続機器
の非同期に起こるエラー発生とその内容を監視することが可能となりま
す。
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・SNMPメッセージ
SNMPによるエージェントの管理は以下の5種類のメッセージを使って
行われます。

メッセージ種別 説  明 メッセージの送信方向

GetRequest オブジェクトの値の読み出し要求 マネージャ → エージェント
GetNextRequest オブジェクトの連続した値の読み出し要求 マネージャ → エージェント
SetRequest オブジェクトの値の書き込み要求 マネージャ → エージェント
GetResponse 読み出し・書き込み要求に対する応答 エージェント → マネージャ

Trap 例外事象の通知 エージェント → マネージャ

なお、本プリンタではSetRequestはサポートしていません。

プロキシサーバ（Proxy Server）

インターネットとの接続時にセキュリティを確保するために設置される
サーバであり、ネットワーク内のコンピュータの代理で外部へのアクセ
スを行う機能を持ちます。
ファイアウォールによって外部から守られたネットワーク環境において
は、ネットワーク内部から外部へのアクセスを行えないという問題があ
ります。この問題を解決するために、プロキシサーバは、外部へのアク
セス要求を受け付け、その作業を代理に行います。この処理によって、
内部から外部へのアクセスが行えるようになると共に、ネットワーク内
部のセキュリティを確保することが可能となっています。
また、セキュリティ機能以外にもプロキシサーバの中には、WWWアク
セス時のHTMLデータをキャッシュする機能をサポートするものもあ
り、同じWWWサーバへアクセスがあった場合はキャッシュしている
データを返すことで、WWWアクセスを高速に行うことができるように
することもできます。
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プリンタドライバの入手方法プリンタドライバの入手方法プリンタドライバの入手方法プリンタドライバの入手方法プリンタドライバの入手方法
最新版のプリンタドライバは、インターネットの「FM WORLD」から
ダウンロードすることができます。FM WORLDではサポートサービス
などに関するさまざまな情報も提供しています。

下記に示したURLよりプリンタドライバをダウンロードしてください。
FM WORLD URL: http://www.fmworld.net/

・FM WORLDをご利用になる際は、Webブラウザおよびイ
ンターネットに接続できる環境が必要です。
・添付のCD-ROMには、製品出荷時での最新版ドライバが収
められおり、FM WORLDからダウンロードできるものと同
一の可能性があります。お使いのプリンタドライバのバー
ジョンを確認してからダウンロードを行ってください。
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アフターサービスについてアフターサービスについてアフターサービスについてアフターサービスについてアフターサービスについて
・お買い求めの際に販売店でお渡しする保証書は、大切に保管してくだ
さい。

・保証書は日本国内のみで有効です。

・無償保証期間は、お買い上げ日より６ケ月です。詳細は保証書をご覧
ください。

・保守部品の供給期間は、このプリンタの製造中止後６年です。ご了承
ください。

・分解、改造などを行わないでください。無償保証の期間内でも無償修
理が受けられないことがあります。

・プリンタのご使用にあたっては、純正のサプライ用品をお使いくださ
い。純正のサプライ用品以外の用品をお使いになったことによる製品
の誤動作および故障に関しましては、当社は一切責任を負いかねます
のでご了承ください。

・故障の際は下記までご連絡ください。

『ハードウェア修理相談センター』
フリーダイヤル：0120-422-297

受付時間 ：平日9:00 ～ 17:00

（土曜・日曜・祝日および当社指定の休日を除く）
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ACKタイミング .................................... 274
ACPI の動作について .......................... 264
Acrobat Reader
―の便利な機能................................ 222
―のインストール ........................... 220

BBBBB
BPP ......................................................... 295

CCCCC
CD-ROMの内容 ........................................ 5

DDDDD
DHCP ...................................................... 295
―によるアドレス自動取得 .............. 37

EEEEE
ESC/Pageモード
―印刷可能領域................................ 272
―コマンド一覧表 ........................... 280
キャラクタコード一覧表 ............... 284

ESC/Pモード
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JIS-90第二水準漢字一覧表 .................. 291
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LAN
―ケーブルコネクタ ............................ 6
―ケーブルの接続 .............................. 30
―に接続するときの注意事項.......... 31
パソコンとLANの両方に接続するときの
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LPR .......................................................... 296
LPR印刷の設定 ....................................... 88

MMMMM
MIB .......................................................... 296

NNNNN
NetWare5 のとき .................................... 92

OOOOO
ＯＨＰフィルム ..................................... 119

PPPPP
Printia XL ドライバ .............................. 218
―印刷可能領域................................ 272
―で印刷する.................................... 244

Printianavi
―IP アドレス設定ユーティリティ.... 219
―インストーラ................................ 216
―ネットワークポートモニタ....... 219
―の機能概要.................................... 218
―マネージャ.................................... 219

RRRRR
RFC.......................................................... 296

SSSSS
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TCP/IP 設定 .......................................... 274

WWWWW
Windows 2000
ダイアログ一覧................................ 195
プリンタの共有設定 ....................... 105
プリンタの接続方法を変更するとき... 86

Windows 95/98/Me
ダイアログ一覧................................ 195
プリンタの共有設定 ....................... 102
プリンタの接続方法を変更するとき... 84

Windows NT4.0
ダイアログ一覧................................ 195
プリンタの共有設定 ....................... 111
プリンタの接続方法を変更するとき... 86

アアアアア
新しいドライバに置き換えるとき .... 212
アフターサービスについて ................ 299

イイイイイ
一覧
キャラクタコード一覧 ................... 283

印刷
―可能領域 ........................................ 272
―品質が低下したとき ................... 234
―メニュー印刷................................ 273
Printia XLドライバで印刷する.... 244
エミュレーションモードで印刷する .... 245
拡大／縮小印刷................................ 202
複数部数／部単位印刷 ................... 204
複数ページ割り付け印刷 ............... 204
便利な印刷機能................................ 202
未印刷データの強制印刷 ............... 187
両面印刷 ............................................ 209

印刷先ポートの追加と変更 ................... 84
Windows 2000/NT4.0のとき....... 86
Windows 98/95のとき................... 84

印刷の中止 ............................................. 186
印刷方向.................................................. 271
インストールの手順と設定の概要 ....... 26
インタフェース仕様 ............................. 270

エエエエエ
液晶ディスプレイ ...................... 168, 169
エミュレーションモード
―の使いかた.................................... 244
―を使う上での留意事項 ............... 247
―を切り替える................................ 245

エラー
オペレータパネルのエラーメッセージ...... 239

オオオオオ
オプション
―について ........................................ 131

オプション品 ......................................... 132
オフライン状態
―で有効なスイッチ ....................... 172
オンライン状態とオフライン状態 ..... 171

オペレータパネル ...................... 6, 7, 168
―を操作する.................................... 171

オペレータパネルによる設定 ............... 39
オンライン状態 ..................................... 169
―で有効なスイッチ ....................... 173
オンライン状態とオフライン状態 .... 171

カカカカカ
拡大／縮小印刷 ..................................... 202
拡張給紙ユニット ................................. 132
―を取り付ける................................ 146
―を取り外す.................................... 149

紙づまり
―になったとき................................ 224
―の主な原因.................................... 225
―の取り除きかた ........................... 226
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緩衝具の取り外し .................................... 12
官製はがき ............................................. 119

キキキキキ
キャラクタコード一覧 ......................... 283
キャラクタコード一覧表
ESC/Pageモード
      キャラクタコード一覧表....... 284
ESC/Pモード
      キャラクタコード一覧表....... 283

給紙カセット ......................................... 4, 6
―(A4・500枚)に用紙をセットする.... 126

給紙カセット用紙サイズスイッチ ......... 6
給紙トレイ ............................................. 6, 7
給紙トレイ用紙サイズスイッチ ............. 7
給紙方法.................................................. 118
共有 .......................................................... 101

ケケケケケ
ケーブル
LANケーブルコネクタ ....................... 6
LANケーブルの接続 ......................... 30
プリンタケーブルコネクタ ................ 6
プリンタケーブルについて ........... 135

コココココ
故障かなと思ったとき ......................... 232
コネクタピン配列 ................................. 270
コマンド一覧 ......................................... 278
コマンド一覧表
―ESC/Pageモード....................... 280
―ESC/Pモード .............................. 278

コマンドエミュレーションモードを
       切り替える .................................... 245
コンポーネントの追加、削除 ............... 72

サササササ
サイドカバー .............................................. 6
サプライ用品 ......................................... 152

シシシシシ
仕様
基本仕様 ............................................ 268

上部カバー .................................................. 7

ススススス
スイッチ
オンラインスイッチ ....................... 168
排出スイッチ.................................... 168
リセットスイッチ ........................... 168

寸法
プリンタの寸法................................... 11

セセセセセ
清掃
紙送りローラの清掃 ....................... 159
シールドガラスの清掃 ................... 160
プリンタ外部の清掃 ....................... 158
プリンタ内部の清掃 ....................... 159

設置
―上のお願い....................................... 10
―手順 ................................................... 12

設定の一覧を印刷する ................... 23, 34
セットアップ
―項目の補足.................................... 270
―の項目一覧.................................... 178

接続
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LANに接続するときの注意事項 .... 31
電源コードの接続 .............................. 15
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パソコンとのローカル接続 .............. 28
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ソフトウェアに関する留意事項 ........ 262
ソフトウェアマニュアル
―について........................................ 220

ソフトウェアマニュアルの使い方 .... 221
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―コードの接続................................... 15
―スイッチ ............................................. 6
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Windows NT4.0 のとき ................ 111
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