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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、Windows Server は、米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 
IntranetWare、NetWare は、米国ノベル社の登録商標です。 
Adobe、Acrobat および Reader は、アドビシステムズ社の商標です。 
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。 
 

●ＶＣＣＩ適合基準について 

本製品は、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。 
マニュアル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 

本製品は、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。 
ただし、ページプリンタは突入電源が大きいため、その仕様を満足する交流無停電
電源装置等をご使用ください。 
（社団法人電子情報技術産業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） 

●漏えい電流自主規制について 

本製品は、日本工業規格（JIS C 6950）の漏えい電流基準に適合しております。 

●電源高調波について 

本製品は、高調波抑制対策ガイドラインに適合しております。 
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●国際エネルギースタープログラムについて 

 

当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本
製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準
を満たしていると判断します。 

●本製品およびオプション品のハイセイフティ用途での使用に

ついて 

本製品およびオプション品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用
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。 
・原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送
システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけ
るミサイル発射制御など 

●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。 

●レーザ規格について 

本製品は、危険なレーザ光を出さない「クラスⅠ」のレーザシステムです。本書に
従って操作してください。本書に書かれた以外の操作は行わないでください。思わ
ぬ故障や事故を起こす原因になります。 
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はじめに 

このたびは、弊社のページプリンタ XL-5770/5370 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-5770 は最大 30 ページ／分、XL-5370 は最大 25 ページ／分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く取り扱い、本プリンタを有効にご利用ください。 

2004 年 4 月 

マニュアルの種類 

本プリンタでは、次のマニュアルを用意しています。目的に応じて参照してくだ 
さい。 

  ページプリンタ  XL-XXXX

XXXX-XXXX-XX

Printia LASER XLシリーズ

 

取扱説明書 
プリンタの設置と運用について、基本的なことを
説明した印刷物です。 

 

オンラインマニュアル（PDF） 
添付の CD-ROM 内に PDF ファイルとして収められ
ています。 
本製品の設置・運用に必要な手順および本プリン
タの持つすべての機能について説明しています。 

 

オンラインヘルプ 
「オンラインヘルプ」では、プリンタドライバの
プロパティ、および添付ソフトウェアの各機能に
ついて調べることができます。ヘルプを参照する
には、次の 2つの方法があります。 

・［ ］をクリックする 
・各画面にある［ヘルプ］ボタンをクリックする 
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マニュアルの構成 

本プリンタのマニュアルの構成を以下に説明します。 

取扱説明書 

目 次 内 容 
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、およびプリンタを設置し、
プリンタが正しく動作することを確認するまで
の手順について説明します。 

第２章 日常の操作 この章では、本プリンタで印刷するうえで必要と
なる操作、プロセスカートリッジの交換およびプ
リンタの清掃など、プリンタを使用するうえで日
常的に必要な操作について説明します。 

第３章 困ったときは この章では、故障が発生したと思われるとき、紙
づまりのとき、各種メッセージが表示されたとき
の処置のしかたについて説明します。 

付録 ここでは、プリンタを使用する際に補助的に必要
となることがらについて説明します。 

オンラインマニュアル 

目 次 内 容 
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。 
第２章 プリンタ設置の準備 この章では、プリンタを設置し、プリンタが正

しく動作するまでの概要を説明します。 
第３章 プリンタ本体の設置 この章では、プリンタ本体の設置方法と、プリ

ンタが単体で正しく動作することを確認する
までの手順を説明します。 

第４章 オプションの装着 本プリンタのオプションには、給紙トレイ、プ
リンタ RAM モジュール、両面ユニット、および
拡張給紙ユニットがあります。 
この章では、これらの取り付けかたについて説
明します。 

第５章 ネットワークを利用せ
ずにプリンタを接続 
する 

この章では、ネットワークを利用せずにプリン
タを接続し、プリンタドライバをインストール
するまでの手順を説明します。 

第６章 ネットワークを利用し
てプリンタを接続する 

この章では、ネットワークを使用して、プリン
タドライバをインストールするまでの手順を
説明します。 

第７章 プリンタ共有の設定 この章では、プリンタをサーバ上で共有し、他
のパソコンから印刷するために必要な設定に
ついて説明します。 
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目 次 内 容 
第８章 日常の操作 この章では、本製品で印刷するうえで必要とな

る操作について説明します。 
第９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。 

第 10 章 プリンタドライバの 
機能と利用方法 

この章では、プリンタドライバの詳細と機能の
利用方法について説明しています。 

第 11 章 ログ機能 この章では、印刷実行の履歴を管理したり、プ
リンタのトナーカートリッジや定着器の交換
時期などの情報を管理するログ機能について
説明します。 

第 12 章 プ リ ンタ管理機能
(Printianavi ネット
ワークマネージャ) 

この章では、Printianavi ネットワークマネー
ジャの使いかたについて説明します。
Printianavi ネットワークマネージャを使用す
ると、ネットワークに接続された XL プリンタ
の状態監視、および環境設定を、パソコンから
行うことができます。 

第 13 章 Web サーバ機能 
（Printia LASER 
Internet Service） 

この章では、Printia LASER Internet Service
の使いかたについて説明します。 
Printia LASER Internet Service では、Web ブ
ラウザから、インターネットや LAN（TCP/IP）
に接続された XL プリンタに関して次のことが
できます。 
・プリンタの状態を参照する 
・ネットワークに関する設定を変更する 

第 14 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に
ついて説明します。 

第 15 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。 

第 16 章 用紙について この章では、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。 

第 17 章 困ったときは この章では、故障が発生したと思われるとき、
紙づまりのとき、各種メッセージが表示された
ときの処置のしかたについて説明します。 

付録 ここでは、プリンタを使用する際に補助的に必
要となることがらについて説明します。 
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オンラインマニュアルの見かた 
オンラインマニュアルは、本プリンタに添付されている CD-ROM に、PDF ファイル
として収録されています。 
PDF ファイルの内容を参照するには、「Adobe Reader」というソフトウェアが必要
です。お使いのパソコンに「Adobe Reader」がインストールされていない場合は、
本製品添付の CD-ROM からインストールしてください。 

●Adobe Reader のインストール 
オンライン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 Adobe Reader

（6.0 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 Adobe Reader 6.0 をインストールすることができます。 

添付のCD-ROM「Printia LASERプリンタユーティリティ」を、パソコンのCD-ROM
ドライブにセットし、次のダイアログが表示されたら［Adobe Reader］をクリッ
クする 

�クリック�

 

Adobe Reader 6.0 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。 

ガイド 
・ダイアログ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
「Adreader」フォルダにある「Adrdr60j.exe」をダブルクリックし、インスト
ールを行ってください。 
・Adobe Reader6.0 がインストールできない場合は、エクスプローラで CD-ROM
の「Adreader」フォルダにある「Ar51jpn.exe」をダブルクリックし、Acrobat 
Reader5.1 のインストールを行ってください。 
・Adobe 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。Adobe Reader 6.0 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 Adobe 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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●オンラインマニュアルの使いかた 

オンラインマニュアルは、Adobe 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。 

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。 

ガイド 
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 の直下の xlsetup.exe（CD-ROM ドライブが D:のときは「D:¥xlsetup.exe」）
を実行するか、CD-ROM の「Manual」フォルダにある「Index.pdf」をエクスプロ
ーラから開いてください。 

［オンラインマニュアル］をクリックする 
Adobe Reader が起動し、オンラインマニュアルの表紙が表示されます。 

「XL-5770/5370」をクリックする 
以下の画面が表示されます。 

メニューバー�
プルダウンメニューから印刷や
Adobe Readerのヘルプの表示な
どを行うことができます。�

ツールバー�
  をクリックすると表示を拡大
します。�
また、検索などの操作を行うこ
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、これをクリック�
すると次のレベルの見出しが表示されます。�

ステータスバー�
  をクリックすると次のページ
を表示します。�
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オンラインヘルプの見かた 

オンラインヘルプを参照する方法を、以降に示します。 

●［ ］をクリックする 

ダイアログの右上にある 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 

①クリック�

②カーソルを持ってきて
クリック�
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●各ダイアログにある［ヘルプ］ボタンをクリックする 

［ヘルプ］ボタンは以下のダイアログにあります。 

・［基本設定］ダイアログ 

・［便利な機能］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）［基本設定］ダイアログのヘルプを見る場合 

�クリック�

 

利用方法については、ヘルプの［目次］の「ヘルプの使いかた」を参照してくだ 
さい。 
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製品に関する注意事項 

ここでは、お客様に特に見ていただきたいことや、注意していただきたい項目につ
いて概要を説明します。詳細は、本文をよくお読みになったうえで本プリンタを正
しくお使いください。 

製品寿命（耐用期間）について�

サプライ品（消耗品）について�

定期交換部品について�

オンラインマニュアルについて�

プリンタドライバのバージョンを確認する方法�

本プリンタの耐用期間（寿命）は、以下のいずれか早いほうです。�
  ・60万ページ印刷（A4サイズ横送り）�
　・5年（8時間/日）�
     *24時間で運用する場合、装置寿命は5年の1/3になります。�
注)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。�

プロセスカートリッジや用紙などは、本プリンタ専用の純正
サプライ品をお使いください。�
非純正サプライ品をお使いになったことによる、製品のトラ
ブル、誤動作につい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。�

定期交換部品の交換時期の目安は以下になります。�
　・定着器� 10万ページ�
　・用紙搬送ロールキット�20万枚印刷�
　・転写ロール� 20万枚印刷�
上記は、A4サイズ横送り/片面印刷での目安であり、これ以外
の印刷の場合、交換時期がずれることがあります。�

オンラインマニュアルは、本プリンタに添付されているCD-ROM
に、PDFファイルとして収録されています。�

本プリンタに関するお問合せをするときに、お問い合わ
せの内容によってプリンタドライバのバージョンを聞か
れる場合があります。�
プリンタドライバのバージョンをご確認のうえ、お問い
合わせください。�

「プリンタの基本仕様」（426ページ）参照�

「サプライ品一覧（432ページ）参照�

「オンラインマニュアルの見かた」（7ページ）参照�

「プリンタドライバのバージョンを確認する方法」（456ページ）参照�
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本マニュアルの表記 

本マニュアルでは、説明する内容により、以下の用語を使用しています。 

お願い 本製品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。 

ガイド 本製品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 ServerTM 2003, Standard Edition、Microsoft  Windows 
ServerTM 2003, Enterprise Edition → Windows Server 2003 

・Microsoft  Windows  XP Professional、Microsoft  Windows  XP Home Edition 
→ Windows XP 

・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  Reader → Adobe Reader 
・Adobe  Acrobat  Reader → Acrobat Reader 
- Windows 98 および Windows Me→Windows 98/Me 
- Windows 2000 および Windows Me→Windows 2000/Me 
- Windows 95、Windows 98 および Windows Me→Windows 95/98/Me 
- Windows 98、Windows Me および Windows 2000→Windows 98/Me/2000 
- Windows 2000 および WindowsNT4.0→Windows 2000/NT4.0 
- Windows XP および Windows Server 2003→Windows XP/Windows Server 2003 
- Windows 2000、Windows XP および Windows Server 2003→Windows 2000/ 
XP/Windows Server 2003 

- Windows NT4.0、Windows 2000、Windows XPおよびWindows Server 2003→Windows 
NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003 

- Windows Me、Windows 2000、Windows XP および Windows Server 2003→Windows 
Me/2000/XP/Windows Server 2003 

- Windows 95、Windows 98、Windows Me、Windows 2000 および Windows NT4.0
→Windows 95/98/Me/2000/NT4.0 

- Windows 95、Windows 98、Windows Me、Windows NT4.0、Windows 2000、Windows 
XP および Windows Server 2003→Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Windows 
Server 2003 
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●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
すると、人が死亡または重傷を負う可能
性が想定される内容を示しています。 

この表示を無視して誤った取り扱いを
すると、人が損害を負う可能性が想定さ
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。
記号の中やその脇には、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。記号の中やその脇には、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 

●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 100V、15A 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。 
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。 
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。 
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。 
火災の原因となります。 
延長コードは、定格（125V、15A）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。 
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。 
・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。） 

 

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。 
窒息の原因となります。 

 

 

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。 
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警告�
 

 

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。アース接続は必ず電源プラグを電源に差し込む前に行ってく
ださい。また、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から抜
いてから行ってください。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（457 ページ）にご連絡ください。 
・電源コンセントのアース線 
・銅片などを 650mm 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 
アース接続しないで使用すると、万一漏電した場合に、感電・火災の原
因となります。 

電源コード�

適正電源コンセント� 

 
パラレル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
いでください。 
感電・火災・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。 

 



16 

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
置しないでください。 
高温によりカバーなどが過熱、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 200mm 
以上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 350mm 以上のスペースを確保
してください。 

300mm

100mm

200mm

760mm

 

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。 
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。 
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、けがや故障の原因となることがあ
ります。 

 
プリンタは重さ約 37kg（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。 
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。 
プリンタの転倒などによりけがの原因となることがあります。 

 



17 

注意�
 

 

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 20kg 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、プリンタの左右にあるくぼみをしっかり
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、感電・火災の原因となったり、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。 
感電・火災の原因となります。 
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
差し込んだり、落とし込んだりしないでください。 
感電・火災の原因となります。 
電源コードを傷つけたり、加工しないでください。 
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、過
熱したりすると、電源コードを傷め、感電・火災の原因となります。 
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
ときは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。修理はハードウェ
ア修理相談センター（457 ページ）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。 
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（457 ページ）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。 
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。 
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（457 ページ）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、レーザ光漏れ
により失明する恐れがあります。 

 

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。 
感電・火災の原因となります。 

 
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。 
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。 
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警告�
 

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（457 ページ）
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。 
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（457 ページ）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。 

 

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、ハードウェア修理相談センター（457 ページ）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。 

 

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。 
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。 
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注意�
 

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取らないで、
直ちに電源を切り、ハードウェア修理相談センター（457 ページ）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。 

 

 
「高温注意」を促すラベルが貼ってある箇所（定着器やその周辺）には、
絶対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。 

 

 

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。 
なお、異常がある場合はハードウェア修理相談センター（457 ページ）に
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。 
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。 
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。 

 「使用済みプロセスカートリッジの回収サービス」（457 ページ）
参照 

 

 

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。 
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1.1 本機の特長 
本機の特長を示します。 

高速で高品位な印刷 
XL-5770 は最大 30 ページ/分、XL-5370 は最大 25 ページ/分の高速での印刷が可
能です。また、1200dpi の高解像度で印刷できます。 

３つのポートに対応 
USB*1、パラレル、LAN の３つのポートを標準装備しています。さらに、HTTP プロ
トコルを使用した IPP (Internet Printing Protocol) 印刷も可能です。 
*1：キーボードやマウス、モデムなどの周辺機器とパソコンを結ぶデータ送路の
規格の１つです。 

高性能なプリンタドライバとネットワークソフトウェア 
プリンタドライバの設定により、N-up 印刷や拡大縮小印刷など、さまざまな印刷
が可能です。また、ネットワークソフトウェアにより、LAN やインターネット環
境への対応や複数のプリンタの管理を実現します。 

さまざまな用紙サイズに対応 
定形では、最大 A3 サイズの用紙への印刷が可能です。また、はがき、ユーザ定
義サイズ(長尺紙を含む)といったさまざまな種類の用紙への印刷も可能です。 

便利な機能 
給紙カセットごとに、自動給紙の指定（有効／無効）が可能です。 

優れた拡張性 
次のオプションを用意しており、使用環境に合わせて機能を拡張することができ
ます。 

- 両面ユニットを取り付けることにより、用紙の両面に印刷することができます。 

- 拡張給紙ユニットを 2 段まで取り付けることができ、最大 1500 枚の用紙をセ
ットすることができます。 

各種ユーティリティを添付 
プリンタの状態を監視する「Printianavi ネットワークマネージャ」、小冊子の印
刷ができる「HyperPrint お試し版」、ワープロ感覚で帳票を作成できる「RepoAgent
お試し版」、パソコンでバーコード印刷ができる「かんたんバーコード Lite」を
添付しています。 
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1.2 製品の確認（梱包されている製品） 
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 2人以上で持ち運んでください。 

:プリンタに取り付けられています。�

給紙カセット�

電源コード�保証書�
(梱包箱に貼付)

設置ガイド�

プリンタ本体� プロセスカートリッジ�

プリンタソフトウェア�
CD-ROM

用紙について�

修理窓口ラベル�

取扱説明書�

ドキュメントパック�

梱包箱�

用紙について�

取扱説明書�

*

**MPカセット�

 

お願い 
本プリンタには、パソコンとの接続ケーブル(パラレルケーブル、USB 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」（73 ページ）参照 

ガイド 
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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1.3 各部の名称と機能 
本製品の主要各部の名称と機能について説明します。 

●前 面 

①�

⑥�

⑦�

⑧�

⑤� ④�

③�

②�

 

① 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。 
② 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。 
③ 通風口 プリンタ内部の加熱を防ぐため、熱が放出されます。

通風口をふさがないでください。 
④ MP カセット はがき～A3 サイズの用紙（普通紙）を 150 枚までセッ

トします。 
* 給紙トレイ（オプション）を購入した場合は、この
位置に取り付けます。 

⑤ 給紙カセット A5～A3 サイズの用紙を、250 枚までセットします。 
⑥ サイズ表示 カセットの用紙サイズを示す用紙サイズラベルを 

セットします。 
⑦ 電源スイッチ 電源を入／切します。 
⑧ 排紙トレイ A4 サイズより大きな用紙を印刷するときに引き出しま

す。 



第 1章  お使いになる前に 

37 

●背 面 

③�

②�

⑤�

④�
①�

①�  

① 通風口 プリンタ内部の加熱を防ぐため、熱が放出されます。
通風口をふさがないでください。 

② 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。 
③ USB ケーブルコネクタ プリンタとパソコンを USB インタフェースで接続す

るためのコネクタです。 
④ 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。 
⑤ パラレルケーブル 

コネクタ 
プリンタとパソコンを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。 
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●内 部 

①� ②� ③�

④�

⑤�

 

① 排紙トレイ A4 サイズより大きな用紙に印刷する場合に引き出し
ます。排紙どめを立てて使用してください。 

② 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。 

③ 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。 

④ 定着器 用紙にトナーを定着させる機構です。プリンタ使用
時は、高温になっているので手を触れないように注
意してください。 

⑤ 背面カバー つまった用紙を取り除くときに開きます。 
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1.4 オペレータパネル 
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。 

メニュー� 設定�

リンク� エラー�データ/排出�

リセット�オンライン�

①�
③�

②�
④�

⑧�⑦� ⑨�

⑥�⑤�

▼�

▼
� ▼

�▲�

 

① メニュースイッチ プリンタをメニューモードにします。メニューモードでは、
プリンタに関する各種の設定を行います。 
メニューモードを終了するときにも使用します。 

② 設定スイッチ メニューモードのときに、選択した値を有効にします。また、
印刷中止の確認など、プリンタが一時停止している印刷を続
行します。 
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ことを示します。 

③ リンクランプ 

消灯 ネットワークと接続されていないことを示しま
す。 

④ 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。） 
プリンタの異常を知らせます。 
点灯 プリンタでエラーが発生していることを示しま

す。 

⑤ エラーランプ 

消灯 プリンタが正常に印刷できる状態であることを
示します。 

データランプは、印刷データの受信状態を次のように知らせ
ます。 
また、排出スイッチは未処理のデータがある場合、スイッチ
を押すと強制的に印刷を行います。 
点灯 プリンタ内にデータが残っている場合です。 
点滅 データをパソコンから受信中です。 

⑥ データランプ／ 
排出スイッチ 

消灯 データがない状態です。 
⑦ ▲▼    

スイッチ 
メニューモードのときに、設定項目および設定値の選択に使
用します。 

オンラインランプは、プリンタが印刷できる状態かどうかを
次のように知らせます。なお、オンラインスイッチを押すと、
｢オンライン｣｢オフライン｣が切り替わります。 
点灯 印刷できる状態、または印刷中です。 
点滅 印刷データを受信中です。 

⑧ オンラインランプ/
オンラインスイッチ 

消灯 印刷できない状態です。 
⑨ リセットスイッチ 印刷を中止します。また、テスト印刷（連続印刷）を中断し

ます。 

 「メニュー」「▲」「▼」「 」「 」の各スイッチについては、 
「オペレータパネルからの設定（メニューモード）」（209 ページ）参照 
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1.5 添付ソフトウェア（CD-ROM）のご紹介 
添付 CD-ROM「Printia LASER プリンタユーティリティ」には、プリンタをより快適
に使用するために便利な各種のソフトウェアが収録されています。 
これらのソフトウェアは、次のダイアログ(Printianavi インストーラ)からインス
トールできます。Printianavi インストーラは、添付 CD-ROM「Printia LASER プリ
ンタユーティリティ」を、パソコンの CD-ROM ドライブにセットすると自動的に表
示されます。 

 

ガイド 
Printianavi インストーラが自動的に表示されない場合は、エクスプローラで
CD-ROM の内容を表示し、一番上の階層にある「xlsetup.exe」をダブルクリック
してください。 
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Printianavi インストーラの各メニューからは、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。 
プリンタの IP アドレス 

設定 

Printianavi IP アドレス設定ユーティリティ 2 を起動し
ます。 

 「IP アドレス設定ユーティリティ 2による設定」
（130 ページ）参照 

ネットワークで 
プリンタを使う 

Printianavi ネットワークポートモニタ、Printianavi 
ネットワークマネージャ、Printianavi IP アドレス設定
ユーティリティ 2をインストールします。 

 「付録 Printianavi の機能概要」（450 ページ）参照 

 「第 14 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」（313 ページ）
参照 

HyperPrint お試し版 HyperPrint お試し版をインストールします。 

 「付録 HyperPrint の概要」（452 ページ）参照 
RepoAgent お試し版 RepoAgent お試し版をインストールします。 

 「付録 RepoAgent の概要」（453 ページ）参照 
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。 

 「付録 かんたんバーコード Lite の概要」（454 ペ
ージ）参照 

Adobe Reader オンラインマニュアルなどの PDF 形式のファイルを表示
するための Adobe Reader をインストールします。 

 「オンラインマニュアルの見かた」（7 ページ）参照 
オンラインマニュアル オンラインマニュアル（PDF 形式）を表示します。 

 「オンラインマニュアルの見かた」（7 ページ）参照 
プリンタドライバ Printia XL プリンタドライバをインストールします。 

 「第 5 章  ネットワークを利用せずにプリンタを
接続する」（97 ページ）参照 
「第6章  ネットワークを利用してプリンタを接
続する」（125 ページ）参照 
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第 2章 
プリンタ設置の準備 

 

この章では、プリンタを設置し、プリンタが正しく動作
するまでの概要を説明します。 

2.1 設置上のお願い........................... 44 
2.2 プリンタの寸法........................... 45 
2.3 プリンタの設置からインストールまで....... 46 
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2.1 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:10～32℃  湿度:15～85％RH 
温度 32℃以上のときは湿度 70％RH 以下、湿度が 85％RH 前後のときは温度 28℃
以下でご使用ください。（ただし、結露しないこと。） 
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、煙感知機、
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。 

・プリンタは凹凸のない、平らな場所に設置してください。 
斜行等により印字ズレが大きくなったり、故障の原因となったりします。 

・ラジオの雑音、テレビやディスプレイ（CRT）のチラツキやゆがみなど電波や磁
気による障害が発生し、原因が本プリンタであると考えられる場合は、本製品の
電源を切って障害がなくなるかどうか確認してください。電源を切ると電波や磁
気による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、テレビ、ディスプレイ(CRT)の距離を離してみる。 

- プリンタとラジオ、テレビ、ディスプレイ(CRT)の位置や向きを変えてみる。 

- プリンタとラジオ、テレビ、ディスプレイ(CRT)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。 

・化学薬品や油分を、使用または保管している環境では使用しないでください。故
障の原因となります。 

・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。 
電源コードが傷つき、感電・火災・故障の原因になります。 

お願い 
－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。 



第 2章  プリンタ設置の準備 

45 

2.2 プリンタの寸法 
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。 

505mm�
�

548mm(*5)
579mm(*6)
610mm(*7)

436mm(*3)
467mm(*4)

324mm(*1)

＜正面図＞�

＜上面図＞� ＜側面図＞�

456mm(*9)�
�445mm(*8)�
�

525mm(*10)�
�

751mm(*11)�
�

376mm(*1)�

592mm(*2)�

 

*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(250枚)を1段搭載時�
*4�:拡張給紙ユニット-B(550枚)を1段搭載時�
*5�:拡張給紙ユニット-A(250枚)を2段搭載時�
*6�:拡張給紙ユニット-A(250枚)と拡張給紙ユニット-B(500枚)を搭載時�
*7�:拡張給紙ユニット-B(550枚)を2段搭載時�
*8�:両面ユニット搭載時�
*9�:給紙トレイ搭載時�
*10�:給紙トレイと両面ユニットを搭載時�
*11�:給紙トレイ使用時�  

 

 
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」（14 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載る大きさ

のものを準備してください。 
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2.3 プリンタの設置からインストールまで 
プリンタの設置から印刷するために必要な設定までの流れを説明します。 
プリンタの接続・運用形態によって手順が異なります。次の図を参照し、必要な設
定を行ってください。 
 

ガイド 
・接続、運用形態は、お使いの環境に合わせて以下を目安に選択してください。 
- パラレルケーブル/USB 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
たくない場合に選択します。 
より速く印刷したい場合は、USB ケーブルによる接続をおすすめします。 
- LAN ケーブルで接続 
プリンタの設置場所を自由に動かしたい場合や、インターネットを利用し
て印刷する場合に選択します。 
LAN ケーブルを利用するとデータの転送速度が高速になります。 

・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。 
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取扱説明書、オンライン
マニュアルのどちらかを
参照してください。�
�
オンラインマニュアルを�
参照してください。�

参照するマニュアルについて�

本図の見かた�

添付CD-ROMに入ってい
るプリンタドライバが必
要な操作です。�

マークについて�

オンラインマニュアル�「第3章 プリンタ本体の設置」�
取扱説明書� 「第1章 お使いになる前に」�

プリンタ本体を印刷できる
状態まで設置します。�
最初にこの設置を行ってく
ださい。�

「第5章 ネットワークを利用せずにプリンタを接続する」�パラレル�
/USB

LAN

プリンタおよびパソコン
に必要な接続や設定を
します。� パラレルまたはUSB

IPP

LAN、LPR

インター�
ネット�

「第4章 オプションの装着」�
給紙トレイや両面ユニ
ット、拡張給紙ユニット
を装着する場合に参
照します。�

「第6章 ネットワークを利用して�
プリンタを接続する」�

ネットワークを経由してプリ
ンタを利用する場合に参照
します。�

管理者/サーバ�

クライアント�

クライアント�

「第7章 プリンタ共有の設定」�
管理者/�
サーバ�

クライアント�

クライアント�

クライアント�

ネットワークを�
利用せずに�
プリンタと接続�

ネットワークを�
利用して�
プリンタと接続�

プリンタを複数台の�
パソコンで使用�
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第 3章 
プリンタ本体の設置 

この章では、プリンタ本体の設置方法と、プリンタが単
体で正しく動作することを確認するまでの手順を説明し
ます。 

3.1 梱包品の確認............................. 50 
3.2 本体の取り出し........................... 50 
3.3 固定テープ、保護シートの取り外し......... 50 
3.4 オプション品の取り付け................... 51 
3.5 プロセスカートリッジの取り付け........... 52 
3.6 電源を入れる............................. 54 
3.6.1 電源コードの接続........................ 54 
3.6.2 電源スイッチをオンにする................ 55 
3.6.3 プリンタの動作とオペレータパネルの 

表示の確認 ............................. 56 
3.7 給紙カセット、MPカセットに用紙をセットする.. 57 
3.7.1 A4 サイズまでの用紙をセットする.......... 57 
3.7.2 MP カセットにはがきをセットする.......... 60 
3.7.3 MP カセットに A5 サイズの用紙をセットする. 62 
3.7.4 A4 サイズより大きい用紙をセットする...... 63 

3.8 設定の一覧を印刷する..................... 67 
3.9 電源を切る............................... 68 
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3.1 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）」に記載してあります。 

3.2 本体の取り出し 

梱包箱を開け、プロセスカートリッジを取り出す 

ビニール袋を取り外す 

プリンタの左右下部のくぼみを持ち、水平に保ちながら取り出す 

 

お願い 
本体は約 20kg の重さがあります。必ず 2 人以上の人数で図の取っ手を持ち、背
中や腰を痛めないように注意して運んでください。 
また本プリンタは前面側よりも背面側のほうが重くなっています。運搬する場合
は、重さの違いに注意してください。 

水平でしっかりした机などの上に静かに置く 

3.3 固定テープ、保護シートの取り外し 
プリンタ各部に貼られている固定テープおよび保護シートを取り外し、プリンタ内
部の緩衝材を取り除きます。 
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3.4 オプション品の取り付け 

お願い 
・ 以下のオプション品は、プロセスカートリッジや用紙を取り付ける前に、プ
リンタ本体に取り付けてください。 
- 給紙トレイ 
- 両面ユニット 
- 拡張給紙ユニット 
 

各オプション品の取り付けは、第 4章の目的の項目を参照してください。 

 「給紙トレイの取り付けかた」（80 ページ）参照 

 「両面ユニットの取り付けかた」（84 ページ）参照 

 「拡張給紙ユニットの取り付けかた」（90 ページ）参照 
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3.5 プロセスカートリッジの取り付け 
次の手順で、プロセスカートリッジを取り付けます。 

お願い 
・ 直射日光や強い光に当てないでください。 
・ プロセスカートリッジの取り付け作業は、強い光の当たる場所を避け、でき
るだけ 5分以内で終了してください。 

・ 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い流してく
ださい。 

・ 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。 
 

 
故 障 プロセスカートリッジは、本製品専用品を取り付けて

ください。専用品以外のプロセスカートリッジを取り
付けると、プロセスカートリッジおよびプリンタ本体
の故障の原因となる恐れがあります。 

 「プロセスカートリッジの取り扱い上のご注意」（21 ページ）参照 
 

上部カバーを開く 

 

プロセスカートリッジを梱包袋から取り出し、図のように 7～8回振る 
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トナーシールを引き抜く 

 

お願い 
・ トナーシールを引き抜くときは、プロセスカートリッジを平らな場所に置き、
トナーシールを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
テープが切れてしまうことがあります。トナーシールの全長は、67cm です。 

・ トナーシールを引き抜いたあとは、プロセスカートリッジを振ったり、プロ
セスカートリッジに衝撃を与えたりしないでください。 

プロセスカートリッジの取っ手を持ち、プリンタ内部の溝に静かに挿入する 

 

上部カバーを閉じる 
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3.6 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。 

3.6.1 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。 
 

 
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載せないでくださ
い。電源コードが傷つき、感電・火災・故障の原因とな
ります。 

スイッチがオフ（「○」側）であることを確認する 
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電源コードをプリンタ背面にある電源コードコネクタに差し込む 

 

電源コードのもう一方を電源コンセントに差し込む 

3.6.2 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る 
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3.6.3 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」「リンク」「データ」「エラー」
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�

↓�

ＸＬ－ＸＸＸＸ�

Ｖｅｒ　Ｘ．Ｘ　　       ＹＹＭＢ�

↓�

オンライン�

�

↓�

ファーム ロートﾞチュウ       �

×××××××××××× 

初期診断中を示します。�

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30秒程度かかりますので、�
そのままお待ちください。�

ファームウェアのバージョン、�
メモリの総容量を示します。�

 

※カセットが未装着の場合、下段に「カセットカクニン」と表示されます。 
 

 オペレータパネルが上記の表示にならないときは、 
「オペレータパネルのエラーメッセージ」（388 ページ）参照 
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3.7 給紙カセット、MP カセットに用紙をセットする 
ここでは、給紙カセット、MP カセットに用紙をセットする手順について説明します。 

お願い 
・ 長尺紙は、MP カセット、給紙カセット、拡張給紙ユニット（オプション）か
らは印刷できません。オプションの給紙トレイを装着して印刷してください。 

 「オプションの給紙トレイに用紙をセットする」（365 ページ）参照 
・ 用紙の種類やサイズを頻繁に変更する場合は、オプションの給紙トレイをご
使用ください。 

・給紙カセット、MP カセットは、必ずフタを閉めてご使用ください。フタを閉
めずに使用した場合、給紙カセット、MP カセットの出し入れに支障をきたす
ことがあります。 

ガイド 
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。 

3.7.1 A4 サイズまでの用紙をセットする 

ここでは、B5 サイズの用紙を給紙カセットにセットする手順を例に説明します。 

ガイド 
MP カセットおよび拡張給紙ユニット（オプション）に用紙をセットする場合も
給紙カセットと同じ手順でセットできます。 

給紙カセットを平らな場所に置く 

 

ガイド 
給紙カセットがプリンタにセットされている場合は、カセットをプリンタから引
き抜いてください。 
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カセットのフタを取る 

 

縦ガイドクリップを指でつまみ、用紙サイズに合わせる 

 

右側の横ガイドクリップを指でつまみ、用紙サイズに合わせる 
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紙の四隅をそろえ、印刷したい面を上にしてセットする 
横ガイドに用紙が乗り上げないようにします。また、カセットの底にある板が上
がっているときには、押し下げてから用紙をセットします。 

 

お願い 
・ 折り目やシワの入った用紙は使用しないでください。 
・ 最大積載可能枚数または用紙上限線を超える枚数の用紙は、セットしないで
ください。 

・ 横ガイドは、用紙の幅に正しく合わせてください。横ガイドの位置がずれて
いると、用紙が正常に搬送されず、紙づまりの原因となることがあります。 

ガイド 
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。 

セットした用紙に合わせて、用紙サイズラベルを差し替える 
用紙の向きは、用紙の短辺が横になるようにセットしたときが「縦」、用紙の長
辺が横になるようにセットしたときが「横」になります。 
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給紙カセットのフタを閉める 

 

プリンタの奥に突き当たるまで、給紙カセットをしっかりと押し込む 

お願い 
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。 

3.7.2 MP カセットにはがきをセットする 

 
ここでは、MP カセットにはがきをセットする手順について説明します。 

ガイド 
MP カセットからはがきに印刷する場合、用紙をセットした後に、オペレータパ
ネルの設定が必要になります。 

MP カセットにはがきをセットする 

 「A4 サイズまでの用紙をセットする」（57 ページ）参照 

ガイド 
MP カセットにはがきをセットする手順は、給紙カセットに用紙をセットする手順
と同じです。 

オペレータパネルの「メニュー」スイッチを押し、メニューモードにする 

メニュー�

  システム    インサツ        ▼�

�
↓「メニュー」�
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「 」スイッチを 2回押して「インサツ セッテイ」を表示する 

メニュー�

  インサツ    セッテイ        ▼�

↓「 」を2回押す�

 

「▼」スイッチを押して「キュウシ グチ」と表示する 

　インサツ    セッテイ�

  キュウシク゛チ         

↓「▼」�

 

「 」スイッチを 2回押して「MP ハガキモード」と表示する 

　インサツ    セッテイ�

  ＭＰ　ハカ゛キモート゛         

↓「 」を2回押す�

 

「▼」スイッチを押して「*OFF」と表示した後「 」を押して「ON」を表示する 

　ＭＰ　ハカ゛キモート゛�

  *  ＯＦＦ         

↓「▼」�

↓「　」�

　ＭＰ　ハカ゛キモート゛�

     ＯＮ         
 

「ON」と表されているのを確認し、「設定」スイッチを押す 

　ＭＰ　ハカ゛キモート゛�

  *  ＯＮ         

↓「設定」�

 

設定が終わったら、「オンライン」スイッチを押し、MP ハガキモードを有効に
する 
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3.7.3 MP カセットに A5 サイズの用紙をセットする 

ここでは、MP カセットに A5 サイズの用紙をセットする手順について説明します。 

ガイド 

初めて MP カセットに A5 サイズの用紙をセットする場合は、手順 のみを行っ
てください。 

MP カセットに A5 サイズの用紙をセットする 

 「A4 サイズまでの用紙をセットする」（57 ページ）参照 

ガイド 
MP カセットに A5 サイズの用紙をセットする手順は、給紙カセットに用紙をセッ
トする手順と同じです。 

オペレータパネルの「メニュー」スイッチを押し、メニューモードにする 

メニュー�

  システム    インサツ        ▼�

�
↓「メニュー」�

 

「 」スイッチを 2回押して「インサツ セッテイ」を表示する 

メニュー�

  インサツ    セッテイ        ▼�

↓「 」を2回押す�

 

「▼」スイッチを押して「キュウシ グチ」と表示する 

　インサツ    セッテイ�

  キュウシク゛チ         

↓「▼」�

 

「 」スイッチを 2回押して「MP ハガキモード」と表示する 

　インサツ    セッテイ�

  ＭＰ　ハカ゛キモート゛         

↓「 」を2回押す�
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「▼」スイッチを押して「*OFF」と表示されていることを確認し、「設定」ス
イッチを押す 

　ＭＰ　ハカ゛キモート゛�

  *  ＯＦＦ         

↓「▼」�

↓「設定」�  

「オンライン」スイッチを押す 
 

3.7.4 A4 サイズより大きい用紙をセットする 

ここでは、A3 サイズの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。 

ガイド 
MP カセットおよび拡張給紙ユニット（オプション）に用紙をセットする場合も
給紙カセットと同じ手順でセットできます。 

 

給紙カセットを平らな場所に置く 

 

ガイド 
給紙カセットがプリンタにセットされている場合は、カセットをプリンタから引
き抜いてください。 
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カセットのフタを取る 

 

カセットの左右の突起部を外側に動かしてロックを解除する 

 

カセットの持ち手部分を持って、延長部を用紙サイズまで手前に引き出す 
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カセットの左右の突起部を内側に動かしてロックする 

 

縦ガイドクリップを指でつまみ、用紙サイズに合わせる 

 

右側の横ガイドクリップを指でつまみ、用紙サイズに合わせる 
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用紙の四隅をそろえ、印刷したい面を上にしてセットする 
横ガイドに用紙が乗り上げないようにします。また、カセットの底にある板が上
がっているときには、押し下げてから用紙をセットします。 

お願い 
・ 折り目やシワの入った用紙は使用しないでください。 
・ 最大積載可能枚数または用紙上限線を超える枚数の用紙は、セットしないで
ください。 

・ 横ガイドは、用紙の幅に正しく合わせてください。横ガイドの位置がずれて
いると、用紙が正常に搬送されず、紙づまりの原因となることがあります。 

ガイド 
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。 

セットした用紙に合わせて、用紙サイズラベルを差し替える 

 

給紙カセットのフタを閉める 

 

プリンタの奥に突き当たるまで、給紙カセットをしっかりと押し込む 

お願い 
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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3.8 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。 

印刷可能状態であることを確認する 
次のいずれかの状態であることを確認します。 

・ 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」と表示されている 

・ オペレータパネルに「オフライン」と表示されている 

・ オペレータパネルに「セツデン」と表示されている 

「メニュー」スイッチを押し、メニューモードにする 

メニュー�

  システム    インサツ        ▼�

�
↓「メニュー」�

 

「▼」スイッチを押す 

　システム　　インサツ�

  セッテイ ノ インサツ        ▲�

↓「▼」�

 

「設定」スイッチを押す 
設定の一覧の印刷が開始されます。 

印刷開始�

↓「設定」�

 

印刷状態を確認する 

 正常に印刷されないときは、「第 17 章  困ったときは」（369 ページ）参照 
↓�

印刷終了�
↓�

　システム　　インサツ�

  セッテイ ノ インサツ        ▲�
 

「メニュー」スイッチを押して、印刷可能状態に戻す 
↓�「メニュー」を押す�

オンライン                  　　�

      　　　　　    　　�
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3.9 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。 

お願い 
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、プリ
ンタ内に残っている用紙を取り除いてください。 

 「紙づまりになったとき」（370 ページ）参照 
以上でプリンタ本体の設置は完了です。目的に合わせて次の設定に進んでください。 

 「第 5 章  ネットワークを利用せずにプリンタを接続する」（97 ページ）参照 

 「第 6 章  ネットワークを利用してプリンタを接続する」（125 ページ）参照 
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4.1 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。 

4.1.1 給紙トレイ 

品名 型名 内容 
給紙トレイ XL-FT10W1 1 段目のマルチユニットにセットして使用し

ます。用紙の種類やサイズを頻繁に変更する
場合、および長尺紙に印刷する場合は、給紙
トレイをご使用ください。なお、給紙トレイ
と MP カセットを同時に取り付けることはで
きません。 

4.1.2 拡張給紙ユニット 

品名 型名 内容 
拡張給紙ユニット
-A 

XL-EF25W1 3 段目、4 段目の給紙ユニットとして使用で
きます。 
(LB315 給紙カセット（A3 ユニバーサル 
250 枚）添付) 

拡張給紙ユニット
-B 

XL-EF55W1 3 段目、4 段目の給紙ユニットとして使用で
きます。 
(LB315 給紙カセット（A3 ユニバーサル 550
枚）添付) 

●形態 

3段目�

4段目�

*2：給紙トレイ（オプション）を使用した場合�
*1：MPカセットを使用した場合�

拡張給紙ユニット�
＋�

拡張給紙ユニット�

250枚/550枚�

250枚/550枚�
拡張給紙ユニット�

250枚/550枚�

250枚�

150枚*1/100枚*2

250枚�

150枚*1/100枚*2

250枚�

150枚*1/100枚*2

標準�
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ガイド 
・ 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。 

・ 印刷中でも、用紙が走行していない給紙カセットであれば、印刷を停止する
ことなく用紙をセットすることができます。 

4.1.3 両面ユニット 

品名 型名 内容 
両面ユニット XL-DUPW1 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。 

4.1.4 プリンタ RAM モジュール 

本プリンタには、次のプリンタ RAM モジュールのいずれかを搭載することができま
す。 

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。 
プリンタ RAM モジュール-128MB XL-EM128M5 RAM を 128MB 搭載したメモ

リモジュールです。 

●用途 

プリンタ RAM モジュールの容量を増やすことにより印刷速度が速くなり、さらに、
印刷保証範囲も増えます。 

 印刷保証範囲については、「●プリンタ RAM モジュールの有無と印刷可能範
囲」（72 ページ）参照 
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●プリンタ RAM モジュールの有無と印刷可能範囲 

搭載されている RAM の容量によって、印刷できる用紙サイズが異なります。これら
の関係を次の表に示します。 

 32MB 
(プリンタ RAM 
モジュールなし) 

96MB/160MB 
(プリンタ RAM 
モジュールあり 
［64MB/128MB］) 

片面 両面 片面 両面 用紙 

サイズ/

解像度 
300 
dpi 

600 
dpi 

1200 
dpi 

300 
dpi 

600 
dpi 

1200 
dpi 

300 
dpi 

600 
dpi 

1200 
dpi 

300 
dpi 

600 
dpi 

1200 
dpi 

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

◎ ◎ ○ － － － ◎ ◎ ◎ － － － 

長尺紙 ◎ － － － － － ◎ － － － － － 
 
◎：どんなデータも確実に印刷できます。 
○：データの内容によって印刷できない場合があります。（プロテクトモード使用

時は印刷できません。） 
―：本設定では印刷できません。 
解像度：プリンタドライバの［グラフィックス］ダイアログの「解像度」で設定し

ます。 

 プロテクトモードについては「［印刷オプション］ダイアログ」（243 ページ）
参照 

 「［グラフィックス］ダイアログ」（242 ページ）参照 
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4.1.5 プリンタ LAN アダプタ 

本製品内蔵のプリンタ LAN ポートは、次の規格(プロトコル)に対応しています。 

・100BASE-TX/10BASE-T(TCP/IP) 

IPX/SPX プロトコルを利用する場合は、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、NetWare5 に対応してい
ます。 

4.1.6 プリンタケーブル 

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。 

お願い 
・本製品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、別売ケーブルをお使いください。 

・以下の長さのシールドケーブルをお使いください。 
 パラレルインタフェースケーブル：1.5m 以下 
 USB ケーブル：5m 以下 

別売ケーブルは以下のものが用意されています。 

●パラレルインタフェースケーブル 

品名 型名 備考 
プリンタケーブル FMV-CBL712 FMV シリーズ、各社 AT 互換機に接続できま

す。 
プリンタケーブル FMS-CBL711 PRIMERGY GRANPOWER 5000 シリーズに接続で

きます。 

●USB ケーブル 

品名 型名 備考 
プリンタ USB ケーブル XL-CBLU2 Windows 98/Me/2000/XP/Windows Server 2003

が動作するパソコンに接続できます。本ケ
ーブルは USB2.0 に対応していますが、本
プリンタとの接続時は USB1.1 で動作しま
す。 
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4.2 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。 

 
感 電 オプション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、感電・火災・故障の原
因となります。 

 

 
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、ケガや故障の原
因となることがあります。 

 

お願い 
オプション品の取り付け、取り外しを行う際は、必ず電源を切った状態で作業
してください。 

4.3 プリンタ RAM 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。 

 
感 電 プリンタ RAM モジュールの取り付けおよび取り外し

は、電源スイッチが「○」側に倒れていることを確認
し、電源コードをコンセントから抜いた後行ってくだ
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。 

 

お願い 
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。 
・ 本製品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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4.3.1 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。 

プリンタの電源を切り、ケーブルを外す 
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コネクタから抜きます。 
パラレルケーブル、LAN ケーブル、および USB ケーブルを外します。 

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�

 

LANケーブルコネクタ�

USBケーブル�

ワイヤクリップ�

パラレルケーブル�
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サイドカバーを外す 
背面のネジを外したあと、サイドカバー下部を外側にずらすようにして外します。 

 

ネジ 2か所をドライバーを使って外し、パネルを外す 

 

コネクタ両端のレバーを開き、プリンタ RAM モジュールの向きに注意し、コネ
クタの溝に合わせてゆっくりと差し込む 

 

お願い 
プリンタ RAM モジュールの基板は壊れやすいので、取り扱いには十分注意して
ください。 
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パネル下部の突起部をプリンタ内部に入れてから、ネジ（2本）で固定する 

 

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
側にスライドさせて、オプションカバーを取り付ける 

 

ガイド 
メモリを増設したときは、電源を投入し、オペレータパネルの液晶ディスプレイ
の下段に表示される「メモリ ヨウリョウ」でメモリの総容量を確認します。メ
モリを増設したときは、「96MB」または「160MB」と表示されます。 
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4.3.2 プリンタ RAM モジュールを取り外す 

プリンタの電源を切り、ケーブルを外す 
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コネクタから抜きます。 
パラレルケーブル、LAN ケーブル、および USB ケーブルを外します。 

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�

 

LANケーブルコネクタ�

USBケーブル�

ワイヤクリップ�

パラレルケーブル�
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左右のレバーを指で開き、手前に引き抜く 

 コントロールボックス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」（75 ページ）参照 
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4.4 給紙トレイの取り付けかた 
オプションの給紙トレイをプリンタに取り付けると、手差し印刷ができるようにな
ります。 
 

 
感 電 給紙トレイ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、電源コ
ード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。 

4.4.1 給紙トレイを取り付ける 

給紙トレイは、次の手順で取り付けます。 

プリンタの電源を切り、ケーブルを外す 
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コネクタから抜きます。 
パラレルケーブル、LAN ケーブル、および USB ケーブルを外します。 
 

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�
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給紙トレイをプリンタの奥に突き当たるまで、しっかりと押し込む 

お願い 
・ 給紙トレイ下部のユニット部分が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。 
・ 給紙トレイが正しく取り付けられていないと、給紙トレイが認識されず、電源
投入後にオペレータパネルに「MP カクニン」と表示されます。この場合、プリ
ンタの電源を切り、給紙トレイを正しく取り付けてください。 

 

4.4.2 給紙トレイを取り外す 

給紙トレイは、次の手順で取り外します。 

給紙トレイに用紙がセットされているときは用紙を取り出し、用紙セット部を
閉じる 
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プリンタの電源を切り、ケーブルを外す 
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コネクタから抜きます。 

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�

 

給紙トレイ下部の左右にあるカバーを外す 
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給紙トレイの左右裏側にあるレバーを広げ、手前に引き抜く 

 

お願い 
プリンタを使用する場合、マルチユニットに、MP カセットまたは給紙トレイの
いずれかを装着してください。 
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4.5 両面ユニットの取り付けかた 
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 

 
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
コード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。 

    

 
やけど 「高温注意」を促す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�
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4.5.1 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。 

プリンタの電源を切り、ケーブルを外す 
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コネクタから抜きます。 
パラレルケーブル、LAN ケーブル、および USB ケーブルを外します。 

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�

 

LANケーブルコネクタ�

USBケーブル�

ワイヤクリップ�

パラレルケーブル�
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プリンタ背面にある両面ユニット取り付け用カバー（2か所）を外す 

お願い 
取り外したカバーは、両面ユニットを取り外す際に必要となります。紛失しない
よう、大切に保管してください。 

 

両面ユニットを取り付ける 
背面右上にある両面ユニット用のコネクタカバーを外し、突起部(2 か所)をプリ
ンタ背面の穴(2 か所)に合わせて取り付ける 

 

両面ユニットに添付しているネジで、両面ユニットの左右 2か所を固定する 
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4.5.2 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。 

プリンタの電源を切り、各コード、ケーブルを外す 
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、パラレルケーブル、USB ケーブル、および LAN ケーブルを外します。 

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�

 

LANケーブルコネクタ�

USBケーブル�

ワイヤクリップ�

パラレルケーブル�
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両面ユニット左右 2か所のネジをゆるめる 

 

両面ユニットを手で支えながら左側面上部にあるレバーを上げてロックを外
し、両面ユニットの上部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ながら、両面ユニット左右の突起部をプリ
ンタ背面の穴から外す 
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両面ユニット取り付け時に外して保管しておいたカバーを、プリンタ背面（2
か所）にカチッと音がするまで押し込む 
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4.6 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）と拡張給紙ユニット-B（A3 ユニバーサル・550 枚）が
あります。プリンタへの取り付け/取り外しかたや用紙のセットのしかたは、どち
らの拡張給紙ユニットの場合も同様です。 
本製品には、最大 2段まで取り付けることができます。 

 拡張給紙ユニットの取り付け形態については、 
「オプション品のご紹介」（70 ページ）参照 

 
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、
電源コード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。 

 

 
故 障 拡張給紙ユニットは、本製品用の製品を取り付けてく

ださい。指定外の拡張給紙ユニットを取り付けると、
拡張給紙ユニットおよびプリンタ本体の故障の原因
となります。 

 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。手を傷つける恐れがあり
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。 
・本製品は、オプションや消耗品、用紙が入っていな
い状態で約 20kg 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、プリンタ本体のくぼみをしっかり持ってく
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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4.6.1 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。 

プリンタの電源を切り、各コード、ケーブルを外す 
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コネクタから抜きます。 
パラレルケーブル、LAN ケーブルおよび USB ケーブルを外します。 

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�

 

LANケーブルコネクタ�

USBケーブル�

ワイヤクリップ�

パラレルケーブル�
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下段に取り付ける拡張給紙ユニットを平らな場所に置く 

 

お願い 

取り付ける拡張給紙ユニットが 1段しかない場合は、 へ進んでください。 

上段に取り付ける拡張給紙ユニットの横を持って、持ち上げる 

 

上下の拡張給紙ユニットの前面と後面の角を合わせる 
下段の給紙ユニットの四隅にあるガイドピンが、上の拡張給紙ユニットの底面に
ある穴に入るようにしてください。 
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拡張給紙ユニットの内部 2か所、後部 2か所の差し込み部に添付の固定クリッ
プを押し込み、拡張給紙ユニットどうしを固定する 

 

お願い 
拡張給紙ユニットを 2段以上設置する場合は、拡張給紙ユニットどうしをしっか
りと取り付けてから、プリンタ本体と接続してください。 

プリンタ本体に取り付けられているカセットを引き抜く 
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プリンタ下部のくぼみを持ち、プリンタを持ち上げる 

 

プリンタを拡張給紙ユニットの上にゆっくりおろす 
プリンタと拡張給紙ユニットの角を合わせます。次に給紙ユニットの四隅にある
ガイドピンをプリンタ底面の穴に入れます。 
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プリンタの内部 2か所、後部 2か所の差し込み部に添付の固定クリップを押し
込み本体と拡張給紙ユニットを固定する 

 

プリンタ本体から取り外したカセットと拡張給紙ユニットのカセットを、奥に
突き当たるまで押し込む 
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4.6.2 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。 

プリンタの電源を切り、ケーブルを外す 
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コネクタから抜きます。 
パラレルケーブル、LAN ケーブル、および USB ケーブルを外します。 

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. 電源スイッチを�
「○｣側に倒す�

 

LANケーブルコネクタ�

USBケーブル�

ワイヤクリップ�

パラレルケーブル�

 

 

取り付けと逆の手順で、拡張給紙ユニットを取り外す 
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5.1 パソコンとの接続方法 
パソコンとプリンタの接続方法、およびプリンタドライバのインストール手順は、
パソコンがサポートしているインタフェースによって異なります。 

●パラレルインタフェースによる接続 

 「パラレルインタフェースによる接続とインストール」（100 ページ）参照 

・パソコン 
双方向パラレルインタフェースをサポートする PC/AT 互換機 

・OS 
Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003 日本語版 

・セットアップ方法 
インストーラによるセットアップ(Windows 95/98/Me/NT4.0/2000) 
プラグアンドプレイによるセットアップ(Windows XP/Windows Server 2003) 

●USB による接続 

 「USB による接続とインストール」（108 ページ）参照 

・パソコン 
USB インタフェースを内蔵する PC/AT 互換機 

・OS 
Windows 98/Me/2000/XP/Windows Server 2003 日本語版 

・セットアップ方法 
プラグアンドプレイによるセットアップ 

お願い 
本ドライバは他機種のプリンタで使用することはできません。また同様に、他
機種用のドライバを本プリンタで使用することはできません。 
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ガイド 
お使いのパソコンが USB に対応している場合は、［デバイスマネージャ］ダイア
ログに USB のホストコントローラと「USB ルートハブ」が表示されます。 

 

［デバイスマネージャ］ダイアログは、次の操作で表示します。 

・Windows 98/Me 

［マイコンピュ－タ］－［コントロ－ルパネル］－［システム］－［デバイ
スマネ－ジャ］タブを開き、［ユニバ－サル シリアル バス コントロ－ラ］
の下を確認 

・Windows 2000 

［マイコンピュ－タ］－［コントロ－ルパネル］－［システム］－［ハ－ド
ウェア］タブを開き、［デバイスマネ－ジャ］をクリックして[デバイスマネ
ージャ]ダイアログを開き、［USB (Universal Serial Bus) コントロ－ラ］の
下を確認 

・Windows XP/Windows Server 2003 

［スタ－ト］－［コントロ－ルパネル］－［プリンタとその他のハ－ドウェ
ア］を開き、「関連項目」の中から［システム］－［ハ－ドウェア］－［デバ
イスマネ－ジャ］タブを開き、［USB (Universal Serial Bus)コントロ－ラ］
の下を確認 



第 5章  ネットワークを利用せずにプリンタを接続する 

100 

5.2 パラレルインタフェースによる接続とインストール 
セントロニクス準拠のパラレルインタフェースにパソコンを接続する手順と、この
ときのプリンタドライバのインストールについて説明します。 

5.2.1 パソコンとの接続 

プリンタにパソコンを接続するときの注意事項と手順を説明します。 

 
感 電 パラレル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。 

 

 
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。 

お願い 
・ パソコンとプリンタの接続に使用するパラレルケーブルは、1.5m 以下のシー
ルドケーブルをお使いください。 

・ 本プリンタには、パラレル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」（73 ページ）参照 
・ USB との同時接続はできません。 

電源スイッチを「○」側に倒し、プリンタの電源を切断する 
パソコンの電源も切断してください。 
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パラレルケーブルをプリンタ背面にあるパラレル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する 
パソコン側の接続は、パソコンの取扱説明書を参照してください。 

ワイヤクリップ�

パラレルケーブル�

 

電源スイッチを「｜」側に倒し、プリンタの電源を入れる 

 

パソコンの電源を入れ、Windows を起動する 
Windows がすでに起動している場合は、必ず再起動してください。 
Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 をお使いの場合は、「新しいハードウェアの追加
ウィザード」が表示されたら［キャンセル］をクリックし、「プリンタドライバ
のインストール(セントロ接続：Windows 95/98/Me/NT4.0/2000)」（102 ページ）
に進んでください。 
Windows XP/Windows Server 2003 をお使いの場合は、「プリンタドライバのイン
ストール(セントロ接続：Windows XP/Windows Server 2003)」（105 ページ）に進
んでください。 
OS が Windows NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003 の場合は、管理者権限でログ
オンしてください。 
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5.2.2 プリンタドライバのインストール 
(セントロ接続：Windows 95/98/Me/NT4.0/2000) 

ここでは、添付の CD-ROM に収められているインストーラを使用して、サーバまた
は管理者のパソコンに必要なソフトウェアおよびプリンタドライバをインストー
ルする手順について説明します。 

ガイド 
Windows 起動後、プラグアンドプレイにより「新しいハードウェアの追加ウィザ
ード」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。 

添付の CD-ROM「Printia LASER プリンタユーティリティ」を、パソコンの CD-ROM
ドライブにセットし、次のダイアログが表示されたら［プリンタドライバ］をク
リックする 

�クリック�

 

ガイド 
上のダイアログが自動的に表示されない場合は、エクスプローラで CD-ROM の内
容を表示し、一番上の階層にある「xlsetup.exe」をダブルクリックしてくださ
い。 
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プリンタを選択し、［次へ］をクリックする 

�②クリック�

�①選択�

 

「ローカルプリンタのインストール」を選択し、［次へ］をクリックする 

�②クリック�

�①選択�

 

ガイド 
「共有プリンタのインストール」は、サーバ経由で印刷する場合に選択します。
サーバとして共有する場合、ここでは「ローカルプリンタのインストール」を選
択してプリンタドライバをインストールした後、プリンタを共有する設定をして
ください。 

 「第 7章 プリンタ共有の設定」（165 ページ）参照 
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「LPT1：」を選択し、［次へ］をクリックする 

�②クリック�

�①選択�

 

プリンタ名を設定し、通常使用するプリンタとするかどうか選択して［次へ］
をクリックする 
すでにインストールされているプリンタがない場合は、「いいえ」を選択しても
通常使用するプリンタに設定されます。 

�③クリック�

�①設定�

�②選択�

 

設定内容に問題がなければ、［次へ］をクリックする 
設定内容を変更する場合は、［戻る］をクリックします。 

�クリック�
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必要なソフトウェアがインストールされたことを確認し、［完了］をクリック
する 

�クリック�

 

以降は必要に応じて各章を参照してください。 

 実際に印刷したいときは、「第 8章 日常の操作」（181 ページ）参照 

 インストールがうまくいかなかったときは、 
「第 17 章  困ったときは」（369 ページ）参照 

5.2.3 プリンタドライバのインストール 

（セントロ接続：Windows XP/Windows Server 2003） 

Windows XP/Windows Server 2003 のときに、プラグアンドプレイでプリンタドライ
バをインストールする手順について説明します。 

ガイド 
管理者権限でログオンしてください。 

「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)」を選択し、［次へ］を
クリックする 

�①選択�

�②クリック�
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添付の CD-ROM をセットする 
CD-ROM をセットした後に「Printia LASER プリンタユーティリティ」のダイアロ
グが自動的に起動した場合は、［終了］を選択して閉じてください。 

「次の場所を含める」を にし、「D:¥FJXLV716¥WINXP」（CD-ROM ドライブが
D:の場合）を入力し、［次へ］をクリックする 

�②入力�

�①チェック�

�③クリック�

 

ガイド 
環境によっては次のダイアログが表示される場合があります。 
「説明」を参照して該当する「場所」を選択し、［次へ］をクリックしてください。 

 
・ 次のダイアログが表示されたときは、［続行］をクリックしてください。 

�クリック�

 



第 5章  ネットワークを利用せずにプリンタを接続する 

107 

必要なソフトウェアがインストールされたことを確認し、［完了］をクリック
する 

�クリック�

 

［スタート］-［シャットダウン］を選択し、Windows を再起動する 
 
以上でインストールは完了です。 

ガイド 
通常使うプリンタに設定する場合には［スタート］－［プリンタと FAX］を選択
し、［FUJITSU XL-XXXX］アイコンをダブルクリックし、［プリンタ］メニュー－
［通常使うプリンタに設定］を選択します。 

以降は必要に応じて各章を参照してください。 

 実際に印刷したいときは、「第 8章 日常の操作」（181 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は、 
「第 17 章  困ったときは」（369 ページ）参照 
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5.3 USB による接続とインストール 
USB インタフェースにパソコンを接続する手順と、このときのプリンタドライバの
インストールについて説明します。 

5.3.1 パソコンとの接続 

プリンタにパソコンを接続するときの注意事項と手順を説明します。 

お願い 
・ Windows 3.1/95 から Windows 98/Me へアップグレードインストールした環境
での動作は保証できません。 

・ Windows 95/NT4.0 では動作しません。 
・ パソコンとプリンタの接続に使用する USB ケーブルは、5m 以下のシールドケ
ーブルをお使いください。 

・ 印刷中に USB ケーブルを抜き差ししないでください。 
・ USB ハブを使用する場合は、パソコンと直接接続された USB ハブに接続してく
ださい。 

・ 本プリンタと接続した USB ケーブルのもう一方は、パソコン本体の USB コネ
クタ、またはセルフパワータイプの USB ハブ（電源コードや AC アダプタによ
り電源が供給されるタイプのハブ）のコネクタに接続してください。上記以
外の USB コネクタに接続すると、正常に動作しない場合があります。 

・ パラレルとの同時接続はできません。 

ガイド 
・ USB1.1 に準拠した USB ケーブルを用意してください。 
ただし、USB2.0 のケーブルを使用しても、本プリンタとの接続時は USB1.1
で動作します。 

・USB ケーブルは本製品には添付されていません。お使いのパソコンに合わせて、
別途購入してください。 

 「プリンタケーブル」（73 ページ）参照 

電源スイッチを「○」側に倒し、プリンタの電源を切断する 
パソコンの電源も切断してください。 
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USB ケーブルをプリンタ背面にある USB ケーブルコネクタに差し込む 
パソコン側の接続は、パソコンの取扱説明書を参照してください。 

USBケーブル�

 

電源スイッチを「｜」側に倒し、プリンタの電源を入れる 

 

パソコンの電源を入れ、Windows を起動する 
Windows 98 をお使いの場合は、 
「プリンタドライバのインストール（USB によるプラグアンドプレイ：Windows 98）」
（110 ページ）に進んでください。 
Windows Me をお使いの場合は、 
「プリンタドライバのインストール（USB によるプラグアンドプレイ：Windows Me）」
（115 ページ）に進んでください。 
Windows 2000 をお使いの場合は、 
「プリンタドライバのインストール（USB によるプラグアンドプレイ：Windows 
2000）」（119 ページ）に進んでください。 
Windows XP/Windows Server 2003 をお使いの場合は、 
「プリンタドライバのインストール（USB によるプラグアンドプレイ：Windows 
XP/Windows Server 2003）」（122 ページ）に進んでください。 
OS が Windows 2000/XP/Windows Server 2003 の場合は、管理者権限でログオンして
ください。 
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5.3.2 プリンタドライバのインストール 

（USB によるプラグアンドプレイ：Windows 98） 

Windows 98 のときに、プラグアンドプレイでプリンタドライバをインストールする
手順について説明します。 

［新しいハードウェアの追加ウィザード］が表示されたら、［次へ］をクリッ
クする 

�クリック�

 

ガイド 
［ディスクの挿入］が表示されたときは、次の操作をしてください。 
①添付の CD-ROM をセットし、［OK］をクリックします。 
CD-ROM をセットした後に「Printia LASER プリンタユーティリティ」のダイア
ログが自動的に起動した場合は、［終了］を選択して閉じてください。 

②［ファイルのコピー元］に「D:¥FJXLV716¥WIN98」（CD-ROM ドライブが D:の場
合）と入力し、［OK］をクリックします。 

�②クリック�

�①入力�
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使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）］を選択し、［次へ］を
クリックする 

�①選択�

�②クリック�

 

添付の CD-ROM をセットする 

［検索場所の指定］を にし、「D：¥FJXLV716¥WIN98」（CD-ROM ドライブが D：
の場合）と入力し、［次へ］をクリックする 

�①チェックを�
付け、入力�

�②クリック�

 

「次のデバイス用のドライバファイルを検索します：USB Printing Support」
と表示されていることを確認し、［次へ］をクリックする 

�クリック�
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インストールが終了したら、［完了］をクリックする 
USB ケーブルに接続しているプリンタが自動的に検出されます。 

�クリック�

 

ドライバ名を確認し、［次へ］をクリックする 

�クリック�

 

［使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（推奨）］を選択し、［次へ］
をクリックする 

�①選択�

�②クリック�

 



第 5章  ネットワークを利用せずにプリンタを接続する 

113 

［検索場所の指定］を にし、「D:¥FJXLV716¥WIN98」（CD-ROM ドライブが D:
の場合）と入力して［次へ］をクリックする 

�①チェックを�
付け、入力�

�②クリック�

 

「このデバイスに最適なドライバをインストールする準備ができました」と表
示されることを確認し、［次へ］をクリックする 

�クリック�

 

プリンタ名および通常使うプリンタにするかどうかを設定し、［次へ］をクリックする 

�①プリンタ名を�
設定�

�③クリック�

�②選択�

 

ガイド 
プリンタドライバを初めてインストールする場合、このドライバが「通常使うプ
リンタ」となります。 
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プリンタの接続を確認するためにテスト印刷を行うときは「はい」、行わない
場合は「いいえ」を選択し、［完了］をクリックする 

�①選択�

�②クリック�

 

必要なソフトウェアがインストールされたことを確認し、［完了］をクリック
する 

�クリック�

 

［スタート］－［Windows の終了］を選択し、Windows を再起動する 
以上でインストールは完了です。 
以降は必要に応じて各章を参照してください。 

 実際に印刷したいときは、「第 8章 日常の操作」（181 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は、 
「第 17 章 困ったときは」（369 ページ）参照 
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5.3.3 プリンタドライバのインストール 

（USB によるプラグアンドプレイ：Windows Me） 
プラグアンドプレイでプリンタドライバをインストールする手順について説明します。 

［新しいハードウェアの追加ウィザード］が表示されたら、添付の CD-ROM を
セットし、［適切なドライバを自動的に検索する（推奨）］を選択して、［次へ］
をクリックする 

�①選択�

�②クリック�

 

ガイド 
・［ファイルのコピー］が表示されたときは、次の操作をします。添付の CD-ROM
をセットし、［ファイルのコピー元］に「D:¥FJXLV716¥WINME」（CD-ROM ドライ
ブが D:の場合）と入力し、［OK］をクリックします。 

�①入力�

�②クリック�
 

・CD-ROM をセットした後に「Printia LASER プリンタユーティリティ」のダイア
ログが自動的に起動した場合は、［終了］を選択して閉じてください。 

［ほかのドライバの選択］が表示されたら、「場所」が［D:¥FJXLV716¥WINME 
¥USBPRNME.INF］（CD-ROM ドライブが D:の場合）のドライバを選択し、［OK］をク
リックする 

�②クリック�

�①選択�
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必要なソフトウェアがインストールされたことを確認し、［完了］をクリック
する 
USB ケーブルに接続しているプリンタが自動的に検出されます。 

�クリック�

 

装置名を確認し、［適切なドライバを自動的に検索する（推奨）］を選択して 
［次へ］をクリックする 

�②選択�

�①確認�

�③クリック�

 

［ほかのドライバの選択］が表示されたら、「場所」が［D:¥FJXLV716¥WINME 
¥FJXLIME1.INF］（CD-ROM ドライブが D:の場合）のドライバを選択し、［OK］をク
リックする 

�②クリック�

�①選択�
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プリンタ名および通常使うプリンタにするかどうかを設定し、［次へ］をクリ
ックする 

�③クリック�

�②選択�

�①プリンタ名を�
設定�

 

ガイド 
プリンタドライバを初めてインストールする場合、このドライバが「通常使うプ
リンタ」となります。 

プリンタとの接続を確認するためにテスト印刷を行うときは、「はい」、行わな
いときは「いいえ」を選択し、［完了］をクリックする 

�①選択�

�②クリック�
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必要なソフトウェアがインストールされたことを確認し、［完了］をクリック
する 

�クリック�

 

［スタート］－［Windows の終了］を選択し、Windows を再起動する 
以上でインストールは完了です。 
以降は必要に応じて各章を参照してください。 

 実際に印刷したいときは、「第 8章 日常の操作」（181 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は、 
「第 17 章 困ったときは」（369 ページ）参照 
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5.3.4 プリンタドライバのインストール 

（USB によるプラグアンドプレイ：Windows 2000） 

プラグアンドプレイでプリンタドライバをインストールする手順について説明し
ます。 

ガイド 
Windows 2000 のときは、管理者権限でログオンしてください。 

［新しいハードウェアの検出ウィザード］が表示されたら、［次へ］をクリッ
クする 
ダイアログが表示されるまでに 1～2分間かかることがあります。 

�クリック�

 

「次のデバイスをインストールします」と表示されていることを確認し、［デ
バイスに最適なドライバを検索する（推奨）］を選択して［次へ］をクリックす
る 

�②選択�

�①確認�

�③クリック�
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［場所を指定］を にし、［次へ］をクリックする 

�①選択�

�②クリック�

 

添付の CD-ROM をセットする 
CD-ROM をセットした後に「Printia LASER プリンタユーティリティ」のダイアロ
グが自動的に起動した場合は、［終了］を選択して閉じてください。 

［製造元のファイルのコピー元］に「D:¥FJXLV716¥WIN2K」（CD-ROM ドライブ
が D:の場合）と入力し、［OK］をクリックする 

�①入力�

�②クリック�
 

「次のデバイスのドライバが検索されました」と表示されていることを確認し、
［次へ］をクリックする 

�②クリック�

�①確認�
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ガイド 
次のダイアログが表示されたときは、[はい]をクリックしてください。 

�クリック�

 

必要なソフトウェアがインストールされたことを確認し、［完了］をクリック
する 

�クリック�

 

［スタート］－［シャットダウン］を選択し、Windows を再起動する 
以上でインストールは完了です。 

ガイド 
通常使うプリンタに設定する場合には［スタート］－［設定］－［プリンタ］
の順に選択し、［FUJITSU XL-XXXX］アイコンを右クリックし、［通常使うプリン
タに設定］を選択します。 

以降は必要に応じて各章を参照してください。 

 実際に印刷したいときは、「第 8章 日常の操作」（181 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は、 
「第 17 章 困ったときは」（369 ページ）参照 
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5.3.5 プリンタドライバのインストール 

（USB によるプラグアンドプレイ：Windows XP/Windows Server 2003） 

プラグアンドプレイでプリンタドライバをインストールする手順について説明します。 

ガイド 
Windows XP/Windows Server 2003 のときは、管理者権限でログオンしてください。 

USB ポートにプリンタを接続し、プリンタとパソコンの電源を入れると、次のダイ
アログが表示され、プラグアンドプレイによる USB ドライバのインストールが始ま
ります。 

 

以降の手順に従ってプリンタドライバをインストールしてください。 

「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)を選択し、［次へ］をク
リックする 

�①選択�

�②クリック�
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添付の CD-ROM をセットする 
CD-ROM をセットした後に「Printia LASER プリンタユーティリティ」のダイアロ
グが自動的に起動した場合は、［終了］を選択して閉じてください。 

「次の場所を含める」を にし、「D:¥FJXLV716¥WINXP」（CD-ROM ドライブが
D:の場合）を入力し、［次へ］をクリックする 

�②入力�

�①チェック�

�③クリック�

 

ガイド 

・ で「ソフトウェアを自動的にインストールする（推奨）」を選択した場合、
次のダイアログが表示されます。 
「D:¥FJXLV716¥WINXP¥FJXLFXP1.INF」を選択し、［次へ］をクリックしてくだ
さい。 
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・次のダイアログが表示されたときは、［続行］をクリックしてください。 

�クリック�

 

必要なソフトウェアがインストールされたことを確認し、［完了］をクリック
する 

�クリック�

 

［スタート］－［シャットダウン］を選択し、Windows を再起動する 
以上でインストールは完了です。 

ガイド 
通常使うプリンタに設定する場合は、［スタート］－［プリンタと FAX］を選択
し、［FUJITSU XL-XXXX］アイコンをダブルクリックし、［プリンタ］メニュー－
［通常使うプリンタに設定］を選択します。 

以降は必要に応じて各章を参照してください。 

 実際に印刷したいときは、「第 8章 日常の操作」（181 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は、 
「第 17 章 困ったときは」（369 ページ）参照 
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6.1 LAN による接続とインストール 
プリンタに LAN ケーブルを接続して印刷する場合には、以下の方法があります。 
・LAN に接続して印刷 
・インターネットを利用した IPP による印刷 
・LPR 印刷 
プリンタに LAN ケーブルを接続し、プリンタドライバをインストールするまでの手
順は、以下のとおりです。 

①LANケーブルの接続�

②IPアドレスの設定�

LPR印刷�IPPで印刷�

④�ネットワークソフトウェアと�
� プリンタドライバの�
� インストール�

④�ネットワークソフトウェアと�
� プリンタドライバの�
� インストール�

管理者のみ�または�

管理者のみ�
（URLの設定を�
変更するとき）�

LANに接続して印刷�

③�プリンタのURL設定� ⑤�LPR印刷の設定�

▼�

▼
� ▼

�▲�
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6.2 LAN ケーブルの接続 
プリンタをネットワークに接続する手順について説明します。 
プリンタをネットワーク経由で接続するときは、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。 

プリンタの電源の切断（電源スイッチが「○」側）を確認する 

 

プリンタ背面にある LAN ケーブルコネクタに LAN ケーブルを接続し、電源を入
れる 

LANケーブルコネクタ�
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6.2.1 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に、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」「100Mbps Full」「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、メニ
ューモードの［初期設定］－［LAN 設定］にある「Ethernet タイプ」で変更しま
す。本製品の「10Mbps」は、「Half」です。 

 メニューモードについては、 
「オペレータパネルからの設定(メニューモード)」（209 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（457 ページ）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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6.2.2 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または USB ポートに接続することができます。 
パラレルポートまたは USB 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。 

お願い 
パラレルポートまたは USB 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については、「第 9 章 オペレータパネルの操作」
の「オペレータパネルからの設定(メニューモード)」の「ポート設定」
の「タイムアウト時間」（212 ページ）参照 
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6.3 IP アドレスの設定 
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｡ 

6.3.1 設定方法の種類 

本製品に 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｡ 

・IP アドレス設定ユーティリティ 2による設定 
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｡ 

・オペレータパネルによる設定 
プリンタのオペレータパネルから直接操作します｡ 
プリンタ単体で設定することができます｡ 

・DHCP によるアドレス自動取得 
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｡ 

6.3.2 IP アドレス設定ユーティリティ 2 による設定 

ここでは、添付の CD-ROM に収められている IP アドレス設定ユーティリティ 2を利
用してプリンタに IP アドレスを設定します。 
IP アドレス設定ユーティリティ 2を利用すると、次のことができます。 

・ネットワーク接続プリンタの一覧表示 
ネットワークに接続されている XL プリンタを自動検索し、一覧で表示します。 

・IP アドレスの割り当て 
一覧画面より選択したプリンタに対し、IP アドレスの割り当てを行います。 

(1) 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 
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。 

ガイド 

ネットワークソフトウェア 2 が[プリンタ管理者向けセットアップ]を選択して
インストールされた場合は、［スタート］－［プログラム］(*)－［Printianavi］
－［ネットワークソフトウェア 2］－[IP アドレス設定ユーティリティ 2]をクリ
ックし、起動できます。 
* Windows XP、Windows Server 2003 の場合は[すべてのプログラム]をクリック
します。 
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(2) IP アドレスの設定手順（1台のプリンタを接続する場合） 

●設定手順 

プリンタの電源を入れて以下の操作をします。 

添付の CD-ROM「Printia LASER プリンタユーティリティ」を、パソコンの CD-ROM
ドライブにセットし、次のダイアログが表示されたら［プリンタの IP アドレス
設定］をクリックする 

�クリック�

 

ガイド 
上のダイアログが自動的に表示されない場合は、エクスプローラで CD-ROM の内容

を表示し、一番上の階層にある「xlsetup.exe」をダブルクリックしてください。 

必要に応じて検索範囲を設定する 

の操作でネットワークに接続されている XL プリンタを自動検索し、一覧表示
します。（①のダイアログ） 
次の手順で、ネットワークに接続されているプリンタの検索範囲を設定すること
ができます。検索範囲を設定しない場合は、3に進んでください。 

①一覧画面の をクリックする 

�クリック�
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②検索範囲を入力し［追加］をクリックする 

�クリック�

⑧�⑦� ⑧�

①�
②�
③�
④�

⑤�
⑥�

⑦�

 

① ローカルネットワーク ローカルネットワークの設定を行う場合に選
択を指定します。 

② 検索範囲を指定 検索範囲の設定を行う場合に選択します。 
③ ネットワークアドレス プリンタの検索範囲に追加するネットワーク

アドレスを指定します。「0.0.0.0」および
「255.255.255.255」は指定できません。 

④ サブネットマスク プリンタの検索範囲に追加するサブネットマ
スクを指定します。「255.255.255.255」は指定
できません。 

⑤ 検索ポート番号 プリンタの検索範囲に追加するポート番号を
指定します。 
  設定範囲：1～65535  初期設定：9313 

⑥ 検索時間 プリンタの検索時間（タイムアウト時間）を設
定します。 
  設定範囲：5～30 秒  初期設定：5秒 

⑦ ［追加］ボタン ①～⑥で指定した内容を、アドレスリストに追
加します。すでに登録されているアドレスを指
定した場合は、無効です。 

⑧ ［削除］ボタン アドレスリストで選択した項目を削除し、①～
⑥に反映します。 

ガイド 
・ ローカルネットワークを追加する場合、「検索ポート番号」と「検索時間」の
み入力することができます。 

・ ローカルネットワーク（＊＊＊．＊＊＊．＊＊＊．＊＊＊）の最後の 1 つを削除することはできません。 

③［OK］をクリックした後、 をクリックする 
�クリック�
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「個別設定モード」が選択されていることを確認する 
�クリック�

 

プリンタの一覧から IP アドレスを設定するプリンタを選び、 をクリックする 
�クリック�

 

IP アドレスを設定し、［OK］をクリックする 

・自動取得の場合 

 
・手動設定の場合 
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手動設定を選択したときは、各アドレスを指定します。ゲートウェイは省略で
きます。「IP アドレス」と「サブネットマスク」の入力には、次の制限があり
ます。 
 
IP アドレス 「0.0.0.0」、「255.255.255.255」および空白を含むア

ドレスは指定できません。 
サブネットマスク 「255.255.255.255」および空白を含むアドレスは指

定できません。 

 

次のダイアログが表示されたら内容を確認し、［OK］をクリックする 

・自動取得の場合 

 

・手動設定の場合 

 

ガイド 
・プリンタにパスワードを設定していると、次のダイアログが表示されます。
パスワードを入力し、［OK］をクリックしてください。 
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設定中ダイアログに続いて［設定完了］ダイアログが表示されたら、［OK］を
クリックする 

 
�クリック�

 

ガイド 

・ までの操作の後、「プリンタからの通信が異常となりました」と表示された
ときは、設定が正しく行われていません。設定内容を確認し、再度設定し直し
てください。 

・通信が行えない場合は、設定した値が正しくありません。プリンタの LAN 設定
を初期化し、再度設定し直してください。 
LAN 設定の初期化は、次の操作で行います。 
①「メニュー」スイッチを押してプリンタをメニューモードにします。 
②「 」スイッチを押して「ショキ セッテイ」画面を表示します。 
③「▼」スイッチを 1 回、「 」スイッチを 3 回押し、「カンリ／ショキカ」と
表示させます。 
④「▼」スイッチを押して、「LAN ショキカ」と表示させます。 
⑤「▼」スイッチを押して「ジッコウ」と表示させ、「設定」スイッチを押します。 
 
「ショキカ シマス」の表示に続いて、「オンライン」と表示されれば、初期
化は完了です。 

以上で IP アドレスの設定は完了です。 

 LAN による印刷を行いたいときは、「ネットワークソフトウェアとプリンタ
ドライバのインストール」（148 ページ）参照 

 IPP による印刷を行いたいときは、「プリンタの URL 設定（IPP のみ）」（145 ページ）参照 

 LPR 印刷を行いたいとき（Windows NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003、
NetWare5）は、「LPR 印刷の設定」（157 ページ）参照 
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(3) IP アドレスの設定手順（複数台のプリンタを接続する場合） 

複数台のプリンタの IP アドレスをまとめて設定するときは、IP アドレス設定ユー
ティリティ 2を一括設定モードにします。一括設定モードでは、ローカルネットワ
ーク内のプリンタの IP アドレスを設定することができます。 
プリンタの電源を入れて以下の操作をします。 

添付の CD-ROM「Printia LASER プリンタユーティリティ」を、パソコンの CD-ROM
ドライブにセットし、次のダイアログが表示されたら［プリンタの IP アドレス
設定］をクリックする 

�クリック�

 

ガイド 
上のダイアログが自動的に表示されない場合は、エクスプローラで CD-ROM の内容

を表示し、一番上の階層にある「xlsetup.exe」をダブルクリックしてください。 

「一括設定モード」を選択する 

�クリック�

 

［Shift］または［Ctrl］を押しながら、設定するプリンタをクリックする 
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プリンタを選択した状態で をクリックする 
�クリック�

 

IP アドレスを設定し、［OK］をクリックする 

・自動取得の場合 

 

・手動設定の場合 

 

手動設定を選択したときは、割り当てる IP アドレスの範囲を指定します。ゲ
ートウェイは省略できます。 
割り当てるIPアドレスの
範囲 

・「0.0.0.0」、「255.255.255.255」および空白を含
む IP アドレスは指定できません。 
・終了アドレスは、開始アドレスより大きな値を
指定してください。 
・終了アドレスが開始アドレスのセグメント外と
なるときは、設定できません。 

・IPアドレスの範囲よりプリンタ数が多いときは、
設定できません。 

サブネットマスク 「255.255.255.255」および空白を含む IP アドレ
スは指定できません。 
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次のダイアログが表示されたら内容を確認し、［OK］をクリックする 

・自動取得の場合 

 

・手動設定の場合 

 

ガイド 
・ 設定内容の確認リストに表示されている「新IPアドレス」を変更する場合は、
変更するプリンタを選択して［IP アドレスの変更］をクリックします。 
・ プリンタにパスワードを設定していると、次のダイアログが表示されます。 
パスワードを入力し、［OK］をクリックします。 

 



第 6章  ネットワークを利用してプリンタを接続する 

139 

［変更完了］ダイアログが表示されたら、［OK］をクリックする 

�クリック�

 

ガイド 

・ までの操作の後、「プリンタからの通信が異常となりました」と表示された
ときは、設定が正しく行われていません。設定内容を確認し、再度設定し直し
てください。 

・通信できない場合は、設定した値が正しくありません。プリンタの LAN 設定を
初期化し、再度設定し直してください。 
LAN 設定の初期化は、次の操作で行います。 
①「メニュー」スイッチを押してプリンタをメニューモードにします。 
②「 」スイッチを押して「ショキ セッテイ」画面を表示します。 
③「▼」スイッチを 1回、「 」スイッチを 3回押し、「カンリ／ショキカ」と
表示させます。 

④「▼」スイッチを押して、「LAN ショキカ」と表示させます。 
⑤「▼」スイッチを押して「ジッコウ」と表示させ、「設定」スイッチを押し
ます。 

「ショキカ シマス」の表示に続いて、「オンライン」と表示されれば、初期
化は完了です。 

 
以上で IP アドレスの設定は完了です。 

 LAN による印刷を行いたいときは、「ネットワークソフトウェアとプリンタ
ドライバのインストール」（148 ページ）参照 

 IPP による印刷を行いたいときは、 
「プリンタの URL 設定（IPP のみ）」（145 ページ）参照 

 LPR 印刷を行いたいとき（Windows NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003、
NetWare5）は、「LPR 印刷の設定」（157 ページ）参照 
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6.3.3 オペレータパネルによる設定 

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。 

(1) 準備 

プリンタのオペレータパネルで IP アドレスの設定をする前に、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。 

(2) 設定方法 

プリンタの電源を入れ、「オンライン」表示にします。 

ガイド 
印刷可能状態のまま 1分(初期値)経過すると、プリンタは節電モードになり、液
晶ディスプレイに「セツデン」と表示されます。 

プリンタをメニューモードにし、「DHCP ジドウシュトク」を表示する 
オペレータパネルでのスイッチ操作により、プリンタを IP アドレス設定の DHCP
自動取得モードにします。 

①「メニュー」スイッチを押してプリンタをメニューモードにします。 

メニュー�

　システム　インサツ� ▼�

↓「メニュー」�

印刷可能状態�

 

②「 」スイッチを押して「ショキ セッテイ」を表示します。 

メニュー　�

　ショキ　セッテイ� ▼� �

↓「　」�

 

③「▼」スイッチを 2回押して「DHCP ジドウシュトク」を表示します。 

　ＩＰアト゛レス　セッテイ�

　ＤＨＣＰシ゛ト゛ウシュトク��

↓「▼」を2回押す�

↓「▼」�  
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DHCP 自動取得を設定/解除する 
「 」または「 」スイッチを押して「カイジョ」と表示させます。「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。 

　ＤＨＣＰシ゛ト゛ウシュトク�

　＊  カイシ゛ョ� ▲�

↓「設定」�

↓「  」または「  」�

 

IP アドレスを設定する 

①「▲」スイッチを押して次の表示にします。 

　ＩＰアト゛レス　セッテイ� �

　ＤＨＣＰシ゛ト゛ウシュトク��

↓「  」�

 

②「 」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　セッテイ� �

  ＩＰアト゛レス　　　　　　� �

↓「▼」�

↓「  」スイッチ�

 

　ＩＰアト゛レス�
�

*　　０．　　０．　　０．　　０�  
 

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「▲」「▼」スイッチで値を設定します。 

　ＩＰアト゛レス� �

  １９２．　　０．　　０．　　０� 

↓「  」または「  」�

 

④各ブロックすべてを設定したら「設定」スイッチを押し、カーソルが＊に移動
しているのを確認します。（この操作では、IP アドレスはまだ反映されませ
ん。） 

　ＩＰアト゛レス� �

＊１９２．１６８．　　０．　１０�

↓「設定」�

※IPアドレスは設定例です。�  
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②～③の操作を行って
ください。 
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設定を終了する 
設定が終わったら「メニュー」スイッチを押し、プリンタに設定値を反映させま
す。 
これにより、装置は初期化され、オンライン状態に戻ります。 

以降の操作は、接続・運用形態に合わせて進んでください。 

 LAN による印刷を行いたいときは、「ネットワークソフトウェアとプリンタ
ドライバのインストール」（148 ページ）参照 

 IPP による印刷を行いたいときは、 
「プリンタの URL 設定（IPP のみ）」（145 ページ）参照 

 LPR 印刷を行いたいとき（Windows NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003、
NetWare5）は、「LPR 印刷の設定」（157 ページ）参照 

6.3.4 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。 

(1) 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 
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｡ 

(2) 設定方法 

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。 

①印刷可能状態であることを確認する 
オペレータパネルの液晶ディスプレイに「オンライン」、「オフライン」または
「セツデン」のいずれかのメッセージが表示されていることを確認します。 

オンライン              　　�

      　　　　　    　　�
 

②「メニュー」スイッチを押し、メニューモードにする 

メニュー�

  システム  インサツ          ▼�

�
↓「メニュー」�
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③「▼」スイッチを押す 

　システム インサツ�

  セッテイ ノ インサツ        

↓「▼」�

 

④「設定」スイッチを押す 
設定の一覧の印刷が開始されます。 

印刷開始�
　�

↓「設定」�

↓�  

⑤印刷状態を確認する 

 正常に印刷されないときは、「第 17 章  困ったときは」（369 ページ）
参照 

印刷終了�
↓�

　システム インサツ�

  セッテイ ノ インサツ        
 

⑥「メニュー」スイッチを押して、印刷可能状態に戻す 
↓「メニュー」を押す�

オンライン               　　�

      　　　　　    　　�
 

ガイド 
DHCP による取得ができるまでの時間は、ネットワーク環境によって異なりま
す。取得できたかどうかは、オペレータパネルで確認できます。 

 ｢メニューモードの項目一覧｣の「保守メニュー（IP アドレス表示）」
（217 ページ）参照 

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 プロトコル=有効 
IP アドレス設定 DHCP 自動取得=設定 

ガイド 
工場出荷時の初期設定は上記の値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、｢第 9章 オペレータパネルの操作｣（205 ページ）
参照 
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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｡ 

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、電源を入れ直してくだ
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、接続運用形態に合わせて進んでください。 

 LAN による印刷を行いたいときは、「ネットワークソフトウェアとプリンタ
ドライバのインストール」（148 ページ）参照 

 IPP による印刷を行いたいときは、 
「プリンタの URL 設定（IPP のみ）」（145 ページ）参照 

 LPR 印刷を行いたいとき（Windows NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003、
NetWare5）は、「LPR 印刷の設定」（157 ページ）参照 
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6.4 プリンタの URL 設定（IPP 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。 
IPP では、プリンタを URL で指定します。URL の初期設定は、「http://IP アドレス
/ipp」に設定されています。 
変更が不要な場合は、「ネットワークソフトウェアとプリンタドライバのインスト
ール」（148 ページ）に進んでください。 
プリンタの URL 設定には、次の 2種類の方法があります。 
・Web ブラウザからの変更 
・Printianavi ネットワークマネージャからの変更 

ガイド 
Printianavi ネットワークマネージャは、あらかじめインストールしておく必要
があります。 

 Printianavi ネットワークマネージャによる変更方法は、「第 12 章 プリンタ管

理機能(Printianavi ネットワークマネージャ)」（269 ページ）参照 

ここでは、Web ブラウザからの変更方法を説明します。 

6.4.1 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」
（130 ページ）参照 

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。（初期設定は「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） 



第 6章  ネットワークを利用してプリンタを接続する 

146 

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 のウィンドウが表示されます。 

「管理者モード」をクリックし、ダイアログの管理者名に「xladmin」と入力
し、［OK］をクリックする 
(※ウィンドウの例は Internet Explorer です。) 

�②入力�

�①クリック�

�③クリック�

 

※ユーザ名の初期設定は「xladmin」、パスワードの初期設定は空欄（何も入力し
ない）です。 
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「ネットワーク情報」の［基本情報］をクリックし、「プリンタの URL」を入
力して［設定］をクリックする 

�③クリック�

�②入力�

�①クリック�

 

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。 

ガイド 
・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、初期設定の「ipp」を IPP プリンタ
名として付加します。 

 Printia LASER Internet Service の詳細は、ヘルプまたは「第 13 章 Web
サーバ機能(Printia LASER Internet Service)」（295 ページ）参照 

引き続き「ネットワークソフトウェアとプリンタドライバのインストール」でプリ
ンタ管理者向けの設定を行ってください。 
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6.5 ネットワークソフトウェアと 

プリンタドライバのインストール 
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、
サーバまたは管理者のパソコンに必要なソフトウェアおよびプリンタドライバを
インストールする手順について説明します。 
本ソフトウェアは以下のときに使用します。 

・プリンタのネットワーク設定を管理する場合 

・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 

ネットワークソフトウェアのインストール方法には、次の3つのタイプがあります。 
ここでは「プリンタ管理者向け」によるセットアップを行います。 
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） 
・プリンタドライバ（*2） 

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（*1） 
・Printianavi ネットワークマネ
ージャ（*3） 

・Printianavi IP アドレス設定ユ
ーティリティ 2（*4） 
・プリンタドライバ（*2） 

カスタム 個別の機能（管理者機
能・ポート作成）の設
定（すべて選択制） 

・Printianavi ネットワークポー
トモニタ（*1） 
・Printianavi ネットワークマネ
ージャ（*3） 

・Printianavi IP アドレス設定ユ
ーティリティ 2（*4） 
・プリンタドライバ（*2） 

*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
るときに必要なソフトウェアです。 

*2：ダイアログの中でプリンタの追加を選択したときのみインストールされます。 

*3：ネットワーク上にある XL シリーズのプリンタを一括して管理するソフトウェ
アです。プリンタのステータス表示やネットワークに関する各種設定を行うこ
とができます。 

*4：プリンタの IP アドレスを新規に設定、または変更するためのソフトウェアで
す。新規の設定は、XL-6200/5770/5750/5370/5350/5250 以降のプリンタでのみ
行えます。 

 

6.5.1 準 備 

あらかじめプリンタの 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、「IP アドレスの設定」（130 ページ）参照 
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6.5.2 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。 

添付の CD-ROM「Printia LASER プリンタユーティリティ」を、パソコンの CD-ROM
ドライブにセットし、次のダイアログが表示されたら［ネットワークでプリンタ
を使う］をクリックする 

�クリック�

 

ガイド 
・上のダイアログ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
内容を表示し、一番上の階層にある「xlsetup.exe」をダブルクリックしてく
ださい。 

・Printianavi ネットワークソフトウェア 2(V7.1)がすでにインストールされて
いる場合は、次のダイアログが表示されます。 

 

  以降の操作は、「第 14 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」の「●カスタム」（321 ページ）参照 

・OS が Windows NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003 の場合は、管理者権限で
ログオンしてください。 
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［次へ］をクリックする 

 

［次へ］をクリックする 

②�クリック�

①インストール
先を選択�

 

ガイド 
インストール先のフォルダを変えるときは、［参照］をクリックして 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］をクリックしま
す。 
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管理者は［プリンタ管理者向けセットアップ］を、管理者以外の人は「一般ユ
ーザ向けセットアップ」を選択し、［次へ］をクリックする 

�②クリック�

�①選択�

 

 各セットアップタイプの詳細については、「第 14 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」（313 ページ）
参照 

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］に追加されます。 
 
初期設定は「Printianavi¥ネットワークソフトウェア 2」です。 

�②クリック�

�①フォルダ�
を指定�
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ガイド 
・Printianavi ネットワークポートモニタ V5.1 をすでにインストールしている
場合、次のダイアログが表示されるので［OK］をクリックします。 

 
・Printianavi ネットワークポートモニタ V3.1 以前と置き換える場合は、次の
ダイアログが表示されるので、［はい］をクリックします。 

 
・V7.1 より前の Printianavi ネットワークポートモニタがインストールされてい
た場合は、次のダイアログが表示されます。 
すぐに再起動するかどうかを選択し、［完了］をクリックします。 

�②クリック�

①再起動するか�
どうかを選択�

 
「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、 の処理から自動的に再開されます。(*1) 
「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
を終了します。 
なお、再起動せずにインストールしたソフトウェアを使用すると正しく動作し
ないことがあります。ソフトウェアを使用する前に必ず再起動してください。 

*1: Windows 再起動後、ポートの追加ダイアログが他のダイアログの後ろに隠
れている場合があります。この場合は、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 2」をクリックしてください。 
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「ポートを追加する」を選択し、［次へ］をクリックする 

�②クリック�

�①選択�

 

ガイド 
Windows NT4.0 で Spooler サービスの「デスクトップとの対話をサービスに許可」
のチェックを にしている場合、以下のメッセージが表示されます。 
［OK］をクリックします。 

 
引き続き画面に従い、ドライバのインストールを行った後、Spooler サービスの

「デスクトップとの対話をサービスに許可」のチェックを にし、必要な操作を
行った後、再度ポートの追加を行ってください。 

 Spooler サービスの設定方法は 
「ポートが追加できない」の〈対処〉（418 ページ）参照 

ポートの追加処理を行う 

・LAN の場合 
ポートの追加処理の詳細については、以下を参照してください。 

 LAN による印刷を行うときは、「LAN ポートの追加」（193 ページ）参照 

�クリック�
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①［参照］をクリックします。 
ネットワークに接続されている XL プリンタが「プリンタ一覧」に表示され
ます。 

②設定したい IP アドレスを選択して［OK］をクリックします。 
選択した IP アドレスが「接続先」に反映されます。 

�クリック�

�選択�

 

ガイド 
・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。 

・「LAN ポート」を使用すると、BPP(Business Printer Protocol）を使用し
印刷を行います。 

・IPP の場合 
ポートの追加処理の詳細については、以下を参照してください。 

 IPP による印刷を行いたいときは、「IPP ポートの追加」（197 ページ）
参照 

�①IPPを選択�

�②プリンタURL
を入力�

 

ガイド 
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 

・印刷した設定情報（設定の印刷）を参照する 

 「設定の一覧を印刷する」（67 ページ）参照 
・Printianavi ネットワークマネージャの［詳細画面の表示］［基本情報］を参
照する 
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「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 

�②クリック�

�①選択�

 

プリンタを選択し、［次へ］をクリックする 

�②クリック�

�①選択�

 

プリンタ名の設定、および通常のプリンタを選択し、［次へ］をクリックする 

�③クリック�

�①設定�

�②選択�

 



第 6章  ネットワークを利用してプリンタを接続する 

156 

設定内容に問題がなければ、［次へ］をクリックする 

�クリック�

 

［完了］をクリックし、Windows を再起動する 

�クリック�

 

�クリック�

 
Windows が起動したら、ネットワークソフトウェアとプリンタドライバのインス
トールは完了です。 

以降は必要に応じて各章を参照してください。 

 実際に印刷したいときは、「第 8章 日常の操作」（181 ページ）参照 

 インストールがうまくいかなかったときは、 
「第 17 章 困ったときは」（369 ページ）参照 
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6.6 LPR 印刷の設定 
ここでは、Windows NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003 や NetWare 環境からの LPR
印刷の設定について説明します。 

ガイド 
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。 

6.6.1 Windows 2000/XP/Windows Server 2003 の準備 

(1) 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」（130 ページ）参照 

(2) サービスの組み込み 

「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。 

［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 

・Windows 2000 のとき 
［スタート］－［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］ダイアログの［詳細設定］－［オ
プションネットワークコンポーネント］を選択する 

・Windows XP のとき 
［スタート］－［コントロールパネル］－［ネットワーク接続］の順に選択し、
［詳細設定］－［オプションネットワークコンポーネント］を選択する 

・Windows Server 2003 のとき 
［スタート］－［コントロールパネル］－［ネットワーク接続］の順に選択し、
右クリックして［開く］をクリックする 
［詳細設定］－［オプションネットワークコンポーネント］を選択する 

「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（ になっているか）
確認します。 
組み込まれていないときは、 にして［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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「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（ になっているか）確認します。 
組み込まれていないときは、 にして［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］をクリックしてダイアログの指示に従って、操作をしてください。 

6.6.2 Windows 2000/XP/Windows Server 2003 のときの設定手順 

Windows 2000/XP/Windows Server 2003 を起動し、管理者権限でログオンする 

添付の CD-ROM「Printia LASER プリンタユーティリティ」を、パソコンの CD-ROM
ドライブにセットし、次のダイアログが表示されたら［プリンタドライバ］をク
リックする 

�クリック�

 

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
設定してください。 
以降はダイアログの指示に従ってインストールします。 

プリンタのポートの設定を変更する 

①プリンタを選択する 

・Windows 2000 のとき 
［スタート］－［設定］－［プリンタ］の順に選択し、LPR 印刷を行うプリ
ンタを選択する 

・Windows XP/Windows Server 2003 のとき 
［スタート］－［プリンタと FAX］の順に選択し、LPR 印刷を行うプリンタ
を選択する 

②［ファイル］メニュー－［プロパティ］を選択し、プリンタのプロパティを表
示する 
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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」を にする 

�チェックを外す�

 

④［ポートの追加］をクリックし、［プリンタポート］ダイアログから、「LPR Port」
を選択して［新しいポート］をクリックする 

 

お願い 
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。 

⑤次の内容を入力し、［OK］をクリックする 
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。 
「サーバーのプリンタ名または印刷キュー」には、必ず半角英字で「LP」と入
力します。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。 

�サーバーの名前またはアドレスを入力�

プリンタ名またはプリンタキュー名を入力�
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印刷データのスプール方法を変更する 
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。 

以降は必要に応じて各章を参照してください。 

 実際に印刷を行いたいときは、「第 8章 日常の操作」（181 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は、 
「第 17 章 困ったときは」（369 ページ）参照 

6.6.3 Windows NT4.0 のときの準備 

●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」（130 ページ）参照 

●サービスの組み込み 

「Microsoft TCP/IP 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。 

［ネットワーク］ダイアログを表示する 
［スタート］－［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。 

「Microsoft TCP/IP 印刷」と「簡易 TCP/IP サービス」が組み込まれているか
確認する 
［サービス］タブをクリックし、「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」が表示されるか確認します。 
組み込まれていないときは、［追加］をクリックし、［ネットワークサービスの選
択］ダイアログのネットワークサービス一覧から「Microsoft TCP/IP 印刷」を選
択します。 
続けて、同じ手順で「簡易 TCP/IP サービス」を選択します。 
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6.6.4 Windows NT4.0 のときの設定手順 

Windows NT4.0 を起動し、管理者権限でログオンする 

添付の CD-ROM「Printia LASER プリンタユーティリティ」を、パソコンの CD-ROM
ドライブにセットし、次のダイアログが表示されたら［プリンタドライバ］をク
リックする 

�クリック�

 
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
設定してください。 
以降はダイアログの指示に従ってインストールします。 

プリンタのポートの設定を変更する 

①［スタート］－［設定］－［プリンタ］の順に選択し、LPR 印刷を行うプリン
タを選択する 

②［ファイル］－［プロパティ］を選択し、プリンタのプロパティを表示する 

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」を にする 

�チェックを外す�
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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］ボタンをクリックする 

 

お願い 
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。 

⑤次の内容を入力し、［OK］をクリックする 
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。 
「サーバーのプリンタ名または印刷キュー」には、必ず半角英字で「LP」と入
力します。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。 

�サーバーの名前またはアドレスを入力�

プリンタ名またはプリンタキュー名を入力�
 

印刷データのスプール方法を変更する 
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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6.6.5 NetWare5 のときの準備 

本製品は、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、本製品を 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。 

●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」（130 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。 

6.6.6 NetWare5 のときの設定手順 

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 

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。 

NDPS マネージャを置くコンテキストに移動する 

［オブジェクト］から［作成］をクリックする 

［NDPS Manager］をクリックし［OK］をクリックする 

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 
作成する NDPS マネージャの名前を入力します。 

・常駐先サーバ 
右の［参照］をクリックし、NDPS マネージャを常駐させる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、NDPS マネージャが利用するデータベースを置くボ
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。 
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●NDPS プリンタの作成 

NDPS プリンタを置くコンテキストに移動する 

［オブジェクト］から［作成］をクリックする 

［NDPS Printer］をクリックし、［OK］をクリックする 

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 
作成する NDPS プリンタの名前を入力します。 

・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。 

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。 

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。 

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 

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。 

［プリンタドライバの選択］ダイアログで、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。 
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7.1 Windows 95/98/Me のとき 
ここでは、OS が Windows 95/98/Me のパソコンをサーバとして運用する場合と、ク
ライアントとして運用する場合に必要となる設定について説明します。 

7.1.1 サーバ側の設定 

サーバとして運用する場合に必要な設定について説明します。 

(1) 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。 

［ネットワーク］プロパティを開く 
［スタート］－［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。 

［ファイルとプリンタの共有］をクリックする 

�クリック�

 

「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 

 

［ネットワーク］ダイアログの［OK］をクリックして閉じ、OS を再起動する 
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(2) 設 定 

共有プリンタの設定手順は次のとおりです。 

［スタート］－［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 

［ファイル］メニュー－［共有］を選択する 

「共有する」を選択し、共有名を入力する 
必要に応じてコメント、パスワードを入力します。 

 

・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］をクリックする 
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7.1.2 クライアント側の設定 

Windows 95/98/Me をクライアントとして使用し、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。 

ガイド 
共有プリンタに印刷するための設定は、CD-ROM をセットすると表示される
「Printia LASER プリンタユーティリティ」のダイアログから「プリンタドライ
バ」を選択しても行えます。 

 操作方法については、 
「第 5 章  ネットワークを利用せずにプリンタを接続する」（97 ページ）参照 

「第 6 章  ネットワークを利用してプリンタを接続する」（125 ページ）参照 

Windows 95/98/Me のクライアントから Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Windows 
Server 2003 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。 

 代替インストールについては、「サーバ側の設定」参照 
（Windows 2000/XP/Windows Server 2003 のとき（169 ページ）、Windows NT4.0
のとき（175 ページ）） 

(1) 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/NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003 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。 

(2) 設 定 

エクスプローラを起動する 
［スタート］－［プログラム］－［エクスプローラ］(Windows Me は［スタート］
－［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。 

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。 

設定を行う共有プリンタをダブルクリックし、ダイアログ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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7.2 Windows 2000/XP/Windows Server 2003 のとき 
ここでは、OS が Windows 2000/XP/Windows Server 2003 のパソコンをサーバとして
運用する場合と、クライアントとして運用する場合に必要となる設定について説明
します。 

7.2.1 サーバ側の設定 

サーバとして運用する場合に必要な設定について説明します。 

Windows 2000/XP/Windows Server 2003 を起動し、管理者権限でログオンする 

共有プリンタを選択する 

・Windows 2000 の場合 
［スタート］－［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 

・Windows XP/Windows Server 2003 の場合 
［スタート］－［プリンタと FAX］を選択し、共有するプリンタをクリックする 

［ファイル］メニュー－［共有］を選択する 

「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 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。 
（ダイアログは Windows 95/98/Me の追加ドライバをインストールする場合） 

ガイド 
・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。 

・共有するプリンタドライバの名称と、追加ドライバのリストに表示されている
プリンタドライバの名称が異なる場合、追加ドライバをインストールすること
はできません。 

［追加ドライバ］をクリックする 

�クリック�

 

「追加ドライバ」リストからクライアントの OS を にし、［OK］をクリック
する 
（ダイアログはクライアントが Windows 95/98/Me 用のとき） 

�クリック�
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ガイド 
添付の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットして、［OK］をクリックし
てください。 

�クリック�

 
CD-ROM をセットした後に「Printia LASER プリンタユーティリティ」のダイアロ
グが自動的に起動した場合は、［終了］を選択してダイアログを閉じてください。 

「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。 

�クリック�

 

ガイド 
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:¥FJXLV716¥WIN95 
Windows NT4.0 D:¥FJXLV716¥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。 

ガイド 
Windows 2000/XP/Windows Server 2003 の場合は、必要に応じて次の操作をします。 

・Windows 2000 の場合 
［デジタル署名が見つかりませんでした］ダイアログが表示されたときは、
［はい］をクリックします。 

�クリック�
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・Windows XP/Windows Server 2003 の場合 
［ハードウェアのインストール］ダイアログが表示されたときは、［続行］を
クリックします。 

�クリック�

 

7.2.2 クライアント側の設定 

Windows 2000/XP/Windows Server 2003 をクライアントとして使用し、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。 

ガイド 
共有プリンタに印刷するための設定は、CD-ROM をセットすると表示される
「Printia LASER プリンタユーティリティ」のダイアログから「プリンタドライ
バ」を選択しても行えます。 

 操作方法については、 
「第 5 章  ネットワークを利用せずにプリンタを接続する」（97 ページ）参照 

「第 6 章  ネットワークを利用してプリンタを接続する」（125 ページ）参照 
Windows 2000/XP/Windows Server 2003 のクライアントから Windows 2000/XP/Windows 

Server 2003 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。 

(1) ネットワークインストール 

Windows 2000/XP/Windows Server 2003 のクライアントから Windows 2000/XP/Windows 

Server 2003 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。 

お願い 
サーバが Windows 2000/XP/Windows Server 2003 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」
（173 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/XP/Windows Server 2003 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/XP/Windows Server 2003 が動作するパソコンです。
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●設 定 

エクスプローラを起動する 

・Windows 2000 の場合 
［スタート］－［プログラム］－［アクセサリ］－［エクスプローラ］の順に選択する 

・Windows XP/Windows Server 2003 の場合 
［スタート］－［すべてのプログラム］－［アクセサリ］－［エクスプローラ］
の順に選択する 

［マイネットワーク］の［ネットワーク全体］を表示し、［コンピュータの検
索］（Windows XP/Windows Server 2003 の場合は［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する 
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。 

設定を行う共有プリンタをダブルクリックし、ダイアログ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。 

(2) ポート変更による方法 
Windows 2000/XP/Windows Server 2003 のクライアントからサーバが Windows 
2000/XP/Windows Server 2003 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。 
この際、管理者権限でログオンしてください。 

●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 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/XP/Windows Server 2003 が動作するパソコンです。

●設 定 

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 5 章  ネットワークを利用せずにプリンタを接続する」（97 ページ）参照 

「第 6 章  ネットワークを利用してプリンタを接続する」（125 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。 

お願い 

の操作の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。 
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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プリンタを選択する 

・Windows 2000 の場合 
［スタート］－［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 

・Windows XP/Windows Server 2003 の場合 
［スタート］－［プリンタと FAX］を選択し、設定を行うプリンタを選択する 

②［ファイル］メニュー－［プロパティ］を選択し、［ポート］タブをクリック
する 

③［ポートの追加］をクリックする 

�クリック�

 

④「Local Port」を選択し、［新しいポート］をクリックする 

�②クリック�

�①選択�

 

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。 

�②クリック�

�①入力�
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7.3 Windows NT4.0 のとき 
ここでは、OS が Windows NT4.0 のパソコンをサーバとして運用する場合と、クライ
アントとして運用する場合に必要となる設定について説明します。 

7.3.1 サーバ側の設定 
サーバとして運用する場合に必要な設定について説明します。 

(1) 設 定 
共有プリンタの設定手順は次のとおりです。 

Windows NT4.0 を起動し、管理者権限でログオンする 

［スタート］－［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 

［ファイル］メニュー－［共有］を選択する 

「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。 

クライアントの OS が Windows 95/98/Me の場合は、引き続き 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。 

ガイド 
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。 
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「代替ドライバ」リストからクライアントの OS を選択し、［OK］をクリックす
る 

�①クライアントの�
  OSを選択    

�②クリック�

 

ガイド 
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。 

添付の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットする 

ガイド 
CD-ROM をセットした後に「Printia LASER プリンタユーティリティ」のダイアロ
グが自動的に起動したときは、［終了］を選択してダイアログを閉じてください。 

「コピー元」に「D:¥FJXLV716¥WIN95」と入力する、または［参照］をクリッ
クして「D:¥FJXLV716¥WIN95」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。 

�クリック�

 

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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7.3.2 クライアント側の設定 

Windows NT4.0 をクライアントとして使用し、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。 

ガイド 
共有プリンタに印刷するための設定は、CD-ROM をセットすると表示される
「Printia LASER プリンタユーティリティ」ダイアログから「プリンタドライバ」
を選択しても行えます。 

 操作方法については、 
「第 5 章  ネットワークを利用せずにプリンタを接続する（97 ページ）参照 

「第 6 章  ネットワークを利用してプリンタを接続する」（125 ページ）参照 

Windows NT4.0 のクライアントから Windows NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003
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。 

ガイド 
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。 

(1) 準 備 

クライアント側の設定には、本製品に添付の 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/NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003 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。 

(2) 設 定 

［スタート］－［プログラム］－［Windows NT エクスプローラ］の順に選択
する 

［ネットワークコンピュータ］をクリックし、一覧から共有プリンタのサーバ
をダブルクリックする 
利用可能な共有プリンタが表示されます。 

設定を行う共有プリンタをダブルクリックし、ダイアログ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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ガイド 
管理者権限以外でネットワークインストールを行った場合、インストール後に次
のダイアログが表示されることがあります。 
次のダイアログが表示された場合は、サーバ経由で印刷しても、クライアント側
で印刷の状態や、印刷ログ、消耗品ログを参照することができません。(印刷は
行えます。) 

 
・クライアント側に警告メッセージを表示させないようにするには、サーバ側で
［装置オプション］ダイアログの「メッセージ連携サービスの警告を表示する」
を にしてください。 

・メッセージ連携サービスを使用する場合は、管理者権限でログオンし直し、ド
ライバのインストールを行ってください。 

 メッセージ連携サービスについては、 
「第 10 章 プリンタドライバの機能と利用方法」（219 ページ）参照 

 プリンタドライバのインストールについては、 
「第 5 章  ネットワークを利用せずにプリンタを接続する」（97 ページ）参照 

「第 6 章  ネットワークを利用してプリンタを接続する」（125 ページ）参照 

(3) 設定の確認 

メッセージ連携サービスが有効になっているかは、次の手順で確認できます。 

プリンタのプロパティの［Printianavi］ダイアログで［オプション］をクリ
ックし、［Printianavi オプション］ダイアログを表示します。 

［メッセージ連携サービスの設定］をクリックし、状態を確認します。 
「開始」になっていれば、メッセージ連携サービスは有効です。 
 



運用編 



 



 

 

第 8章 
日常の操作 

この章では、本プリンタで印刷するうえで必要となる操
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8.1 機能の利用法 
本機に搭載している機能で次のことができます。 

●きれいに印刷したい 
プリンタドライバの［グラフィックス］ダイアログで以下の設定をすると、細かい
図面や写真を、よりきれいに印刷できるようになります。 

・階調をなめらかに表現したいときは、ディザを粗く、「写真をきれいに印刷する」
をチェックする 

・細かい線画や地図などを印刷するときは、ディザを細かく、解像度を高くする 
なお、「スムージングする」は、文字や図形の線をなめらかにしますが、写真には
向きません。 

 「［グラフィックス］ダイアログ」（242 ページ）参照 

●速く印刷したい 
プリンタドライバで解像度を下げる設定をすると、速く印刷できるようになります。 
なお、解像度を下げると、印刷品質が多少落ちます。 

 「［グラフィックス］ダイアログ」（242 ページ）参照 

●節約したい 
プリンタドライバで以下の設定をすると、紙やトナーを節約することができます。 

・N-up 印刷する 
２ページから 16 ページ分の文書を、１枚の用紙に印刷できます。 

・両面印刷する 
用紙の両面に印刷します。 

 「［便利な機能］ダイアログ」（233 ページ）参照 

・トナーを節約する 
トナーセーブ機能があります。 

 「［グラフィックス］ダイアログ」（242 ページ）参照 

●印刷の状態やメンテナンス情報を管理したい 
添付ソフトウェアの「Printianavi ネットワークマネージャ」や「E メール送信機
能」を使用すると、印刷の状態やプリンタのメンテナンス情報を、パソコン側で管
理することができます。 

 「第 12 章 プリンタ管理機能(Printianavi ネットワークマネージャ)」（269 ページ）参照 
「第 11 章 ログ機能」（253 ページ）参照 

●部単位で印刷したい 
「部単位印刷機能」を利用すると、複数部数を部単位（ソート）で印刷することができます。 

アプリケーションで部単位印刷をサポートしていない場合に、部単位での印刷が行えます。 

 「［基本設定］ダイアログ」（222 ページ）参照 

●拡大縮小印刷したい 

作成したデータを拡大または縮小して印刷することができます。 

 「［基本設定］ダイアログ」（222 ページ）参照 
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8.2 印刷手順 
アプリケーションで作成したデータを実際に印刷するときの操作について説明し
ます。印刷手順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。 

ワードパッドでデータを作成する 

［ファイル］メニューから［印刷］を選択する 

 

プリンタが正しく選択されていることを確認し、［プロパティ］をクリックする 

�クリック�
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各項目を設定し、［OK］をクリックする 

�クリック�

 

 各設定項目の詳細については、プリンタドライバの「ヘルプ」または 
「第 10 章 プリンタドライバの機能と利用方法」（219 ページ）参照 

 用紙をセットする方法については、 
「第 16 章 用紙について」（357 ページ）参照 

［OK］をクリックする 

�クリック�

 

印刷が開始されます。 

 うまく印刷できないときは、「困ったときは」（369 ページ）参照 
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8.3 プリンタの状態を見る（ポップアップ） 
Printianavi を使うと、プリンタの状態をパソコン上で見ることできます。 
Printianavi は、印刷が実行されるとプリンタのモニタを開始します。プリンタで
エラーが発生すると、エラーの内容と対処方法を、パソコンの画面にポップアップ
表示します。 

 

 Printianavi によるエラー情報をポップアップ表示にするための設定、およ
び詳細については、プリンタドライバの「ヘルプ」、または「［Printianavi］
ダイアログ」（246 ページ）参照 
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8.4 印刷を中止する 
印刷開始後（データランプ点滅または点灯）、印刷を中止する 2 つの方法を説明し
ます。 

8.4.1 パソコンの画面から中止する（双方向通信機能が有効のとき） 
パソコンから印刷を中止するときの操作は、［Printianavi］ダイアログの表示方法
の設定によって異なります。 

●ポップアップ表示のとき 

［印刷中止］をクリックする 

�クリック�

 

●エラー時ポップアップ表示または最小化のとき 

タスクトレイのアイコンをダブルクリックし、［印刷中止］をクリックする 
�ダブルクリック�

 
ガイド 
タスクトレイのアイコンを右クリックし、「印刷中止」を選択して、印刷を中止
することもできます。 
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8.4.2 オペレータパネルから中止する 
オペレータパネルでプリンタをオフライン状態に切り替えて、リセットの操作をし
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、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。 

印刷中に「オンライン」スイッチを押す 
×××××には、使用ポートが表示されます。 

�インサツチュウ　ＸＸＸＸＸ�
　　　　　　　　　　　1－Ａ4

↓「オンライン」�  
印刷中の用紙を排出し、オフライン状態になります。 

ハイシュツ　ショリチュウ�
　　　　　　　　　　　1－Ａ4　　　�

↓�

�オフライン　　　ＸＸＸＸＸ　　�

 

「リセット」スイッチを押す 
このとき「オンライン」スイッチを押すと、リセットせずに印刷を再開します。 

�ショキカ　シマスカ（Ｙ，Ｎ）？�
リセット→Ｙ　オンライン→Ｎ�

 

再度「リセット」スイッチを押す 

ショキカチュウ　　　　　　�

↓「リセット」�

 
プリンタを初期化します。 
受信データがあると、データ/排出ランプが点滅します。 
初期化が終了すると、オンライン状態に戻ります。 

ガイド 
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。 

 オペレータパネルの詳細は「第 9 章 オペレータパネルの操作」（205 ページ）

参照 
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8.5 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） 
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には、ポートを
追加する必要があります。 

ガイド 
サーバ経由での印刷に変更する場合は、共有プリンタを再インストールしてくだ
さい。 

 共有プリンタの詳細は、「第 7 章 プリンタ共有の設定」（165 ページ）
参照 

8.5.1 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。 

(1) 設定方法 

［スタート］－［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 

［ファイル］メニュー－［プロパティ］を選択する 

［詳細］タブをクリックし、「印刷先のポート」の をクリックして表示さ
れる一覧から変更するポートを選択する 
一覧から選択したら［OK］をクリックしてください。 

一覧に変更するポートがない場合や新しく追加する場合は、 に進んでください。 

�②クリック�

�①クリック�
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［ポートの追加］をクリックする 

・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 

 

ガイド 
「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とプリンタドライバのインストール」
（148 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は、「LAN ポートの追加」（193 ページ）参照 
 IPP による印刷を行いたいときは、「IPP ポートの追加」（197 ページ）参照 
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8.5.2 Windows NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003 のとき 

パソコンの OS が Windows NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003 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。 

(1) 設定方法 

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

プリンタを選択する 

・Windows NT4.0/2000 のとき 
［スタート］－［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 

・Windows XP/Windows Server 2003 のとき 
Windows XP/Windows Server 2003 の場合は、［スタート］－［プリンタと FAX］
の順に選択する 

［ファイル］メニューから［プロパティ］を選択する 

［ポート］タブをクリックし、「印刷するポート」の一覧で新しい印刷ポート
を にし、［OK］をクリックする 

一覧にポートがない場合や新しく追加する場合は、 に進んでください。 

�②選択�

�①クリック�
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［ポートの追加］をクリックする 

・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 

 

ガイド 
「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とプリンタドライバのインストール」
（148 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、［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は、「LAN ポートの追加」（193 ページ）参照 
 IPP による印刷を行いたいときは、「IPP ポートの追加」（197 ページ）参照 
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8.6 ネットワークポートの追加 
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。 
下記の方法でポートの追加を行ってください。 

Windows を起動する 
Windows NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003 の場合は、管理者権限でログオン
します。 

［スタート］－［プログラム］－［Printianavi］－［ネットワークソフトウ
ェア 2］－［Printianavi ネットワークポート管理］の順に選択する 

［ポートの追加］をクリックする 

�クリック�

 
 LAN による印刷を行いたいときは、「LAN ポートの追加」（193 ページ）参照 

 IPP による印刷を行いたいときは、「IPP ポートの追加」（197 ページ）参照 

ガイド 
Windows NT4.0 で Spooler サービスの「デスクトップとの対話をサービスに許可」
のチェックを にしている場合、以下のメッセージが表示されます。 

 
［OK］をクリックしてメッセージを閉じ、Printianavi ネットワークポート管理
を終了してください。その後、Spooler サービスの「デスクトップとの対話をサ
ービスに許可」のチェックを にし、必要な操作を行った後、再度ポートの追加
を行ってください。 

 Spooler サービスの設定方法は 
「ポートが追加できない」の〈対処〉（418 ページ）参照 
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8.6.1 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。 

接続先、ポート名を設定し［OK］をクリックする 

�①IPアドレス�
または�
ホスト名を入力�

�②ポート名を
入力�

 

①IP 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） 

②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。 

ガイド 
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。 

●ネットワーク上にあるプリンタの一覧を表示する 

［ポートの追加］ダイアログで IP アドレスを設定する際、［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［OK］をクリックすると、「接続先」に反映する
ことができます。 

�クリック�

�選択�
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●プリンタとの通信に必要な情報を設定する 

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、［ポートの追加］ダ
イアログまたは［ポートの追加］ダイアログで［オプション］をクリックし、必要
箇所を入力し［OK］をクリックします。 

③�④� ⑤�

①� ②�  

① DHCP設定プリンタのIP
アドレスを自動認識す
る 

にすると、接続先プリンタの DHCP 自動取得の設
定にあわせて IP アドレスで通信するか MAC アドレ
スが一致したプリンタと通信するかを自動判別し
ます。 
DHCP 自動取得＝設定のとき 

MAC アドレスが一致するプリンタと通信します。

DHCP による動的な IP アドレス割り当てによりプ

リンタの IP アドレスが変更されても、前回通信

したプリンタを検索し、自動的に新しい IP アド

レスで通信します。 

DHCP 自動取得＝解除のとき 
MAC アドレスの一致/不一致にかかわらず、接
続先で指定した IP アドレスで通信します。 
にすると、つねに接続先で指定した IP アドレス

で通信します。通常は にしたままで問題ありま
せんが、DHCP サーバからプリンタに割り当てる IP
アドレスを固定している場合に、MAC アドレスの一
致/不一致にかかわらず、接続先で指定した IP アド
レスで通信したいときは にしてください。 
なお、DHCP サーバからプリンタに割り当てる IP ア

ドレスを固定していない場合は、 にしないでく
ださい。 

② 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
を指定するダイアログを表示します。 

③ 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、初期設定の 9313 のままにします。 
変更する場合は、プリンタ側の設定（印刷ポート番
号）と同じ値にしてください。 
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④ プリンタタイムアウト
監視時間 

プリンタからの応答を待ち合わせる時間を 60～
7200 秒の範囲で設定します。 
初期設定は 300 秒です。 

⑤ 標準に戻す このダイアログの値を初期設定に戻します。初期設
定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 

ガイド 
･ ポートの作成時（または変更時）に接続先の IP アドレス（またはホスト名）
を［参照］から指定せず直接入力し、一度も通信を行っていない場合は、プ
リンタ側の設定が取得できないため、初回通信時は入力されたIPアドレス（ま
たはホスト名）で接続します。 

･ 「DHCP 設定プリンタの IP アドレスを自動認識する」のチェックを にして
いるとき、プリンタの DHCP 自動取得の設定が前回通信から変更されていた場
合は通信後、次回接続時から変更された設定に従って動作します。 
例） 前回接続したときは「DHCP 自動取得＝解除」だったが、今回接続した結

果「DHCP 自動取得＝設定」になっていた場合 
1 前回の通信結果から、IP アドレスで接続します。 
2 IP アドレスで接続したプリンタと通信（印刷）します。 
3 「2」で接続したプリンタの MAC アドレスを記録します。 
4 次回接続プリンタが「DHCP 自動取得＝設定」のとき 
→MAC アドレスが一致するプリンタに接続します。 

 次回接続プリンタが「DHCP 自動取得＝解除」のとき 
→IP アドレスで接続します。 

 通常の運用では問題ありませんが、プリンタの交換や他部署や他のグループ
に移動する場合に注意が必要です。 

 「プリンタを交換、または設置場所を変更する場合の注意事項」（196
ページ）参照 

・ 「ネットワークソフトウェアとプリンタドライバのインストール」より「ポ
ートの追加」を行った場合は、プリンタの追加処理ダイアログにて「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、「LAN ポートの追加」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。 
「ネットワークソフトウェアとプリンタドライバのインストール」の途中の

場合は、 （155 ページ）に進んでください。 
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●プリンタを交換、または設置場所を変更する場合の注意事項 

ネットワークに直接接続されたプリンタを交換、または他部署や他のグループに移
動した後も同じポート（Printianavi Network Port）を使用する場合は、以下の手
順で作業を行ってください。 
誤った手順で行うと、「DHCP 設定プリンタの IP アドレスを自動認識する」機能によ
り、次のような現象が発生する場合があります。 

・ 移動前に印刷を行っていたパソコンから移動したプリンタに引き続き接続してしまう 

・交換したプリンタに接続せず応答なしエラーとなる 
上記の現象が発生した場合は、ポートの接続先を再設定してください。 

【プリンタの移動手順】 

・ プリンタの IP アドレスを固定値で割り当てていた場合 

<プリンタ側の設定> 

移動するプリンタのネットワークケーブルを外す 

プリンタのオペレータパネルのメニューからＬＡＮ初期化を行う 

移動先の環境にあわせて IP アドレスを再設定する 

<パソコン側（サーバ経由の場合は共有サーバ側）の設定> 

同じIPアドレスが設定された新しいプリンタにそのまま運用を切り替える場
合は、特に必要ありません。IP アドレスの異なるプリンタに接続し直す場合
は、ポートの接続先を再設定してください。 

・ プリンタの IP アドレスを DHCP により自動取得していた場合 

<プリンタ側の設定> 

特にありません。 

<パソコン側（サーバ経由の場合は共有サーバ側）の設定> 

移動前の環境で移動プリンタに接続していたポートを削除、または新しいプリ
ンタに接続しなおす場合は、ポートの接続先を再設定してください。 

 「ポートの接続先の再設定手順」（196 ページ）参照 

【ポートの接続先の再設定手順】 

Windows を起動する 
Windows NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003 の場合は、管理者権限でログオ
ンします。 

［スタート］－［プログラム］－［Printianavi］－［ネットワークソフト
ウェア 2］－［Printianavi ネットワークポート管理］の順に選択する 
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変更するポートを選択し、［ポートの構成］をクリックする 

ガイド 
Windows NT4.0 で Spooler サービスの「デスクトップとの対話をサービスに許
可」のチェックを にしている場合、以下のメッセージが表示されます。 

 
［OK］をクリックしてメッセージを閉じ、Printianavi ネットワークポート管理
を終了してください。その後、Spooler サービスの「デスクトップとの対話をサ
ービスに許可」のチェックを にし、必要な操作を行った後、再度ポートの追加
を行ってください。 

 Spooler サービスの設定方法について 
「ポートが追加できない」の<対処>（418 ページ）参照 

［ポートの設定］ダイアログで［参照］をクリックする 

プリンタの一覧から、接続したいプリンタを選択して［OK］をクリックする 

8.6.2 IPP ポートの追加 

「IPP」を選択し、プリンタの URL を入力して［OK］をクリックする 

 「プリンタの URL 設定（IPP のみ）」（145 ページ）参照 

�②プリンタURL�
　を入力�

�①IPPを選択�

 

ガイド 
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［ネットワーク情報］［基本情報］を参照する 

・ 印刷した設定情報（設定の印刷）を参照する 

 「設定の一覧を印刷する」（67 ページ）参照 
・ Printianavi ネットワークマネージャの［詳細画面の表示］［基本情報］を参
照する 

［ポートの追加］ダイアログでは、必要に応じて次の設定を行います。 
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●プロキシサーバの設定をする 

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」を にし、［プロキシ設定］をクリックします。［プロキシ設定］ダイアログで、
プロキシサーバの設定を行ってください。 

①�

②�

③�
⑤�
④�

 

① 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。 

② 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。 

③ 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、 にすると正常に印刷できる
場合があります。 

④ 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。 

⑤ 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。 

●ポート名を変更する 

「ポート名」には、初期設定として「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） 

ガイド 
・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。 
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●オプションの設定をする 

［オプション］をクリックすると、［オプション］ダイアログが表示されます。 

①�

②�

 

 
① プリンタタイムアウト監視時間 プリンタ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 

② 標準に戻す 「プリンタタイムアウト監視時間」を初期
設定の 300 に戻します。 

ガイド 
「ネットワークソフトウェアとプリンタドライバのインストール」より「ポー
トの追加」を行った場合は、プリンタの追加処理ダイアログにて「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、「LAN ポートの追加」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。 
「ネットワークソフトウェアとプリンタドライバのインストール」の途中の場

合は、 （155 ページ）に進んでください。 

●接続の確認 

ポートの追加またはポートの設定ダイアログでは、IPP ポートの接続を確認するこ
とができます。 

ガイド 
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。 
ポートの追加ダイアログ終了後に確認を行うには、ポートの設定ダイアログを
次の手順で表示してください。 

Windows を起動する 
Windows NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003 の場合は、管理者権限でログオン
します。 

[スタート]から[プログラム][Printianavi][ネットワークソフトウェア
2][Printianavi ネットワークポート管理]の順に選択する 
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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 

�クリック�

 

［接続確認］をクリックする 
［接続確認］をクリックし、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。 

�クリック�

 

ガイド 
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 

お願い 
IPP での印刷を行う場合は、次の点にご注意ください。 
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。 



第 8章  日常の操作 

201 

8.7 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 NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003 の場合は、管理者権限でログオンし
てください。 
※ダイアログは Windows 2000 の場合です。 

ガイド 
Printianavi 印刷ログビューア/消耗品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/消耗品ログビュ
ーアも同時に削除されます。 

プリンタを選択する 

・Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 の場合 
［スタート］－［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 

・Windows XP/Windows Server 2003 の場合 
［スタート］－［プリンタと FAX］を選択し、削除するプリンタをクリックす
る 

［ファイル］メニューから［削除］を選択する 

［はい］をクリックする 

�①クリック�

 
ガイド 
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。」 

次の操作をする 

・Windows 95/98/Me/NT4.0 の場合 
Windows を再起動すればプリンタドライバの削除は終了です。第 5 章～第 7 章
の手順に従って、新しいドライバをインストールしてください。 

・Windows 2000/XP/Windows Server 2003 の場合 

引き続き ～ の操作を行います。 
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［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 

「インストールされたプリンタドライバ」リストから、 で削除したプリン
タ名を選択し、［削除］をクリックする 

�②クリック�

�①選択�

 

［はい］をクリックする 

�①クリック�

 

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。 

［システムのプロパティ］を表示する 

・Windows 2000 の場合 
［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 

・Windows XP の場合 
［スタート］－［コントロールパネル］－［プリンタとその他のハードウェア］
を開き、「関連項目」の中から［システム］をクリックする 

・Windows Server 2003 の場合 
［スタート］－［コントロールパネル］を開き、［システム］をクリックする 
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［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 

�②選択�

�①クリック�

 

［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。 

 

ガイド 
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。 
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再起動する 

・Windows 2000 のとき 
古いプリンタドライバを削除後、Windows を再起動してください。 
新しいプリンタドライバは Windows 再起動後にインストールします。 

ガイド 
プリンタをパラレルケーブル、USB ケーブルで接続しているとき、再起動後
にプラグアンドプレイによって 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。 

・Windows XP/Windows Server 2003 のとき 
新しいプリンタドライバをインストールする場合は、Windows XP/Windows  
Server2003 を再起動する前に［スタート］-［プリンタと FAX］を選択し「プ
リンタのインストール」から新しいプリンタドライバをインストールしてくだ
さい。 
その後 Windows XP/Windows Server 2003 を再起動します。 

ガイド 
新しいプリンタドライバをインストールしてから、Windows XP/Windows 
Server 2003 の再起動を行ってください。 
新しいプリンタドライバをインストールする前に、ケーブルを抜き差しした
り、Windows XP/Windows Server 2003 を再起動すると、プラグアンドプレイ
により古いプリンタドライバが自動的にインストールされる場合があります。 
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9.1 オペレータパネル 
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。 

メニュー� 設定�

リンク� エラー�データ/排出�

リセット�オンライン�

①�
③�

②�
④�

⑧�⑦� ⑨�

⑥�⑤�

▼�

▼
� ▼

�▲�

 
① メニュースイッチ プリンタをメニューモードにします。メニューモードで

は、プリンタに関する各種の設定を行います。メニュー
モードを終了するときも使用します。 

② 設定スイッチ メニューモードのときに、選択した値を有効にします。
また、印刷中止の確認など、プリンタが一時停止してい
る印刷を続行します。 
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ことを示します。

③ リンクランプ 

消灯 ネットワークと接続されていないことを示し
ます。 

④ 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。） 
プリンタの異常を知らせます。 
点灯 プリンタでエラーが発生していることを示し

ます。 

⑤ エラーランプ 

消灯 プリンタが正常に印刷できる状態であること
を示します。 

データランプは、印刷データの受信状態を次のように知
らせます。また、排出スイッチは未処理のデータがある
場合、スイッチを押すと強制的に印刷を行います。 
点灯 プリンタ内にデータが残っている場合です。 
点滅 データをパソコンから受信中です。 

⑥ データランプ／ 
排出スイッチ 

消灯 データがない状態です。 
⑦ ▲▼    

スイッチ 

メニューモードのときに、設定項目および設定値の選択
に使用します。 

オンラインランプは、プリンタが印刷できる状態かどう
かを次のように知らせます。なお、オンラインスイッチ
を押すと、｢オンライン｣｢オフライン｣が切り替わります。 
点灯 印刷できる状態、または印刷中です。 
点滅 印刷データを受信中です。 

⑧ オンラインランプ/
オンラインスイッチ 

消灯 印刷できない状態です。 
⑨ リセットスイッチ 印刷を中止します。また、テスト印刷（連続印刷）を中

断します。 

 「メニュー」「▲」「▼」「 」「 」の各スイッチについては、 
「オペレータパネルからの設定（メニューモード）」（209 ページ）参照 
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9.2 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、エラー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。 
エラーが発生すると「エラー」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。 

9.2.1 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。 

9.2.2 オンライン（印刷できる状態）時の表示内容 

印刷可能状態のときに液晶ディスプレイに表示される内容について説明します。 

●プリンタ状態�

●警告情報�

●インタフェース状態�

●動作モードの設定�

●給紙口／用紙サイズ�

オンライン　　　ハ゜ラレル　ＥＰ�
トナーロー　　　　　１－Ａ４　　� �

 

 
項目 表示内容 説明 

プリンタの状態を表示します。 
オンライン オンライン状態または印刷データを受信中です。

オフライン オフライン状態です。 
インサツチュウ 印刷を行っています。 
ジュンビ ウォームアップ中（*1）、またはクールダ

ウン中（*2）です。 

プリンタ状態 

セツデン パワーセーブ中です。 
データを受信したポート状態を表示します。 
パラレル パラレルポート経由でパソコンと通信しています。 
ＬＡＮ LAN ポート経由でパソコンと通信しています。 

インタフェー
ス状態 

ＵＳＢ USB ポート経由でパソコンと通信しています。 

*1： 電源投入時またはパワーセーブ状態からの復帰時に、定着器を暖めています。 

*2： 大量の連続印刷中に、定着器の過熱を防ぐために自動的に冷やしています。 
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項目 表示内容 説明 
プリンタの動作モードを表示します。エミュレーション設定が

「ESC/P」の場合は、Printia XL ドライバからの印刷時、動作モード

を自動で切り替えます。(初期値はエミュレーション設定「解除」) 

ＥＰ ESC/P モード 
ＨＸ HEX ダンプ印刷モード 
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 

動作モードの
設定 

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 

警告情報を表示します。 
表示なし 警告なし 
カセットカクニンｎ カセットなし状態 
MP カクニン マルチユニットなし状態 
トレイカクニン 給紙トレイの搬送部がない状態 
トナーロー トナーの残りが少なくなった状態 
トナーロー* トナーが残り少なくなった時で、かつ純正品以外

のプロセスカートリッジを使用している状態 

テイチャクキ 定着器の交換時期 
ソウチジュミョウ プリンタが寿命に達した状態 

警告情報 

トナーコウカン 純正品以外のトナー検出 
印刷中の給紙口と用紙サイズを表示します。 
【給紙口】 
１ 給紙カセット１から、給紙、印刷中です。 
２ 給紙カセット２から、給紙、印刷中です。 
３ 給紙カセット３から、給紙、印刷中です。 
Ｍ- MP カセット/給紙トレイから、給紙、印刷

中です。 
Ｍ* 給紙トレイ（ダイアル設定）から給紙、印

刷中です。 
【用紙サイズ】 
Ａ３ A3 用紙を給紙、印刷中です。 
Ａ４ A4 用紙を給紙、印刷中です。 
Ａ５ A5 用紙を給紙、印刷中です。 
Ｂ４ B4 用紙を給紙、印刷中です。 
Ｂ５ B5 用紙を給紙、印刷中です。 
ＬＧＬ リーガル用紙を給紙、印刷中です。 
ＬＴＲ レター用紙を給紙、印刷中です。 
ハガキ 官製はがきを給紙、印刷中です。 
フテイ ユーザ定義サイズの用紙を給紙、印刷中です。

給紙口／用紙
サイズ 

フテイＬ 長尺紙を給紙、印刷中です。 
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9.3 オペレータパネルからの設定（メニューモード） 
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、メニューモードで行います。 

 メニューモードで設定できる項目（レベルおよび設定値）は、 
「メニューモードの項目一覧」（211 ページ）参照 

9.3.1 基本的な操作 

メニューモードに入るときは、「メニュー」スイッチを押します。 
メニューモードを終了させるには、「メニュー」または「オンライン」スイッチを
押します。 

メニュー� 設定�

リンク� エラー�データ/排出�

リセット�オンライン�

▼�
▼
� ▼

�▲�

メニュー� 設定�

リンク� エラー�データ/排出�

リセット�オンライン�

▼�

▼
� ▼

�▲�

「メニュー」� 「メニュー」または�
「オンライン」�

オンライン�

メニュー　　　　　　　　　　�
　システム　インサツ　　▼�

 

メニューモードでは、目的の設定値を上位のレベルから順に選んで表示し、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。 

ガイド 
プリンタがオフライン状態、オンライン状態のいずれの場合も、「メニュー」ス
イッチを押せばメニューモードに移行します。ただし、印刷の途中（データラ
ンプ点灯中）は、メニューモードに入ることはできません。電源を入れてから
しばらく経っている場合、オペレータパネルに「セツデン」と表示されること
がありますが、メニューモードに入れます。 
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メニューモードでは、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。 
「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。 
 

メニュー�
　システム　インサツ　▼�

メニュー�
  ショキ　セッテイ　　▼�

  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�

メニュー�
  インサツ　セッテイ�　▼�

↓「設定」�

「▼」↓↑「▲」�

「  」�
→�
←�
「　」�
�

「  」�
→�
←�
「　」�
�

 

●スイッチの使い分けと設定例 
「 」「 」スイッチをカーソルの移動に使用している場合は、設定値は「▼」「▲」
スイッチを使用します。 
IP アドレスの設定を以下に示します。 

「 」「 」スイッチで、設定するブロックにカーソルを移動します。 

　ＩＰアト゛レス� �*　　０．　　０．　　０．　　０  �   

↓「  」「  」�

 

「▲」（加算）、「▼」（減算）スイッチで値を設定します。 

　ＩＰアト゛レス� �
  １９２．　　０．　　０．　　０　� 

↓「▲」「▼」�

 

各ブロックの設定が終わったらカーソルを左端に移動し、「設定」スイッチを
押します。 

　ＩＰアト゛レス� �
＊１９２．１６８．　０．　１０�

↓「設定」�

 

 「メニュー」スイッチ、または「オンライン」スイッチを押す 

●プリンタのリセット 
プリンタは、「IP アドレス設定」および「LAN 設定」内の設定値を変更し、「メニュ
ー」スイッチまたは「オンライン」スイッチでメニューモードを終了した場合にリ
セットされます。 

●テスト印刷(連続印刷)の終了 
「テスト印刷」の連続印刷は、「リセット」スイッチを押すと終了します。 
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9.3.2 メニューモードの項目一覧 

メニュー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設定を示します。 

 各項目の設定方法については、 
「オペレータパネルからの設定（メニューモード）」（209 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〕 
設定の印刷     現在のプリンタの設定内容

を印刷します。 
HEX ダンプ
印刷（*4） 

    ヘキサダンプ形式で印刷し
ます。 

格子連続
1 

格子を 600dpi で連続で印刷
します。 

格子連続
2 

格子を 300dpi で連続で印刷
します。 

格子連続
3 

格子を 1200dpi で連続で印
刷します。 

システム 
印刷 

テスト印刷    

ESC/P 
印刷（*4） 

ESC/P モードで使用する文
字をエミュレーション解像
度でテスト印刷します。 

* 設定 IP アドレス、サブネットマ
スク、ゲートウェイを DHCP
により自動取得します。 

 DHCP 
自動取得 

 解除 IP アドレス、サブネットマ
スク、ゲートウェイを DHCP
により自動取得しません。 

 IP アドレス 
(*2) 
XXX.XXX. 
XXX.XXX 

  IP アドレスを設定します。 

 サブネット
マ ス ク 
(*2) 
XXX.XXX. 
XXX.XXX 

  サブネットマスクを設定し
ます。 

IPアドレス
設定(*1) 

 ゲートウェ
イ (*2) 
XXX.XXX.XX
X.XXX 

  ゲートウェイを設定します。 
ゲートウェイを使用しない
場合は、0.0.0.0 に設定して
ください。 

MACアドレス   表示 MAC アドレスを表示します。 
* 自動 自動検出して動作します。 
 100Mbps
フル 

100Mbps(Full)で動作しま
す。 

 100Mbps
ハーフ 

100Mbps(Half)で動作しま
す。 

初期設定 

LAN 設 定
（*1） Ethernet

タイプ（*9） 
 

 10Mbps 10Mbps で動作します。 
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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〕 

* 有効 TCP/IP を有効にします。 TCP/IP 
プロトコル 

 
 無効 TCP/IP を無効にします。 

印刷ポート
番号 

 XXXX 印刷を行うときに使用する
ポート番号を設定します。 
［1～65535（初期設定：9313）］

LAN 設 定
（*1） 

ポート番号 

検索ポート
番号 

 XXXX ネットワーク内のプリンタ
を検索するときに使用する
ポート番号を設定します。 
［1～65535（初期設定：9313）］ 

* 設定 双方向インタフェースを有
効にします。 

双方向 
モード 

 解除 双方向インタフェースを無
効にします。 

* 有効 INIT 信号を受信したときの
初期化動作を有効にします。 

INIT 受信 

 無効 INIT 信号を受信したときの
初期化動作を無効にします。 

パラレルポ
ート設定 

タイムアウト

時間 

 XX 秒 一定時間印刷しなかった場
合に、他のポートからの印刷
を可能にするときのタイム
アウト時間を設定します。 
［10～3600 秒（初期設定：
30 秒）］10 秒単位 

* 設定 双方向インタフェースを有
効にします。 

双方向 
モード 

 解除 双方向インタフェースを無
効にします。 

ポート設定 

USB ポート
設定 

タイムアウト

時間 

 XX 秒 一定時間印刷しなかった場
合に、他のポートからの印刷
を可能にするときのタイム
アウト時間を設定します。 
［10～3600 秒（初期設定：
30 秒）］10 秒単位 

LAN 初期化    LAN に関する設定値を工場
出荷時の値に戻します。 

初期設定 

管理／ 
初期化 

設定初期化    すべての設定値を工場出荷
時の値に戻します。 
（LAN に関する設定を除き
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〕 

* 1 分 
 15 分 
 30 分 

節電時間  

 60 分 

設定した値が経過すると、節
電モードで設定したモード
に遷移します。 

* 設定 エラー時にブザーを鳴動さ
せます。 

ブザー  

 解除 エラー時にブザーを鳴動さ
せません。 

* 設定 スイッチを押したときに、タ
ッチ音を鳴らします。 

タッチ音  

 解除 スイッチを押したときに、タ
ッチ音を鳴らしません。 

印字濃度調整   XX 印字濃度を設定します。 
0～15（初期値：8） 

主走査方向
位置 

  XX.Xmm ［-3.5～3.5mm］0.5mm 単位 
スキャンする方向（横ライ
ン）の位置を調整します。 
（初期値：0.0） 

副走査方向
位置 

  XX.Xmm ［-3.5～3.5mm］0.5mm 単位 
紙送り方向（縦ライン）の位
置を調整します。 
（初期値：0.0） 

* 解除 プリンタを XL ドライバモー
ドで動作させます。 

初期設定 その他の 
設定 

エミュレー
ション設定 

 

 ESC/P プリンタを ESC/P エミュレーシ

ョンモードで動作させます。 

* カセット
1 

2 段目の給紙ユニットから
給紙します。 

 カセット
2(*3) 

3 段目の給紙ユニットから
給紙します。 

 カセット
3(*3) 

4 段目の給紙ユニットから
給紙します。 

給紙口   

 MP/給紙 
トレイ 

1 段目の給紙ユニットから
給紙します。 

MP/キュウ
シトレイ 

* 有効 自動給紙を行います。 

カセット 1 

カセット 2 
（*3） 

印刷設定 

自動給紙 
設定 

カセット 3 
（*3） 

 

 無効 自動給紙を行いません。 
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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〕 

* OFF MP カセットをセットしてい
て、はがきに印刷しない場合
に設定します。 

MP ハガキ 

モード（*10） 
  

 ON MP カセットをセットしてい
て、はがきに印刷する場合に
設定します。 

* 定型 設定の印刷およびエミュレーシ

ョン印刷時に定形の用紙に印刷

する場合に設定します。 

MPカセット
モード（*7） 

  

 不定形 設定の印刷およびエミュレ
ーション印刷時に不定形の
用紙に印刷する場合に設定
します。 
設定の印刷を行う場合には
不定形サイズは以下の範囲
で設定してください。 
幅 ：148～297mm 
長さ ：210～420mm 

* A4 A4 サイズに設定します。 
 B5 B5 サイズに設定します。 
 A5 A5 サイズに設定します。 
 リーガル リーガルサイズに設定します。

 レター レターサイズに設定します。 
 ハガキ はがきサイズに設定します。 
 不定形 ユーザ定義サイズに設定し

ます。このときの用紙サイズ
は、「不定形サイズ」の「不
定形幅」および「不定形長さ」
で設定します。 

 A3 A3 サイズに設定します。 

給紙トレイ
用紙サイズ
（*8） 

  

 B4 B4 サイズに設定します。 
不定形幅   XXXmm 給紙トレイにセットする不

定形用紙の横の長さを指定
します。 
［100～＊297mm］1mm 単位 

不定形 
サイズ 

不定形長さ   XXXmm 給紙トレイにセットする不
定形用紙の縦の長さを指定
します。 
［148～420mm（初期設定：
420mm）］ 

* 解除 シ ス テム印刷時および
ESC/P 印刷時に両面印刷を
行いません。（片面印刷） 

印刷設定 

両 面 印 刷
(*5) 

  

 設定 シ ス テム印刷時および
ESC/P 印刷時に両面印刷を
行います。 
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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〕 

* 縦 用紙の短い辺に対して平行
に印刷します。上端/左端の
余白は固定になります。 

 縦余白 用紙の短い辺に対して平行に印

刷します。縦余白設定で設定し

た余白を付けて印刷します。 
 横 用紙の長い辺に対して平行

に印刷します。上端/左端の
余白は固定になります。 

印 刷 方 向
(*4)  

 

 

 横余白 用紙の長い辺に対して平行に印

刷します。横余白設定で設定し

た余白を付けて印刷します。 
* 100% 縮小せずに印刷します。 
 75% 75%に縮小して印刷します。
 70% 70%に縮小して印刷します。
 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します。

縮 小 印 刷
(*4) 

  

 リスト印
刷 B4 

ストックフォーム用の印刷
データを B4 用紙に横方向で
印刷します。 

コピー枚数
(*4) 

   xxx 枚 印刷する部数を設定します。
[＊1～999 枚] 

* 長辺綴じ 長辺側を綴じしろとします。綴じしろ 
方向(*4) 

  
 短辺綴じ 短辺側を綴じしろとします。
* 左/上綴じ 左側，または上側を綴じます。綴じしろ 

モード(*4) 
  

 右/下綴じ 右側，または下側を綴じます。

表   xxmm ××mm 表面の綴じしろ量を
設定します。 
[＊0～30mm]1mm 単位 

綴じしろ量
(*4) 

裏(*5)   xxmm ××mm 裏面の綴じしろ量を
設定します。 
[＊0～30mm]1mm 単位 

* 設定 印刷結果を滑らかにします。スムージング

(*4) 
  

 解除 印刷結果を滑らかにしませ
ん。 

* 解除 トナーを節約しません。 トナーセーブ

(*4) 

  
 設定 トナーを節約します。 
* 解除 データのないページを印刷

しません。 
データなし
印刷(*4) 

  

 設定 データのないページを印刷
します。 

* 解除 タイマー監視印刷を行いま
せん。 

 30 秒 監視時間を 30 秒にします。

印刷設定 

タイマー 
監 視 印 刷
(*4) 

  

 10 秒 監視時間を 10 秒にします。
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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〕 

* カタカナ カタカナコード表(440 ページ)

を使用します。 
文字コード   

 グラフィ
ック 

拡張グラフィックコード表(440

ページ)を使用します。 
* 8.5mm 印刷開始位置を用紙の上辺

から 8.5mm に設定します。 
給 紙 位 置
(*6) 

  

 22mm 印刷開始位置を用紙の上辺
から 22mm に設定します。 

* 用紙幅 用紙幅に合わせて右マージ
ンを設定します。右マージン
は，使用する用紙サイズの印
刷領域の右端までです。 

右マージン
位置 

  

 136 桁 用紙サイズに関係なく 136
桁(13.6 インチ)に設定しま
す。用紙幅が 136 桁に満たな
い場合，印刷領域を越えた部
分は印刷されません。 

* ローマン ANK 文字の書体をローマンにしま

す。 
ANK 文字   

 サンセリフ ANK 文字の書体をサンセリフにしま

す。 

* 明朝 漢字の書体を明朝体にします。漢字書体   
 ゴシック 漢字の書体をゴシック体に

します。 
* CR のみ CR 動作（復帰のみ）を行い

ます。 
CR コード   

 CR&LF CR 動作（復帰）と LF 動作（改
行）を行います。 

縦上端余白   ××.×mm 縦印刷のときの上端余白を
設定します。[＊給紙位置
(*6)～50.0mm]0.1mm 単位 

縦余白設定 

縦左端余白   ××.×mm 縦印刷のときの左側余白を
設 定 し ま す 。 [*5.0 ～
50.0mm]0.1mm 単位 

横上端余白   ××.×mm 横印刷のときの上端余白を
設定します。[＊給紙位置
(*6)～50.0mm]0.1mm 単位 

横余白設定 

横左端余白   ××.×mm 横印刷のときの左側余白を
設 定 し ま す 。 [*5.0 ～
50.0mm]0.1mm 単位 

縦印字位置   ××.×mm 印刷時の縦印字位置を設定
します。[-30.0mm～30.0mm
（初期値:0mm）0.1mm 単位 

EP モード 
設定(*4) 

印字位置 
調整 

横印字位置   ××.×mm 印刷時の横印字位置を設定
します。[-30.0mm～30.0mm
（初期値:0mm）]0.1mm 単位
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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〕 

印刷枚数    XXXXX ペ
ージ 

総印刷枚数を表示します。
（10 進法表示） 

メモリ容量    XXMB 標準メモリおよび増設メモリ
の合計のメモリ容量を表示し
ます。（10 進法表示） 

ROM 版数    Ver 
XX.XX 

プリンタのファームウェアの
版数を表示します。 
（10 進法表示） 

エ ン ジ ン
ROM 版数 

   Ver X.XX プリンタのハードウェア制御
プログラムの版数を表示しま
す。（10 進法表示） 

エンジン 
ステータス 

   STATUS 
XX=XX 

サービス員がメンテナンスの
ために使用する装置情報で
す。（16 進法表示） 

NV コード    XX=XX サービス員がメンテナンスの
ために使用する装置情報で
す。（16 進法表示） 

カートリッ
ジステータ
ス 

   XX=XX サービス員がメンテナンスの
ために使用する装置情報で
す。（16 進法表示） 

装置 
ステータス 

   XX=XXXXX
XXX 

サービス員がメンテナンスの
ために使用する装置情報で
す。（16 進法表示） 

LAN 
ステータス 

   a.bbbb.c
ccc.dd 

LAN の通信状態を表示します。 

 「ソフトウェアに関
するトラブルシュ
ーティング」（401
ページ）参照 

 IP アドレ

ス 
現在の IP アドレスを表示し
ます。 

 サブネッ
トマスク

現在のサブネットマスクを表
示します。 

IPアドレス
表示 

  

 ゲート 
ウェイ 

現在のゲートウェイを表示し
ます。 

* OFF 

保守メニュ
ー 

ソフト 
スイッチ 

ソフト 
ス イ ッ チ
X-X 

 
 ON 

サービス員がメンテナンスの
ために使用する装置情報で
す。 
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*1 ：「TCP/IP プロトコル」が「無効」のときは、表示されません。 

*2 ：「DHCP 自動取得」が「設定」のときは、表示されません。 

*3 ：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。 

*4 ：「エミュレーション設定」で「解除」を選択している場合は、表示されませ
ん。 

ガイド 
アプリケーションで PrintiaXL ドライバを使用して印刷する場合には、オペレ
ータパネルの設定は無効になります。アプリケーション側で設定してください。 

 「プリンタドライバで設定できる内容」（221 ページ）参照 

*5 ：両面ユニット（オプション）を取り付けているとき表示されます。 

*6 ：給紙位置が余白の最小値となります。 

*7 ：MP カセットを使用しているときのみ表示されます。 

*8 ：給紙トレイ（オプション）を使用しているときのみ表示されます。 

*9 ：Ethernet タイプを設定した場合、電源を切断して、数秒経過後に再び投入し
てください。 

*10 ：MP カセットを使用しているときのみ表示されます。プリンタ本体は、A5 以
下の用紙サイズを認識できません。このため、はがきを印刷する場合には必
ず設定を［ON］にし、A5 サイズの用紙に印刷する場合は、必ず設定を［OFF］
にしてください。 
MP カセットに、はがきおよび A5 サイズの用紙をセットする方法は 

 「MP カセットにはがきをセットする」（60 ページ）参照 

 「MP カセットに A5 サイズの用紙をセットする」（62 ページ）参照 



第 10 章 
プリンタドライバの機能と

利用方法 

この章では、プリンタドライバの詳細と機能の利用方法
について説明しています。 

10.1 プロパティの開きかた.................... 220 
10.1.1 アプリケーションソフトから開く......... 220 
10.1.2 ［プリンタ］フォルダから開く ........... 220 

10.2 プリンタドライバで設定できる内容........ 221 
10.2.1 ［基本設定］ダイアログ ................. 222 
10.2.2 ［便利な機能］ダイアログ ............... 233 
10.2.3 ［グラフィックス］ダイアログ ........... 242 
10.2.4 ［印刷オプション］ダイアログ ........... 243 
10.2.5 ［装置オプション］ダイアログ ........... 245 
10.2.6 ［Printianavi］ダイアログ .............. 246 
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10.1 プロパティの開きかた 
印刷に関する設定は、プリンタドライバのプロパティを開いて変更します。 
プロパティの開きかたには、次の 2種類があります。 

10.1.1 アプリケーションソフトから開く 
通常の印刷時はこの方法を使います。 
操作方法はアプリケーションによって異なりますが、標準的な開きかたは、次のと
おりです。 

［ファイル］メニューから［印刷］を選択する 

［印刷］ダイアログを表示させ、［プロパティ］をクリックする 

10.1.2 ［プリンタ］フォルダから開く 
［プリンタ］フォルダから開いて設定を行うと、その設定値はアプリケーションか
らプリンタのプロパティを開いたときの初期設定となります。 

●Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 の場合 

［スタート］－［設定］－［プリンタ］の順に選択する 

使用するプリンタのアイコンを選択し、［ファイル］－［プロパティ］の順に選択する 

プリンタのプロパティを表示する 
・Windows 95/98/Me のとき 
［プロパティ］をクリックする 

・Windows NT4.0 のとき 
［ドキュメントの既定値］をクリックする 

・Windows 2000 のとき 
［印刷設定］をクリックする 

●Windows XP/Windows Server 2003 の場合 

［スタート］－［プリンタと FAX］を選択する 

［プリンタと FAX］フォルダから、使用するプリンタアイコンを選択し、［フ
ァイル］－［プロパティ］の順に選択し、［印刷設定］をクリックする 
ガイド 
OS が Windows NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003 で［装置オプション］
［Printianavi］ダイアログを開くときは、次の操作をします。 
・Windows NT4.0/2000 のとき 
①［スタート］－［設定］－［プリンタ］の順に選択する 
②使用するプリンタのアイコンを右クリックし、［プロパティ］をクリックする 

・Windows XP/Windows Server 2003 のとき 
①［スタート］－［プリンタと FAX］を選択する 
②使用するプリンタのアイコンを右クリックし、［プロパティ］をクリックする 



第 10 章  プリンタドライバの機能と利用方法 

221 

10.2 プリンタドライバで設定できる内容 
プリンタドライバで設定できる内容の概要と、詳しく説明している参照先を以下に
示します。 

●基本設定 

用紙サイズや種類、印刷の向き等の用紙に関する設定や、給紙、部単位印刷に関す
る設定を行います。 

 「［基本設定］ダイアログ」（222 ページ）参照 

 「任意のサイズを設定する」（226 ページ）参照 

 「はがきに印刷する」（227 ページ）参照 

 「拡大／縮小印刷」（229 ページ）参照 

 「複数部数／部単位印刷」（231 ページ）参照 

●便利な機能設定 

N-up や両面印刷に関する設定を行います。 

 「［便利な機能］ダイアログ」（233 ページ）参照 

 「N-up 印刷」（234 ページ）参照 

 「両面印刷」（235 ページ）参照 

●グラフィックス設定 

解像度やディザパターン、トナーセーブに関する設定を行います。 

 「［グラフィックス］ダイアログ」（242 ページ）参照 

●印刷オプション設定 

スプールに関する設定、プロテクトモード印刷など、印刷に関する設定を行います。 

 「［印刷オプション］ダイアログ」（243 ページ）参照 

●装置オプション設定 

オプションの取り付け状態に関する設定を行います。 

 「［装置オプション］ダイアログ」（245 ページ）参照 

●Printianavi に関する設定 

Printianavi に関するダイアログの表示方法の設定を行います。 

 「［Printianavi］ダイアログ」（246 ページ）参照 
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10.2.1 ［基本設定］ダイアログ 

印刷についての基本的な設定を行います。 

①�
②�

③�

④�
⑤�
⑥�
⑦�

⑧�
⑨�
⑩�

 

① 用紙サイズ 
(初期設定：A4) 

アプリケーションで設定した用紙サイズを選択します。 

をクリックし、表示されるリストから選択します。 
・ユーザ定義サイズ 
定型用紙以外のサイズに印刷するときは、［ユーザ定
義サイズ］を選びます。 

 ユーザ定義サイズの設定方法については、 
「任意のサイズを設定する」（226 ページ）参照 

② 拡大縮小 
(初期設定：等倍) 

アプリケーションで作成したデータを、出力する用紙サ
イズに拡大／縮小して印刷する場合に設定します。 

 拡大／縮小印刷については、 
「拡大／縮小印刷」（229 ページ）参照 

③ 用紙方向 
(初期設定：縦) 

印刷する用紙の方向を縦／横で選択します。 

④ 用紙種類 
(初期設定：普通紙)

印刷する用紙の種類を選択します。 
・［用紙サイズ］ではがきを選択した場合、本設定は「厚
紙」固定になります。 
・［用紙種類］で OHP を選択したときは、「自動給紙」「マルチ

ユニット」「カセット 1」のみ選択可能になります。 
⑤ 給紙方法 

(初期設定：自動給紙)

印刷するときの給紙口を選択します。 
「自動給紙」を選択すると、［用紙サイズ］で指定した
サイズの用紙がセットされている給紙口を自動的に選
んで印刷します。 
次の場合、本設定はマルチユニット（*1）固定となります。 
・［用紙サイズ］ではがき、ユーザ定義サイズ、長尺紙
を選択した場合 
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⑥ 部数 
(初期設定：1) 

印刷する部数を 1～999 で設定します。 

⑦ 部単位に印刷す
る 

(初期設定： ) 

2 部以上印刷する場合に、1 部ごとにまとめて印刷した
いときに にします。 

 複数部数・部単位印刷については、 
「複数部数／部単位印刷」（231 ページ）参照 

⑧ ［プリンタ状態
表示］ボタン 

Printianavi を使用してプリンタの状態を確認すること
ができます。プロパティの双方向通信機能が無効の場合
はグレイアウトされます。 

 表示内容については、 
「プリンタの状態表示」（224 ページ）参照 

⑨ ［ヘルプ］ボタン オンラインヘルプを表示します。 
⑩ ［標準に戻す］ 

ボタン 
［基本設定］ダイアログで設定した内容をすべて初期設
定に戻します。 

*1：MP カセット、給紙トレイ（オプション）が装着されているユニットです。 
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(1) プリンタの状態表示 

［基本設定］ダイアログで［プリンタ状態表示］をクリックすると、プリンタの状
態を確認することができます。 

●画面の説明 

［簡易表示］、［詳細表示］をクリックすると画面が切り替わります。 

・［簡易表示］と［詳細表示］の切り替え 

仮仮①�

②�

③�

③�

④�

④�

⑤�

⑥�

⑦�

 

① プリンタ装置サマリ プリンタ状態を示すビットマップ、プリンタメモリ、
オプションを表示します。 

② ステータスアイコン
（詳細） 

現在のプリンタの状態をアイコンで表示します。 

 アイコンの表示内容については、「●詳細表示
アイコンの種類と意味」（225 ページ）参照 

③ プリンタ名 プリンタ名を表示します。 
④ プリンタ状態メッセ

ージ 
現在のプリンタの状態をメッセージで通知します。 

⑤ プリンタ情報 プリンタモデル名、ファームのバージョンを表示しま
す。 

⑥ 給紙口情報リスト 給紙口の情報、印刷枚数を表示します。 
⑦ ステータスアイコン

（簡易） 
現在のプリンタの状態をアイコンで表示します。 

 アイコン表示内容については、「●簡易表示ア
イコンの種類と意味」（225 ページ）参照 
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●詳細表示アイコンの種類と意味 

ステータスアイコン 

 
情報あり 

(青) 
通信中 

 
オンライン 

 
印刷中 

 
警告 

（黄色） 
トナー少 

（暗い赤） 
カートリッジエラ

ー 

 
紙詰まり 

 
ハードエラー 

 
カセットエラー 

 
用紙なし 

(暗い赤) 
通信エラー 

 
カバーオープン 
その他のエラー 

－ － － 

給紙情報 

（黒） 
用紙あり 

（黄色） 
用紙残量少し 

（暗い赤色） 
用紙なし 

（暗い赤色） 
カセットエラー 

（グレー） 
情報未取得 

－ － － 

●簡易表示アイコンの種類と意味 

ステータスアイコン 

 
情報あり 

(青) 
通信中 

 
オンライン 

 
印刷中 

 
警告 

 
トナー少 

 
カートリッジエラ

ー 

 
紙詰まり 

 
ハードエラー 

 
カセットエラー 

 
用紙なし 

(暗い赤色) 
通信エラー 

 
カバーオープン 
その他のエラー 

－ － － 
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(2) 任意のサイズを設定する 

定形用紙でない（［用紙サイズ］にない）用紙サイズを、［ユーザ定義サイズ］また
は［長尺紙］として設定することができます。 
設定できる範囲は次のとおりです。（0.1mm 単位） 

・ユーザ定義サイズ 
 幅 ：1000～2970（100～297mm） 
 長さ：1480～4200（148～420mm） 

・長尺紙 
 幅 ：2970（297mm）固定 
 長さ：4201～9000（420.1～900mm） 

ガイド 
・ユーザ定義サイズ、長尺紙に印刷する場合、オプションの給紙トレイを取り
付けてください。 

・プリンタドライバおよびオペレータパネルで設定した用紙のサイズと、実際
に使用する用紙のサイズは、必ず一致させてください。異なるサイズの用紙
に印刷した場合、プリンタが故障する恐れがあります。 

設定する操作は次のとおりです。 

［基本設定］ダイアログの［用紙サイズ］リストから、［ユーザ定義サイズ］
または、［長尺紙］を選択する 

用紙の幅と長さを入力し、［OK］をクリックする 

�入力�

�クリック�  

ガイド 
定形用紙と同一のサイズを設定した場合は、自動的に定形サイズに切り替わりま
す。 
  例：幅 2970(297mm)、長さ 4200(420mm)→用紙サイズ A3 
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(3) はがきに印刷する 

はがきはマルチユニットに装着された、MP カセットまたは給紙トレイ（オプション）から印

刷します。 

●MP カセットから印刷する場合 

MP カセットからはがきを印刷する方法について説明します。 
MP カセットからはがきに印刷する場合、用紙をセットした後に、オペレータパネル
の設定が必要になります。 

 用紙をセットする手順およびオペレータパネルの設定の詳細は、 
「MP カセットにはがきをセットする」（60 ページ）参照 

MP カセットにはがきをセットする 

ガイド 
MP カセットにはがきをセットする手順は、給紙カセットに用紙をセットする手順
と同じです。 

オペレータパネルの「メニュー」スイッチを押し、メニューモードにする 

［印刷設定］-［MP ハガキモード］の順に選択し、MP ハガキモードを「ON」に
する 

プリンタドライバの［基本設定］ダイアログで用紙サイズを「はがき」に設定
する 

�選択�

 

［OK］をクリックし、印刷を実行する 
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●給紙トレイ（オプション）から印刷する場合 

給紙トレイからはがきを印刷する方法について説明します。 

 給紙トレイを取り付ける方法の詳細は、 
「給紙トレイを取り付ける」（80 ページ）参照 

給紙トレイを装着し、設定ダイヤルを「官製はがき」に合わせる 

プリンタドライバの［基本設定］ダイアログで用紙サイズを「はがき」に設定
する 

�選択�

 

［OK］をクリックし、印刷を実行する 
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(4) 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。 
画面は、Windows 98 の場合です。 

①�

②�

  
① 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。 

② 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。 
拡大縮小の設定を行うと、［基本設定］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。 

ガイド 
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／縮小することもできます。 

 「イメージサイズの調整」（233 ページ）参照 
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●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 －A4 サイズのデータを B4 サイズに拡大して印刷－ 

B4

125％拡大�

A4

データ� 出力用紙�

 

 

このようなときは、次の設定をします。 
用紙サイズ ・Windows 95/98/Me の場合 

 「A4（210×297mm）」を選択します。 
・Windows NT4.0/2000/XP/Windows Server 
2003 の場合 
 「A4」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 サイズのデータを A4 サイズに縮小して印刷－ 

B4

80％縮小�

A4

データ� 出力用紙�

 

このようなときは、次の設定をします。 
用紙サイズ ・Windows 95/98/Me の場合 

「B4（257×364mm）」を選択します。 
・Windows NT4.0/2000/XP/Windows Server 
2003 の場合 
「B4（JIS）」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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(5) 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。 
部単位印刷を行うときは、［装置オプション］ダイアログの「部単位印刷機能」で
「使用する」を選択し、［基本設定］ダイアログで「部数」と「部単位に印刷する」
を指定します。 

 部単位印刷を行うときの条件は、 
「●部単位印刷機能を使用するときの条件」（232 ページ）参照 

●［装置オプション］ダイアログ 

Windows 95/98/Meのとき� Windows NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003のとき�

①�

 

① 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。 

●［基本設定］ダイアログ 

①�
②�

 

① 部数 印刷する部数を、1～999 部の範囲で指定します。 
② 部単位に印刷する 部単位で印刷する場合に にします。 
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●部単位印刷機能を使用するときの条件 

部単位印刷機能をサポートしていない使用環境では、「部単位に印刷する」を に
しても部単位印刷が行われない場合があります。プリンタでの部単位印刷機能が使
用できない場合は、アプリケーションの印刷メニューにある部単位印刷を使用して
ください。部単位印刷機能が使用できる条件は以下のとおりです。 

・標準メモリの場合 
印刷環境 ・  Windows 95/98/Me から、サーバを経由して

Windows NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003 の
印刷環境を利用するとき 

・  Windows NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003 か
ら直接印刷するとき 

プリンタのプロパティの
設定 

・Windows 2000/XP/Windows Server 2003 のとき 
プロパティの双方向通信機能を有効にして［詳細
設定］ダイアログで「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」を選
択している場合 

・Windows NT4.0 のとき 
プロパティの双方向通信機能を有効にしてプリ
ンタのプロパティの［スケジュール］ダイアログ
で「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」を選択している場合 

部単位印刷を実行すると、プリンタの液晶ディスプレイに「メモリ  フソク  1
ブ  インサツ→セッテイ」と表示された後、「設定」スイッチを押す、または３
秒経過すると印刷が開始されます。なお、印刷速度はメモリを増設したときより
遅くなります。 

・増設メモリ搭載の場合 
64MB 以上のメモリを増設している場合は、プリンタの部単位印刷機能を使用する
ことができます。 

 双方向通信機能を有効にする方法は 
「Printianavi のメッセージが表示されない」（411 ページ）参照 
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10.2.2 ［便利な機能］ダイアログ 
印刷するページの N-up および片面／両面印刷に関する設定を行います。 

①�

②�

③�④�
⑤�
⑥�

 

① N-up 
（初期設定：1up） 

1 枚の用紙に割り付けるページ数を選択します。 
1、2、4、8、16up の 5 種類の設定ができます。 
・［詳細設定］ボタン 

割り付けたページ数に対してページ配置の設定を行います。

※「用紙サイズ」で「ユーザ定義サイズ」「長尺紙」を
選択した場合、本設定は「1-up」固定となります。 

 N-up 印刷については、「N-up 印刷」（234 ページ）参照 
② 印刷面 

（初期設定：片面） 
両面印刷やとじしろ位置を設定します。 
・［詳細設定］ボタン 
選択した印刷に対し、とじしろ量や白紙印刷等の設
定を行います。 
「用紙サイズ」で「ユーザ定義サイズ」「長尺紙」「は
がき」を選択した場合、本設定は「片面」固定とな
ります。 
［基本設定］ダイアログの「用紙種類」で「厚紙」、
「OHP フィルム」を選択した場合、本設定は「片面」
固定となります。 

 両面印刷については、「両面印刷」（235 ページ）参照 
③ イメージサイズの

調整 
(初期設定：100) 

用紙サイズを変更せずに、イメージを拡大縮小する場
合の倍率を設定します。とじしろの設定などでイメー
ジがうまく収まらなくなったときの調整に使うことが
できます。 

④ ［プリンタ状態表示］

ボタン 

Printianavi を使用してプリンタの状態を確認するこ 
とができます。プロパティの双方向通信機能が無効の
場合はグレイアウトされます。 

 状態を確認する画面については、 
「プリンタの状態表示」（224 ページ）参照 

⑤ ［ヘルプ］ボタン オンラインヘルプを表示します。 
⑥ ［標準に戻す］ 

ボタン 
［便利な機能］ダイアログで設定した内容をすべて初
期設定に戻します。 
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(1) N-up 印刷 

［便利な機能］ダイアログの「N-up」で 1枚に割り付けるページ数を設定します。 

［便利な機能］ダイアログの「N-up」で 1枚に割り付けるページ数を設定する 

［詳細設定］をクリックし、ページ配置等を設定する 

①�

②�

③�

④�

 

① N-up 
（初期設定：1up） 

［便利な機能］ダイアログの N-up で選択した内容が
表示されます。この画面での変更もできます。 

② ページ配置 
（初期設定：グレイアウト）

割り付けたページをどのような順序で配置するか選
択します。［印刷方法］（縦・横）と［N-up］によっ
て、選択できるページ配置が変わります。 

③ ページ枠を付ける 
(初期設定：チェックなし)

割り付けたページの周囲に枠線を印刷する場合にチ
ェックします。 

④ ［標準に戻す］ボタン ［N-up の詳細設定］ダイアログで設定した内容をす
べて初期設定に戻します。 
このとき、［便利な機能］ダイアログの「N-up」で設
定した値も初期設定に戻ります。 

［OK］をクリックする 

［OK］をクリックして［便利な機能］ダイアログを閉じる 

印刷を実行する 
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(2) 両面印刷 

両面印刷を行うときの条件、設定手順について説明します。 

●両面印刷のときの条件 

・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」「長尺紙」）、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)の取り付けが必要です。 

 両面ユニットの取り付け手順については、 
「両面ユニットの取り付けかた」（84 ページ）参照 

●設定手順 

［装置オプション設定］ダイアログで［両面ユニット］を［あり］に設定する 

「あり」�
を選択�

Windows 95/98/Meのとき� Windows NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003のとき�

 

［便利な機能］ダイアログで「印刷面」の［両面］を選択する 

�選択�
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［詳細設定］をクリックし、とじしろ量、白紙ページを設定する 

①�

②�

③�

④�

⑤�

 

① 印刷面 
（初期設定：片面） 

［便利な機能］ダイアログの印刷面で選択した内容
が表示されます。この画面での変更も可能です。 

② とじしろ位置 
（初期設定：長辺左と
じ） 

［便利な機能］ダイアログのとじしろ位置で選択し
た内容が表示されます。この画面での変更も可能で
す。 

③ とじしろ量 
（初期設定：0） 

とじしろ量を、用紙の表と裏それぞれについて設定
します。設定できる範囲は、0～30mm です。 

④ 両面時に白紙ページを
印刷する 
(初期設定： ) 

印刷するデータに含まれる白紙のページを印刷する

場合に  にします。 
の場合は、ページ順序がずれることがあります。 

印刷面が「片面」のときは、本機能は設定できません。 

⑤ ［標準に戻す］ボタン ［印刷面の詳細設定］ダイアログで設定した内容を
すべて初期設定に戻します。 
このとき、［便利な機能］ダイアログの「印刷面」で
設定した値も初期設定に戻ります。 

［OK］をクリックする 

［OK］をクリックして［便利な機能］ダイアログを閉じる 

印刷を実行する 
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(3) 片面印刷時の詳細設定 

片面印刷時のとじしろ位置、とじしろ量などを設定します。 

●設定手順 

［便利な機能］ダイアログで［印刷面］の［片面］を選択する 

�選択�

 

［詳細設定］をクリックし、とじしろ量、白紙ページを設定する 

①�

②�

③�

④�

⑤�
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① 印刷面 
（初期設定：片面） 

［便利な機能］ダイアログの印刷面で選択した内容
が表示されます。この画面での変更も可能です。 

② とじしろ位置 
初期設定：長辺左とじ

［便利な機能］ダイアログのとじしろ位置で選択し
た内容が表示されます。この画面での変更も可能で
す。 

③ とじしろ量 
（初期設定：0） 

とじしろ量の「表」について設定します。 
設定できる範囲は 0～30mm です。 
印刷面で「片面」を選択している場合、「裏」はグレ
イアウトされ、設定できません。 

④ 片面時に白紙ページ
を印刷する 
(初期設定： ) 

印刷するデータに含まれる白紙のページを印刷する
場合、 にします。 
の場合は、ページ順序がずれることがあります。 

［N-up］の［詳細設定］の中で「ページ枠を付ける」
をチェックしている場合、本設定は 固定となりま
す。 

⑤ ［標準に戻す］ 
ボタン 

［印刷面の詳細設定］ダイアログで設定した内容を
すべて初期設定に戻します。 
このとき、［便利な機能］ダイアログの「印刷面」で
設定した値も初期設定に戻ります。 

［OK］をクリックする 

［OK］をクリックして［便利な機能］ダイアログを閉じる 

印刷を実行する 
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(4) 片面／両面印刷時の用紙出力方向について 

用紙に対し、縦向きに印刷するか、横向きに印刷するかの設定は、プリンタドライ
バのプロパティで［基本設定］画面を表示し、「用紙方向」で設定します。 
以下に、片面／両面印刷設定時の印字、および出力方向を示します。 

●片面印刷時の用紙方向ととじしろの関係および出力方向 

【A4/A5/B5/レター/はがき】 

用紙方向縦�

長辺左とじ� 長辺右とじ� 短辺上とじ� 短辺下とじ�

長辺上とじ� 長辺下とじ� 短辺左とじ� 短辺右とじ�

用紙方向横�

ＡＢＣＤ・・�
・・・・�

ＡＢＣＤ・・�
・・・・�

ＡＢＣＤ・・�
・・・・�

ＡＢＣＤ・・�
・・・・�

ＡＢＣＤ・・�
・・・・�

ＡＢＣＤ・・�
・・・・�

ＡＢＣＤ・・�
・・・・�

ＡＢＣＤ・・�
・・・・�

用
紙
排
出
方
向

�

用紙排出方向�

 

【A3/B4/リーガル/ユーザ定義】 

用紙方向縦�

長辺左とじ� 長辺右とじ� 短辺上とじ� 短辺下とじ�

長辺上とじ� 長辺下とじ� 短辺左とじ� 短辺右とじ�

用紙方向横�

ＡＢＣＤ・・�
・・・・�

ＡＢＣＤ・・�
・・・・�

ＡＢＣＤ・・�
・・・・�

ＡＢＣＤ・・�
・・・・�

ＡＢＣＤ・・�
・・・・�

ＡＢＣＤ・・�
・・・・�

ＡＢＣＤ・・�
・・・・�

ＡＢＣＤ・・�
・・・・�

用
紙
排
出
方
向

�

用紙排出方向�
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●両面印刷時の用紙方向ととじしろの関係および出力方向 

【A3/B4/リーガル/A4/B5/レター】 

用紙方向縦�

長辺左とじ� 長辺右とじ�

裏
面

�

表
面

�

裏
面

�

表
面

�

裏
面

�

表
面

�
裏
面

�

表
面

�

短辺上とじ� 短辺下とじ�

用
紙
排
出
方
向

�

用
紙
排
出
方
向

�

用
紙
排
出
方
向

�

用
紙
排
出
方
向

�

用
紙
排
出
方
向

�

用
紙
排
出
方
向

�

用
紙
排
出
方
向

�

用
紙
排
出
方
向

�
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用紙方向横�

長辺上とじ� 長辺下とじ�

短辺左とじ� 短辺右とじ�

裏面�

表面�

裏面�

表面�

裏面�

表面�

裏面�

表面�

用紙排出方向�

用紙排出方向�

用紙排出方向�

用紙排出方向�

用紙排出方向�

用紙排出方向�

用紙排出方向�

用紙排出方向�

 

 とじしろ量の調整を行いたい場合は、 
「両面印刷」（235 ページ）参照 
「片面印刷時の詳細設定」（237 ページ）参照 

ガイド 
［印刷オプション］ダイアログで「印刷イメージを 180°回転して印刷する」を
にすると、印刷結果はすべて 180°回転して印刷されます。 
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10.2.3 ［グラフィックス］ダイアログ 
解像度やディザを変更して印刷結果の調整を行う場合に設定します。 

①�
②�

③�

④�
⑤�⑦�

⑧� ⑥�
⑨�

 
① 解像度 

(初期設定：300dpi) 
印刷時の解像度です。解像度が高いほどきれいに印刷
できます。300/600/1200dpi を設定できます。 

② 写真をきれいに印刷
する 

(初期設定： ) 

・OS が Windows 95/98/Me の場合 
解像度「600dpi」を選択したときのみ設定できます。解

像度「1200dpi」を選択したときは、 に固定されます。

・OS が Windows NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003 の場合 
解像度を「600dpi」「1200dpi」にしたときに設定できます。 

③ ディザ 
(初期設定：普通) 

ディザパターンを選択します。「粗」「普通」「細」の 3
段階で調整を行います。「細」に設定すると、図形や
イメージを精細に印刷できます。 

④ 明るさ（初期設定：中央） 全体の明るさを、5段階で調整します。 
⑤ トナーセーブする 

(初期設定： ) 

トナーを節約した印刷を行います。 にすると、印刷
品質は落ちますがトナーの寿命を長くすることがで
きます。次の場合、本設定は選択できません。 
・①の解像度を「1200dpi」に設定したとき 
・②の「写真をきれいに印刷する」を にしたとき 

⑥ スムージングする 
（初期設定： ） 

文字やギザギザを滑らかにしたい場合にチェックし
ます。次の場合、本設定は選択できません。 
・①の解像度を「1200dpi」に設定したとき 
・②の「写真をきれいに印刷する」を にしたとき 

⑦ ［プリンタ状態表示］
ボタン 

Printianavi を使用してプリンタの状態を確認することができます。プ

ロパティの双方向通信機能が無効の場合はグレイアウトされます。 

 状態を確認する画面については、 
「プリンタの状態表示」（224 ページ）参照 

⑧ ［ヘルプ］ボタン オンラインヘルプを表示します。 
⑨ ［標準に戻す］ボタン ［グラフィックス］ダイアログで設定した内容をすべ

て初期設定に戻します。 

ガイド 

Windows NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003 の場合、「ディザ」、「明るさ」の
設定を変更しても、アプリケーションや印刷データによって、印刷結果に反映
されない場合があります。 
この場合、「写真をきれいに印刷する」を にして印刷してください。ただし、
「解像度」を「300dpi」に選択したときは設定できません。 
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10.2.4 ［印刷オプション］ダイアログ 

データのスプール形式や印刷に関する設定を行います。 

Windows 95/98/Meのとき� Windows NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003のとき�
①�
②�
③�
④�
⑤�

⑤�⑤�

⑥�
⑦�

①�②�
③�
④�
⑥�

①�②�
③�
④�
⑥�

⑨�
⑩�

⑧�

⑬�
⑫�⑧�

⑨�
⑩�

⑪�

⑫�
⑬�

⑬�

⑪�

⑫�

 

① プロテクトモードで
印刷する 
(初期設定： ) 

解像度、用紙サイズ、印刷方法（片面／両面）の組み
合わせで印刷保証できる必要メモリがプリンタ側で
確保できない場合、印刷を行わないようにするときに 
チェックします。 
本設定をチェックせずに、メモリを確保できないデー 
タを印刷すると、印刷は開始されますが途中でメモリ 
不足エラーとなる場合があります。 

② パソコンのメモリを
節約して印刷する 

（初期設定： ） 

印刷処理を行う場合に、パソコン上のメモリを節約し
て印刷するときにチェックします。 
Windows NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003 の場合
に、［グラフィックス］ダイアログで「解像度」を
「1200dpi」、「写真をきれいに印刷する」を にする

と、本設定は 固定となります。 
③ EMF でスプールする 

(初期設定： ) 

印刷データを EMF 形式※でスプールする場合にチェッ
クします。 
※EMF 形式：Enhanced Meta File の略で、プリンタ
に依存しない中間データ形式です。この形式は印刷
データよりサイズが小さいため、印刷を実行してか
ら処理がアプリケーションに戻るまでの時間を短
縮できます。 
「パソコンのメモリを節約して印刷する」をチェッ

クしている場合、本設定は 固定となります。 
④ 印 刷 イ メ ー ジ を

180°回転して印刷
する 
(初期設定： ) 

印刷イメージを 180°回転させて印刷する場合、 に
します。 
用紙の出力方向はすべて逆になります。 

 印刷時の出力方向については、「片面／両面印
刷時の用紙出力方向について」（239 ページ）
参照 
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⑤ 定形横置き用紙を 
縦置きにする 

(初期設定： ) 

通常、マルチユニットに横置きにする用紙(A4/B5/A5/
レター/はがき)を縦置きにして印刷する場合に に
します。 
※給紙トレイから縦置きで印刷する場合は、給紙トレ
イのサイズ設定スイッチを「パネルで設定」に設定
してください。 
なお、印刷時、液晶ディスプレイの用紙サイズ表示
は「フテイ」になります。 

⑥ 定形用紙のサイズを
チェックする 
(初期設定： ) 

マルチユニットから定形用紙を印刷する際に、指定し
たサイズと実際の用紙が違う場合にエラーを通知す
るときは にします。 

⑦ 文字をイメージとし
て印刷する 
(初期設定： ) 

Windows 95/98/Me のみの機能です。 
文字データをイメージとして処理したい場合にチェ
ックします。文字がイメージ処理されるとグレーの階
調で印刷されます。 

⑧ 太字を強調する 
(初期設定： ) 

Windows NT4.0/2000 のみの機能です。太字の部分を、
通常より強調して印刷します。 

⑨ ［プリンタ状態表示］

ボタン 

Printianavi を使用してプリンタの状態を確認するこ
とができます。プロパティの双方向通信機能が無効の
場合はグレイアウトされます。 

 状態を確認する画面については、 
「プリンタの状態表示」（224 ページ）参照 

⑩ ［ヘルプ］ボタン オンラインヘルプを表示します。 
⑪ ［標準に戻す］ 

ボタン 
［印刷オプション］ダイアログで設定した内容をすべ
て初期設定に戻します。 

⑫ ［印刷位置の微調整］

ボタン 
設定されている印刷位置を調整する場合に設定します。 

本ボタンをクリックすると、次のダイアログが表示さ
れます。 

 

値をマイナスにすると、用紙に対して左／上方向に印
字が移動します。 
値をプラスにすると、用紙に対して右／下方向に印字
が移動します。 
また、印刷位置を調整する単位を指定できます。 
・1/10mm 
調整量を 1/10mm 単位で設定します。 

・1/300inch 
調整量を 1/300inch 単位で設定します。 

「便利な機能」の詳細設定でとじしろ量を設定している場

合、両方の設定を合わせた値が微調整量となります。 

⑬ ［バージョン］ 
ボタン 

プリンタドライバのバージョンを表示します。 
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10.2.5 ［装置オプション］ダイアログ 

プリンタのオプション状態に関する設定を行います。 

①�
②�
③�
④�
⑤�
⑥�

⑥�

⑧�

⑥�

⑦� ⑧�

⑧�

Windows 95/98/Meのとき� Windows NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003のとき�

 

① プリンタメモリ プリンタに搭載されているメモリサイズを設定します。 

② 部単位印刷機能 部単位印刷機能を使う場合に設定します。 

 「複数部数/部単位印刷」（231 ページ）参照 
③ 給紙ユニット数 プリンタに取り付けられている給紙ユニットの段数

を設定します。オプションを増設した場合は、取り付
けたオプションに合わせて給紙カセット数を変更し
ます。 

④ 両面ユニット プリンタに両面ユニットが取り付けてあるか設定し
ます。 

 「両面印刷」（235 ページ）参照 
⑤ メッセージ連携サー

ビスの警告を表示す
る 

(初期設定： ) 

Windows NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003 に関す
る機能です。 
以下の場合、管理者権限を持たないユーザはメッセー 
ジ連携サービスを登録できません。 
・クライアントの OS が Windows NT4.0 のとき 
・サーバの OS が Windows NT4.0 で、Windows NT4.0/ 
2000/XP/Windows Server 2003 のクライアントから
ネットワークプリンタのインストールを行うとき 
本設定を にすると、メッセージ連携サービスによる
警告ダイアログは表示されなくなります。 

⑥ ［プリンタ状態表示］

ボタン 

Printianavi を使用してプリンタの状態を確認するこ
とができます。プロパティの双方向通信機能が無効の
場合はグレイアウトされます。 

 「プリンタの状態表示」（224 ページ）参照 
⑦ ［ヘルプ］ボタン オンラインヘルプを表示します。 
⑧ ［プリンタ状態を設

定値に反映する］ボ
タン 

プリンタに取り付けられているオプション装置の状
態を［装置オプション］ダイアログ内の設定に反映し
ます。プロパティの双方向通信機能が無効の場合はグ
レイアウトされます。 
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10.2.6 ［Printianavi］ダイアログ 

Printianavi に関する表示方法の設定を行います。 

ガイド 
プリンタのプロパティで双方向通信機能が無効になっている場合、Printianavi
機能は無効となり、ダイアログはグレイアウトされます。 

 双方向通信機能を有効にする方法は、 
「Printianavi のメッセージが表示されない」（411 ページ）参照 

①�

②�
③�
④�

⑤�
⑥�
⑦�

 

① 印刷中のステータス表示 
（初期設定：エラー時ポ
ップアップ） 

印刷中のステータス情報の表示方法を選択します。 

・エラー時ポップアップ 
印刷中のステータスを、タスクトレイにアイ
コン表示します。エラーが発生すると、ポッ
プアップ表示します。 

・ポップアップ 
印刷中のステータスをポップアップ表示します。 

・最小化 
印刷中のステータスをアイコン表示します。 

・表示しない 
印刷中のステータスを表示しません。 

 表示方法については、「印刷中のステー
タス表示の種類」（247 ページ）参照 

② ステータスを最前面に表
示する 

（初期設定： ） 

ステータスを常に最前面に表示させるときに
にします。 
他のアプリケーションが起動していて隠れて見
えにくい場合にこの機能が役立ちます。 
「印刷中のステータス表示」で「表示しない」

が選択されている場合、本設定は 固定となり
ます。 
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③ 印刷の終了を通知する 
（初期設定： ） 

印刷終了時に通知ダイアログを表示する場合に
にします。 

④ オプション 印刷中のステータス表示および印刷終了などの
メッセージの通知先や印刷ログに関する設定を
行う［オプション］ダイアログを表示します。 

 ［オプション］ダイアログについては、
「［オプション］ダイアログ」（251 ペー
ジ）参照 

⑤ ［プリンタ状態表示］ボ
タン 

Printianavi を使用してプリンタの状態を確認
することができます。 

 状態を確認する画面については、 
「プリンタの状態表示」（224 ページ）
参照 

⑥ ［ヘルプ］ボタン オンラインヘルプを表示します。 
⑦ ［標準に戻す］ボタン ［Printianavi］ダイアログで設定した内容をす

べて初期設定に戻します。 

(1) 印刷中のステータス表示の種類 

印刷中のステータス表示には、ポップアップ表示と最小化表示の２つがあります。
どちらの表示も、印刷が終了すると自動的に終了します。 

●ポップアップ表示 
画面上にダイアログで表示します。 

②�

③�

①�

 

① ［ ］（閉じる） ボタン印刷中のステータス表示を終了するときに
クリックします。 

② ［ ］（最小化）ボタン 
［OK］ボタン 

最小化表示に切り替えるときにクリックします。 

③ ［印刷中止］ボタン 印刷を中止するときにクリックします。 
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ガイド 
・印刷完了ページは、部単位印刷のときのみ部数が表示されます。 
・エラー発生時の再開ページ指定 
サーバが Windows NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003 で紙づまりのエラー
が発生したときのみ、［再開ページ指定］が有効になります。再開指定機能を
使用できない場合は、［再開ページ指定］はグレイアウトされます。 
サーバが Windows 95/98/Me の場合は、［再開ページ指定］は表示されません。 
［再開ページ指定］をクリックする前にプリンタのエラーを解除すると、印
刷が自動的に再開されます。 
再開ページを指定するときは、エラーを解除する前に［再開ページ指定］を
クリックしてください。 

�クリック�

印刷再開ページの設定を
行うことにより、印刷再
開時のページを変更する
ことができます。�

 

 「オペレータパネルのエラーメッセージ」の「表示内容と処置」（388
ページ）参照 

お願い 

［再開ページ指定］ダイアログを開いていると、プリンタの紙づまりを解除し
ても印刷が再開しません。必ずダイアログを閉じてください。 
印刷が再開されないときは、［再開ページ指定］ダイアログが、他のウィンドウ
の後ろに隠れていないか確認してください。 
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●最小化表示 

タスクトレイにアイコンで表示します。 

�

・ダブルクリックすると、ポップアップ表示に切り替わります。�

[Windows 95/98/Meの画面]

・右クリックすると、次のメニューが表示されます。�

・マウスカーソルを合わせると、�
  簡単なステータスを表示します。�
�

〔元のサイズに戻す〕�
ポップアップ表示に�
切り替わります。�

〔印刷中止〕�
印刷を中止します。�

〔再開ページを指定〕�
再開ページを指定しま
す。�

〔ステータス表示の終了〕�
表示を終了します。�

[Windows NT4.0/2000/XP/Windows 
Server 2003の場合、または
Windows NT4.0/2000/XP/Windows 
Server 2003サーバに連携したと
きの画面]  

ガイド 
再開ページが指定可能なエラーの場合、右クリックメニューで再開ページ指定
を選択できます。（プリントサーバが Windows NT4.0/2000/XP/Windows Server 
2003 の場合） 
なお、プリントサーバが Windows NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003 の場合
でも、再開ページ指定機能が使用できないときは、グレイアウトされます。 

各アイコンが示す内容を次の表に示します。 
アイコン 説 明 

 

印刷中です。 

 

プリンタが次の状態です。 
予熱、ウォームアップ／クールダウン中、印刷準備中、印刷待ち、印
刷再開準備中 

 

プリンタがエラー状態です。 

 

プリンタのトナーが残り少なくなっているなど、警告の状態を示しま
す。 

 

プリンタとの通信に異常が起きた状態です。 
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(2) 印刷の終了を通知する 

印刷終了のメッセージを表示するかどうかを指定します。表示するときは、 にし
ます。 

●印刷終了のメッセージ例 

 

ガイド 
・印刷終了通知は、印刷が正常に終了した場合のみ通知されます。エラー等に
よって印刷が打ち切られた場合は通知されません。 

・部単位印刷を行った場合は、「印刷完了ページ」のページ数の後ろに指定した
印刷部数を表示します。 

●部単位印刷を行った場合の印刷終了のメッセージ例 
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(3) ［オプション］ダイアログ 

［Printianavi］ダイアログで［オプション］をクリックすると、［オプション］ダ
イアログが表示されます。 

②�
③�
④�

①�

 

① ステータスの表示先 
(初期設定：このコン
ピュータ) 

印刷時のステータス表示および印刷終了の通知先を設
定します。 
・このコンピュータ 
印刷を実行したパソコンにメッセージを通知します 

・コンピュータを指定 
他のパソコンにメッセージを通知します。 

・ホスト名または IP アドレス 
通知先のパソコンのホスト名または IPアドレスを指
定します。 

② Systemwalker 
PrintMGR と連携する 
(初期設定： ) 

Systemwalker PrintMGR と連携して印刷を行う場合に
にします。 

③ 印刷ログを残す 
(初期設定： ) 

印刷時に発生したエラーや印刷の記録をログに残した
い場合に にします。 

「Systemwalker PrintMGR と連携する」を にしてい
る場合、本設定は 固定となります。 
サーバ連携で印刷する場合、サーバ側には、クライア
ントの設定に関わらず、印刷ログが残ります。 

④ メッセージ連携 
サービスの設定 

サーバ経由で印刷する場合に、メッセージ（ステータ
ス）を受信するためのサービスの開始／停止を設定し
ます。 

 「メッセージ連携サービスの設定」（252 ページ）

参照 
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(4) メッセージ連携サービスの設定 
サーバ経由で印刷する場合に、メッセージ（ステータス）を受信するためのサービスの開始

／停止を設定します。開始または停止を設定したときの動作は、次のとおりです。 

ガイド 
クライアントの設定に関わらず、サーバ側には印刷ログが残ります。 

「開始」状態 印刷中のステータスや印刷終了のメッセージを、印刷を行ったパ
ソコン上に表示することができます。 

「停止」状態 印刷中のステータスは、サーバ上に表示されます。印刷終了のメ
ッセージは表示されません。 

選択方法には、次の 2種類の操作方法があります。なお、現在の設定内容はグレイ
アウトされます。 

・［操作］メニューから選択する 

 
・マウスで右クリックして選択する 

 

ガイド 
・クライアント・サーバ間でメッセージ連携を行う場合は、クライアントとサ
ーバの両方でメッセージ連携サービスを「開始」状態にする必要があります。 

・双方向通信を利用しない環境や、TCP/IP のネットワークプロトコルを使用し
ない環境では、「停止」状態にしてください。 

・OS が Windows NT4.0 の場合、管理者権限以外でログオンしているときに設定
すると、次のダイアログが表示されます。管理者権限でログオンし直して、
設定してください。 

 
・OS が Windows 2000/XP/Windows Server 2003 の場合、管理者権限以外でログ
オンすると次のダイアログが表示されます。管理者権限のユーザ名／パスワ
ードを入力すると、ネットワーク連携サービスの設定を行うことができます。 
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11.1 印刷ログ機能（印刷ログビューア） 
印刷ログは、印刷時の最後の状態を記録したものです。 
印刷ログ機能を利用すると、印刷が終了してから時間が経過しても自分の印刷物が
いつ、どこに印刷されたかを確認できます。 

ガイド 
・ 本ソフトウェアは、「メッセージ連携サービス」を「開始」に設定すると、
［スタート］メニューに登録されます。 

・ 本ソフトウェアは、ログ機能をサポートする XL プリンタをすべて削除する
と、一緒に削除されます。ログファイルは削除されません。 

・ 印刷ログは各メッセージ（ステータス表示、印刷完了通知）の表示先にバ
イナリファイルとして格納されます。（表示先は、プリンタのプロパティの
［Printianavi］ダイアログ内の［オプション］でステータス表示先が示す
パソコンです。） 

・ パソコン 1台につき、印刷ログファイルは 1個となります。（複数のプリン
タが設定されている場合は、複数のプリンタのログが 1 ファイルに格納さ
れます。） 

・ プリンタのプロパティの［Printianavi］ダイアログ内のオプションで
「Systemwalker PrintMGR と連携する」が の場合、印刷ログ採取は行い
ません。 

・ サーバ経由で印刷を行う場合、サーバにはクライアントの「ログを残す」
設定に関わらず、ログが採取されます。 

11.1.1 印刷ログビューアでできること 

印刷ログビューアでは、次のことができます。 

ログの表示 

ご使用のパソコンから実行した印刷の終了状態を確認することができます。 

ログの情報表示 

印刷ログごとに詳細を確認することができます。 

11.1.2 印刷ログビューアを起動する 

印刷ログビューアを起動するには、［スタート］－［プログラム］(Windows 
XP/Windows Server 2003 のときは［すべてのプログラム］)－［Printianavi］－
［Printianavi 印刷ログビューア］の順に選択します。 
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11.1.3 印刷ログ一覧の見かた 

ご使用のパソコンで行われた印刷のログを表示します。 

①� ②� ③� ④� ⑤� ⑥� ⑦�

 

① 分類 印刷終了時の状態をアイコンとともに表示します。表示内容
は次のとおりです。 

・  印刷完了 
正常に印刷が完了しました。 

・  印刷打ち切り 
エラーが発生して印刷を打ち切りました。または、通信エ
ラー等により、Printianavi が印刷を打ち切りました。 

・  エラー表示 
現在、プリンタにエラーが発生しています。 

・  警告 
部単位印刷や両面印刷を行った場合に、印刷指示とは異な
る結果で印刷が完了した場合や、Systemwalker PrintMGR
上で印刷ジョブを保留しました。 

② 文書名 印刷を行った文書名を表示します。 
③ ユーザ名 印刷を行ったユーザ名を表示します。 
④ 印刷枚数 印刷完了枚数を表示します。印刷完了枚数が不確定の場合は

空白となります。 
⑤ プリンタ名 印刷先のプリンタ名を表示します。 
⑥ 日時 ログが採取された日時を表示します。 
⑦ 印刷要求元 印刷を行ったコンピュータ名を表示します。 

ガイド 
印刷ログを採取しない場合は、プリンタのプロパティの［Printianavi］ダイア

ログの［オプション］をクリックし、「印刷ログを残す」を にしてください。 
ただし、サーバ経由で印刷を行う場合、この指定に関係なくサーバ側に、印刷
ログが採取されます。 
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11.1.4 印刷ログ一覧の操作 

［Printianavi 印刷ログ一覧］ダイアログでは、メニューバーから次の操作を行えます。 

●操作メニュー 

①�
②�
③�
④�

⑤�
 

① ログ情報表示 一覧で印刷ログを選択し、「ログ情報表示」を選択すると、

［Printianavi 印刷ログ情報］ダイアログを表示します。 

［印刷ログ情報］では、印刷ログの詳細を確認できます。 

 「印刷ログ情報表示」（257 ページ） 
② 最新の状態に更新 印刷ログの一覧を最新の状態に更新します。 

なお、［Printianavi 印刷ログ一覧］ダイアログは、15
秒ごとに自動的に更新されます。 

③ すべてのログを消
去 

［印刷ログ一覧］ダイアログに表示されるすべての印刷
ログを初期化します。 

④ 環境設定 ［環境設定］ダイアログを表示します。このダイアログでは、

最大ログサイズとログのファイル名を指定できます。 

 

・最大ログサイズ(初期値：500KB) 
ログファイルの最大サイズを、5～32767KB の範囲で指
定します。 

・ログの名前 
ログファイルの格納先とログファイル名を指定します。 

※ログファイルのサイズが最大ログサイズを超える場
合、古いログから削除されます。 
※Windows NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003 の場合、
管理者権限でログオンしてください。 
管理者権限以外でログオンした場合はグレイアウト
され、環境設定できません。 

⑤ 閉じる ［印刷ログ一覧］ダイアログを閉じ、印刷ログビューア
を終了します。 
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●「ヘルプ」メニュー 

①�
②�
 

① 目次 オンラインヘルプを表示します。 
② バージョン情報 Printianavi印刷ログビューアのバージョン情報を表示し

ます。 

11.1.5 印刷ログ情報表示 
［Printianavi 印刷ログ一覧］ダイアログで選択中のログの詳細を表示することが
できます。 
ログの詳細を表示するときは、［Printianavi 印刷ログ情報］ダイアログを表示しま
す。［Printianavi 印刷ログ情報］ダイアログは次のいずれかの操作で表示します。 

・［Printianavi 印刷ログ一覧］ダイアログで、情報を表示したいログをダブルクリ
ックする 

・［Printianavi 印刷ログ一覧］ダイアログのメニューバーで［操作］－［ログ情報
表示］の順に選択する 

印刷ログ情報表示を閉じるには［OK］をクリックします。 

�①�

②�
�③�
④�
⑤�
⑥�

⑩�⑩�
�
�

⑦�

⑧�⑧�
⑨�⑨�

⑪�

 

プリンタの状態を示すアイコンです。アイコンの種類と意味は、
次のとおりです。 

印刷完了 
印刷が正常に完了したことを示しま
す。 

警告 警告が発生したことを示します。 

印刷打ち切り 印刷を打ち切ったことを示します。 

① アイコン 

上記のほか、プリンタのエラー内容を示すアイコンがあります。 
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② ユーザ名 印刷を行ったユーザ名を表示します。 
③ 文書名 印刷を行った文書名を表示します。 
④ 印刷完了
ページ 

印刷完了ページ数を表示します。 
ページ数の後に“※要確認”が表示されている場合は、実際の印
刷完了ページ数と異なることがあります。 

⑤ 印刷完了
枚数 

印刷完了枚数を表示します。 
印刷完了ページの後に“※要確認”が表示されている場合は、実
際の印刷完了枚数と異なることがあります。 

⑥ 排紙先 用紙の排紙先を表示します。 
⑦ 印刷要求元 印刷を行ったコンピュータ名を表示します。 
⑧ 発生日時 ログが採取された日時を表示します。 
⑨ プリンタ名 印刷先のプリンタ名を表示します。 
⑩ 分類 ログの分類を表示します。表示内容は以下のとおりです。 

 印刷完了・印刷打ち切り・エラー表示・保留 
⑪ 

 

 

印刷ログ一覧の情報を、順番に見ることができます。 
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11.2 消耗品ログ機能（消耗品ログビューア） 
消耗品ログ機能を利用すると、プリンタで使用している消耗品の状態を確認したり、
交換時期を Eメールで通知したりすることができます。 

ガイド 
・ 本ソフトウェアは、「メッセージ連携サービス」を「開始」に設定すると、［ス
タート］メニューに登録されます。 

・ 本ソフトウェアは、ログ機能をサポートするXLプリンタをすべて削除すると、
一緒に削除されます。ログファイルは削除されません。 

・ Printianavi マネージャ V5.1 のメンテナンス情報のログとして採取した情報
を、消耗品ログビューアで表示することができます。 

・ パソコン1台につき消耗品ログファイルは1個となります。（複数のプリンタ
が設定されている場合は、複数のプリンタのログが 1か所に格納されます。） 

・ 消耗品ログは、印刷またはプリンタの状態表示を実行したとき、プリントサ
ーバ側で採取されます。 

11.2.1 消耗品ログビューアでできること 

消耗品ログビューアでは、次のことができます。 

ログの表示 

登録されているドライバ、およびログを採取したことのある削除されたドライバに
ついて、すべてのプリンタの消耗品ログを確認することができます。 

ログの送信 

ログの採取と同時に、その内容を Eメールで通知させることができます。 

ログの保存 

採取された消耗品ログを、テキスト形式のファイルに保存することができます。 

ログの初期化 

表示されたログを初期化できます。 
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11.2.2 消耗品ログビューアを起動する 

消耗品ログビューアを起動するには、［スタート］－［プログラム］(Windows 
XP/Windows Server 2003 のときは［すべてのプログラム］)－［Printianavi］－
［Printianavi 消耗品ログビューア］の順に選択します。 

11.2.3 消耗品ログ一覧の見かた 

消耗品ログビューアを起動すると、次のダイアログが表示されます。 

①�

②�

 

① プリンタ選択 消耗品情報を表示するプリンタを選択します。 
② 消耗品情報 消耗品情報を表示します。起動時は、登録されている

ドライバ、およびログを採取したことのある削除され
たドライバについて、すべてのプリンタの消耗品ログ
が表示されます。削除されたドライバの情報はプリン
タ名の後ろに（*）が表示されます。 
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11.2.4 消耗品ログ一覧の操作 

［Printianavi 消耗品ログ一覧］ダイアログでは、メニューバーから次の操作を行
えます。 

●「操作」メニュー 

①�
②�
③�
④�
⑤�
⑥�
 

① 環境設定 ［環境設定］ダイアログを表示します。消耗品ログと
して保存するイベントの選択や、Eメール送信に関する
設定を行えます。 

 
・トナーが残り少なくなった 
プリンタのトナーが残り少なくなったことを示すロ
グを採取したい場合 にします。 

・トナーがなくなった 
プリンタのトナーがなくなったことを示すログを採
取したい場合 にします。 
*トナーなし通知サポート機種のみ 

・定着器のメンテナンスが必要となった 
プリンタの定着器のメンテナンスが必要となったこ
とを示すログを採取したい場合 にします。 

・ログの採取時に Eメールを送信する 
消耗品に関するログを採取したと同時に、指定した
メールアドレスにログ情報を Eメールで送ります。 

・［Eメールの詳細］ボタン 
 ［Eメールの詳細］ダイアログが表示されます。この
ダイアログでは、Eメールを送信するために必要な情
報を設定できます。 

 「消耗品ログの E メール送信」（262 ページ）参照 
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② 送信 消耗品ログを Eメールで送信します。 
［E メール送信確認］ダイアログが表示され、［送信す
る］ボタンをクリックすると送信されます。 

③ ファイルに保存 消耗品ログをテキスト形式のファイルに保存すること
ができます。 

④ 初期化 「プリンタ選択」で選択されているプリンタの消耗品
ログを初期化します。 

⑤ バージョン情報 消耗品ログのバージョン情報を表示します。 
⑥ 閉じる ［消耗品ログ一覧］ダイアログを閉じ、消耗品ログビ

ューアを終了します。 

11.2.5 消耗品ログの Eメール送信 

消耗品ログビューアで採取された消耗品に関するログを、採取と同時に Eメール機
能を利用して通知させることができます。 

(1) 設定手順 

［Printianavi 消耗品ログ一覧］ダイアログのメニューバーで、［操作］－［環
境設定］の順に選択する 

「ログの採取時に Eメールを送信する」を にする 

［Eメールの詳細］をクリックする 

［Eメールの詳細］ダイアログの各項目を入力し、［OK］をクリックする 
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(2) ［E メールの詳細］ダイアログの詳細 

①�
②�

③�
④�
⑤�
⑥�
⑦�
⑧�

⑨�
⑩�  

① SMTP サーバ名 SMTP サーバの名前を指定します。省略できません。 

② SMTP ポート番号 
(初期設定：25) 

SMTP サーバが使用しているポート番号を指定し
ます。 

③ 送信者名 送信者の名前を指定します。省略できません。 
④ 送信元アドレス 送信元の Eメールアドレスを指定します。複数ア

ドレス指定はできません。省略できません。 
⑤ 送信先アドレス 送信先の Eメールアドレスを指定します。 

複数のアドレスを指定できます。複数のアドレス
を指定するときは、カンマ＋空白、カンマまたは
空白で区切ります。 

⑥ 件名 
(初期設定：「Printianavi 消耗品

ログビューアからのお知らせ」)

E メールの題名を 255 文字（半角換算）以内で指
定します。半角カタカナ文字は、全角カタカナ文
字に変換されて送信されます。 

⑦ ユーザ情報を付加する 

(初期設定： ) 
にすると、［ユーザ情報］ダイアログで指定し

た内容が、Eメールの最後に付加されます。 

 「ユーザ情報の設定」（264 ページ）参照 
⑧ ［ユーザ情報編集］ 

ボタン 
［ユーザ情報］ダイアログが表示されます。ユー
ザ情報の詳細を設定できます。 

 「ユーザ情報の設定」（264 ページ）参照 
⑨ コピーを作成する 

(初期設定： ) 
コピー送信先アドレスで指定した Eメールアドレ
スを BCC として Eメールを送信します。 
複数のアドレスを指定できます。複数のアドレス
を指定するときは、カンマ＋空白、カンマまたは
空白で区切ります。 

⑩ ［送信テスト］ボタン クリックすると、［Eメール送信確認］ダイアログ
が表示され、E メールの送信テストを行うことが
できます。 

 「ユーザ情報の設定」（264 ページ）参照 
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(3) ユーザ情報の設定 

［Eメールの詳細］ダイアログの［ユーザ情報編集］をクリックすると、以下の［ユ
ーザ情報］ダイアログが表示されます。 

①�
②�
③�

④�
⑤�
⑥�

⑦�

⑧�

 

① 区切り線 
（初期設定：-----） 

E メールの本文と、その直後に付加するユーザ情報
との境目を示す文字列を、255 文字(半角換算)以内
で指定します。 

② 会社名 会社の名前を 255 文字(半角換算)以内で指定しま
す。 

③ 部署名 部署の名前を 255 文字(半角換算)以内で指定しま
す。 

④ 担当者名 担当者の名前を 64 文字(半角換算)以内で指定しま
す。 

⑤ 電話番号 電話番号を 255 文字(半角換算)以内で指定します。 
⑥ E-mail Eメールの送信先のEメールアドレスを255文字(半

角換算)以内で指定します。 
⑦ コメント 上記以外で E メールの最後に付加する情報を入力

します。1行が 255 文字(半角換算)以内で 5行まで
入力できます。 
半角カタカナ文字は、全角カタカナ文字に変換され
て送信されます。 

⑧ ［プレビュー］ボタン ［ユーザ情報］ダイアログで指定した内容を結合し
てダイアログに表示します。 
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(4) E メールの送信テスト 

E メールに関して設定した内容を確認するために、E メールの送信テストを行うこ
とができます。 
送信テストを行う方法は、次の 2つがあります。 

・［Eメールの詳細］ダイアログの［送信テスト］をクリックする。 

・［消耗品ログ］ダイアログで［操作］-［送信］の順にクリックする 

�クリック�

 

「送信元アドレス」「送信先アドレス」「コピー送信先アドレス」「件名」には［E
メールの詳細］ダイアログで設置した値が初期設定となります。 
「件名」「内容」に半角カタカナ文字を入力した場合は、全角カタカナ文字に自動
的に変換され、送信されます。 
送信テストを行うと、次の内容が通知されます。 

(5) E メールで通知される内容 

 
E メールで送信される消耗品ログ情報は以下の内容が通知されます。 

送信テストです。�
�
送信時刻：XXXX/XX/XX  XX:XX:XX�
送信元コンピュータ：XXXXXXXX 

 

*：なお、送信元コンピュータには、本ソフトウェアが動作するパソコンのコンピ
ュータ名が通知されます。 
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●トナーが残り少なくなったとき 

概要� ：消耗品情報が発生しました。�
�
発生日� ：XXXX/XX/XX XX:XX:XX�
送信元コンピュータ�：XXXXXXXX�
プリンタ名� ：XXXXXXXXXX�
�

プリンタモデル� ：XL-XXXX�

総印刷枚数� ：XXX ページ�

�

前回記録� ：XXXX/XX/XX XX:XX:XX  XXXXページ�

�

エラー内容� ：トナーの残量が少なくなりました。�

� 　新しいトナーカートリッジを用意してください。�

�

処置� ：【処置】�

� 　純正プロセスカートリッジをおすすめします。�

� 　純正品以外のものをご使用になりますと、プリンタ本体の故障の�

� 　原因になったり、印刷品質が低下するなど、本来の性能が発揮で�

� 　きない場合があります。�

� 　サプライ品については、お買い上げの販売店にご相談ください。�

�

【プリンタモデル】【商品名（商品番号）】�

XL-XXXX          プロセスカートリッジLBXXX(XXXXXXX)�

�

【使用済みプロセスカートリッジ無償回収サービスお問い合わせ先】�

　エコ受付センター�

  　（フリーダイヤル　　：0120-30-0693）�
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●トナーがなくなったとき 

概要� ：消耗品情報が発生しました。�
�
発生日� ：XXXX/XX/XX XX:XX:XX�
送信元コンピュータ�：XXXXXXXX�
プリンタ名� ：XXXXXXXXXX�
�

プリンタモデル� ：XL-XXXX�

総印刷枚数� ：XXX ページ�

�

前回記録� ：XXXX/XX/XX XX:XX:XX  XXXXページ�

�

エラー内容� ：トナーがなくなりました。�

� 　新しいトナーカートリッジと交換してください。�

�

処置� ：【処置】�

� 　純正プロセスカートリッジをおすすめします。�

� 　純正品以外のものをご使用になりますと、プリンタ本体の故障の�

� 　原因になったり、印刷品質が低下するなど、本来の性能が発揮で�

� 　きない場合があります。�

� 　サプライ品については、お買い上げの販売店にご相談ください。�

�

【プリンタモデル】【商品名（商品番号）】�

XL-XXXX          プロセスカートリッジLBXXX(XXXXXXX)�

�

【使用済みプロセスカートリッジ無償回収サービスお問い合わせ先】�

　エコ受付センター�

  　（フリーダイヤル　　：0120-30-0693）�
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●定着器のメンテナンスが必要となったとき 

概要� ：消耗品情報が発生しました。�
�
発生日� ：XXXX/XX/XX XX:XX:XX�
送信元コンピュータ�：XXXXXXXX�
プリンタ名� ：XXXXXXXXXX�
�

プリンタモデル� ：XL-XXXX�

総印刷枚数� ：XXX ページ�

�

前回記録� ：XXXX/XX/XX XX:XX:XX  XXXXページ�

�

エラー内容� ：定着器の交換時期が近づいてきました。�

�

処置� ：以下の部品は磨耗するため、交換することをおすすめします。�

� 　部品の交換は、ハードウェア修理相談センターにご連絡ください。�

� 　なお部品の交換は有償です。�

�

【プリンタモデル】� 【交換部品】� 【交換目安】�

XL-XXXX� 定着器�  XX万ページ�

�

【定着器交換お問い合わせ先】�

　ハードウェア修理センター�

　  （フリーダイヤル　　：0120-422-297）�
 

 



第 12 章 
プリンタ管理機能(Printianavi

ネットワークマネージャ) 

この章では、Printianavi ネットワークマネージャの使い
かたについて説明します。Printianavi ネットワークマネ
ージャを使用すると、ネットワークに接続された XL プリ
ンタの状態監視や環境設定を、パソコンから行うことが
できます。 
12.1 概 要.................................. 270 
12.1.1 サポート対象プリンタ................... 270 
12.1.2 機 能................................. 270 
12.1.3 「監視リスト」と「詳細画面」 ........... 271 

12.2 Printianavi ネットワークマネージャを起動する . 272 
12.3 監視するプリンタを登録する............... 273 
12.3.1 IP アドレスによる登録 .................. 273 
12.3.2 自動検索による登録..................... 274 
12.3.3 検索範囲を設定する..................... 275 

12.4 「監視リスト」の見かたと設定............. 276 
12.4.1 メニューバーの機能..................... 277 
12.4.2 ツールバーの機能....................... 279 
12.4.3 プリンタの情報の見かた................. 280 
12.4.4 プリンタの通信時間を設定する........... 281 

12.5 「詳細画面」の見かたと設定............... 282 
12.5.1 ［プリンタ情報］ダイアログ............. 283 
12.5.2 ［基本情報］ダイアログ................. 284 
12.5.3 ［オプション情報］ダイアログ........... 286 
12.5.4 ［SNMP 情報］ダイアログ ................ 288 
12.5.5 ［トラップ通知先］ダイアログ........... 289 
12.5.6 ［E メール送信設定］ダイアログ ......... 290 
12.5.7 管理者情報を変更する................... 293 
12.5.8 設定を有効にする....................... 293 

 



第 12 章  プリンタ管理機能(Printianavi ネットワークマネージャ) 

270 

12.1 概 要 
Printianavi ネットワークマネージャは、ネットワークに接続されている XL シリー
ズのプリンタを管理するためのソフトウェアです。 
本ソフトウェアを使用することにより、プリンタの状態監視や環境設定をパソコン
から行うことができます。 

12.1.1 サポート対象プリンタ 

サポート対象プリンタは添付の CD-ROM 内「Pnavi」フォルダの「manager.txt」を
参照してください。 

ガイド 
詳細表示をサポートしていないプリンタでは、〔プリンタ情報〕ダイアログでの
ステータス情報表示は簡易表示となります。エラー時の用紙サイズ、給紙カセ
ット位置、カバー種類は表示されません。詳細は、添付の CD-ROM 内「Pnavi」
フォルダの「manager.txt」を参照してください。 

12.1.2 機 能 

Printianavi ネットワークマネージャは、ネットワーク上に接続されている XL シリ
ーズのプリンタに対し、次のことができます。 
機 能 内 容 
一覧表示 管理するプリンタを、パソコンの画面に一覧表示します。複数のプリ

ンタに関する情報を、ひと目で確認できます。 
一覧表示するプリンタは、任意に指定することができます。 

自動検索 管理するプリンタをネットワーク上で自動的に検索し、各プリンタに
関する情報を一覧表示します。 

状態監視 複数のプリンタの状態を同時に監視します。 
また、一覧表示されている個々のプリンタに対して、定期監視を行う
かどうかを設定することができます。 

環境設定 XL シリーズのプリンタの環境を、パソコンから設定することができま
す。 
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12.1.3 「監視リスト」と「詳細画面」 

Printianavi ネットワークマネージャを利用中に表示される主な画面に、「監視リ
スト」と「詳細画面」があります。 

●監視リスト 

監視中のプリンタの情報を一覧で表示する画面です。 
監視するプリンタは任意に指定できます。 

 

 画面の詳細は「「監視リスト」の見かたと設定」（276 ページ）参照 

●詳細画面 

プリンタごとの詳細情報を表示する画面です。 

 

 画面の詳細は、「「詳細画面」の見かたと設定」（282 ページ）参照 
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12.2 Printianavi ネットワークマネージャを起動する 
Printianavi ネットワークマネージャを起動する方法について説明します。 
Printianavi ネットワークマネージャを起動すると、「監視リスト」が表示されます。 

 Printianavi ネットワークマネージャのインストール方法については、 
「第 14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」（313 ページ）参照 

［スタート］－［プログラム］－［Printianavi］－［ネットワークソフトウ
ェア 2］－［Printianavi ネットワークマネージャ］の順に選択する 
Printianavi ネットワークマネージャを初めて起動したときは、監視するプリン
タを指定する必要があります。 

 監視するプリンタを登録する操作については、 
「監視するプリンタを登録する」（273 ページ）参照 
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12.3 監視するプリンタを登録する 
Printianavi ネットワークマネージャで監視するプリンタを登録する方法には、次
の 2種類があります。 

12.3.1 IP アドレスによる登録 

監視するプリンタを、IP アドレスとポート番号で指定します。 

「監視リスト」の［プリンタ］から［新規登録］を選択する 

IP アドレスとポート番号を設定する 

①�

②�
③�

 

① IP アドレス 登録するプリンタの IP アドレスを指定します。 
「0.0.0.0」および「255.255.255.255」は指定できませ
ん。 
  例：192.168.0.11 

② ポート番号 登録するプリンタのポート番号を指定します。 
  設定範囲：1 ～65535 初期値：9313 

③ 定期監視を行う 登録するプリンタを、定期監視の対象とするときは
にします。 

定期監視を行うか指定し、［OK］をクリックする 
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12.3.2 自動検索による登録 

ネットワークに接続されているプリンタを自動検索します。 

「監視リスト」の［プリンタ］から［プリンタの検索］を選択する 
ネットワークに接続されているプリンタが検索され、「監視リスト」に登録され
ます。(ウィンドウ例は、「詳細」表示のとき) 

 

ガイド 
・［表示］から［一覧］を選択し、「監視リスト」の表示のしかたを変えること
ができます。 

 

・自動検索した場合は、「定期監視」は常に有効になります。 
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12.3.3 検索範囲を設定する 
ネットワークに接続されているプリンタの検索範囲を設定することができます。 

「監視リスト」の［プリンタ］から［検索範囲の設定］を選択する 

［検索範囲の設定］ダイアログで検索条件を指定する 

①� ⑤�
⑥�

⑧�

②�
③�
④�

⑦�

 

① ローカルネットワーク
を指定 

パソコンが属しているネットワーク内を検索
する場合に選択します。 

② 検索範囲を指定 パソコンが属しているネットワークと異なる
ネットワークの範囲を検索する場合に選択し
ます。 

③ ネットワークアドレス プリンタの検索範囲に追加するネットワーク
アドレスを指定します。「0.0.0.0」および
「255.255.255.255」は指定できません。 

④ サブネットマスク プリンタの検索範囲に追加するサブネットマ
スクを指定します。 
「255.255.255.255」は指定できません。 

⑤ 検索ポート番号 プリンタの検索範囲に追加するポート番号を
指定します。 
  設定範囲：1～65535 初期設定：9313 

⑥ 検索時間 プリンタの検索時間（タイムアウト時間）を設
定します。 
  設定範囲：5～30 秒 初期設定：5秒 

⑦ ［追加］ボタン ①～⑥で指定した内容を、アドレスリストに追
加します。すでに登録されているネットワーク
アドレスを指定した場合は、追加されません。 

⑧ ［削除］ボタン アドレスリストで選択した項目を削除し、指定
した内容を①～⑥に反映します。 

ガイド 
・ローカルネットワークを追加する場合、「検索ポート番号」と「検索時間」の
み入力することができます。 

・ローカルネットワーク（***.***.***.***）の最後の 1つを削除することはで
きません。 
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12.4 「監視リスト」の見かたと設定 
監視リストの表示のしかたには「一覧」と「詳細」の 2種類あります。 
表示方法はメニューバーの［表示］から選択します。 

・［一覧］表示 

①�
②�

⑤�④�  

・［詳細］表示 

①�

③�
②�

⑤�④�  

① メニューバー 監視リストで実行できる機能を表示します。 
② ツールバー 監視リストで実行できる機能をボタンで表示しま

す。 
③ 表示項目名 プリンタの情報の項目名です。（「詳細」表示のみ） 

項目名をクリックすると、クリックした項目の内容
をもとにプリンタ情報の表示を並び替えることがで
きます。 
また、表示する項目を変更したり、順序を入れ換え
たりすることができます。 

 表示する項目を変更する操作については、
「表示する項目と順序を変更する」（280 ペ
ージ）参照 

④ チェックボックス Printianaviネットワークマネージャは、ここが に
なっているプリンタを定期監視します。 
定期監視の間隔は［ツール］の［通信タイマの設定］
で設定します。 

 詳細は、「プリンタの通信時間を設定する」
（281 ページ）参照 

⑤ アイコン プリンタの状態をアイコン形式で表示します。 
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12.4.1 メニューバーの機能 

「監視リスト」のメニューバーの各機能について説明します。 

①� ②� ③� ④�  
 

新規登録 リストに新規登録するプリンタを指定します。 

 登録については、「監視するプリンタ
を登録する」（273 ページ）参照 

プリンタの変更 IP アドレス、ポート番号、監視状態の変更
を行います。 

 詳細は「監視するプリンタを登録す
る」（273 ページ）参照 

監視リストから
削除 

「監視リスト」で選択されているプリンタ
を、「一覧表示」から削除します。 

すべてのプリン
タを選択 

「監視リスト」に表示されているすべてのプ
リンタを選択します。 

プリンタの検索 ［検索範囲の設定］ダイアログで指定した検
索範囲からプリンタを検索し、「監視リス
ト」に登録します。 

検索範囲の設定 プリンタの検索範囲を指定します。 

 設定の詳細については、「検索範囲を設

定する」（275 ページ）参照 
詳細画面の表示 「監視リスト」で選択されているプリンタの

「詳細画面」を表示します。 

 「詳細画面」の内容については、「詳細画面」

の見かたと設定」（282 ページ）参照 
ブラウザで状態
を表示 

｢監視リスト｣で選択されているプリンタの
持つ Printia LASER Internet Service を起
動します。 

 詳細については、「第 13 章 Web サー
バ 機 能 (Printia LASER Internet 
Service)」（295 ページ）参照 

設定の印刷 「監視リスト」で選択されているプリンタの
設定情報を印刷します。 

① プリンタ 

終了 Printianavi ネットワークマネージャを終了します。

ガイド 
Netscape 6.x を「通常使うブラウザ」に設定している環境で、［ブラウザで状態
を表示］機能を使用すると、次の現象が発生することがあります。 
・「ブラウザの起動に失敗しました」とメッセージが表示される 
Printia LASER Internet Service の動作に問題はありません。メッセージダ
イアログを閉じてください。 

・Internet Explorer が起動していると、Printia LASER Internet Service が
表示されない 
Internet Explorer を閉じてから、再度［ブラウザで状態を表示］を実行して
ください。 
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ツールバー ツールバーの表示・非表示を指定します。 
ステータスバー ステータスバーの表示・非表示を指定しま

す。 
一覧 「監視リスト」を一覧モードで表示します。 
詳細 「監視リスト」を詳細モードで表示します。 
表示項目の設定 「監視リスト」の「表示項目名」に表示する

項目と順序を指定します。 

 指定方法は「プリンタの情報の見か
た」の「表示する項目と順序を変更
する」（280 ページ）参照 

すべてのプリン
タの情報を更新 

「監視リスト」に登録されているすべてのプ
リンタの情報を最新の情報に更新します。 

② 表示 

情報の更新 「監視リスト」で選択されているプリンタの
情報を最新の情報に更新します。 

IP アドレス設定
ユーティリティ
2を起動する 

IP アドレス設定ユーティリティ 2 を起動し
ます。 

 詳細については、「IP アドレスの設
定」（130 ページ）参照 

定期監視する 選択されているプリンタに対し定期監視を
有効にする場合に選択します。 

定期監視しない 選択されているプリンタに対し定期監視を
無効にする（行わない）場合に選択します。 

③ ツール 

通信タイマの設
定 

通信エラーと判断するまでの時間、および定
期監視の間隔を設定します。 

 設定の詳細については、「プリンタの
通信時間を設定する」（281 ページ）
参照 

目次 「トピックの検索」を表示します。 
ヘルプ 「監視リスト」のヘルプを表示します。 

④ ヘルプ 

バージョン情報 「Printianavi ネットワークマネージャ」の
バージョン情報を表示します。 
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12.4.2 ツールバーの機能 

「監視リスト」のツールバーにあるボタンの機能について説明します。 

①�②�③�④�⑤�⑥�⑦�⑧�⑨�  

① すべてのプリンタの情
報を更新 

「監視リスト」に登録されているすべてのプリンタ
の情報を最新の情報に更新します。 

② 詳細画面の表示 ｢監視リスト」で選択されているプりンタの「詳細画
面」を表示します。 

 詳細画面の内容については、「「詳細画面」の
見かたと設定」（282 ページ）参照 

③ ブラウザで状態を表示 ｢監視リスト｣で選択されているプリンタの持つ
Printia LASER Internet Service を起動します。 

 詳細については、「第 13 章 Web サーバ機能
(Printia LASER Internet Service)」（295
ページ）参照 

④ 新規登録 リストに新規登録するプリンタを指定します。 

 登録方法の詳細については、｢監視するプリ
ンタを登録する｣（273 ページ）参照 

⑤ 監視リストから削除 「監視リスト」で選択されているプリンタを、「一覧
表示」から削除します。 

⑥ プリンタの検索 「検索範囲の設定」で指定された検索範囲からプリ
ンタを検索し、「監視リスト」に登録します。 

⑦ 定期監視する 選択されているプリンタに対し定期監視を有効にす
る場合に選択します。 

⑧ 定期監視しない 選択されているプリンタに対し定期監視を無効にす
る（行わない）場合に選択します。 

⑨ ［ヘルプ］ボタン 「監視リスト」のヘルプを表示します。 
 

ガイド 
｢監視リスト｣のポッアアップメニュー 
｢監視リスト」のプリンタモデル名の上でマウスを右クリックすると表示される
メニューからは、ツールバーやメニューバーと同じ機能を実行できます。 

〔詳細画面の表示〕ボタン�
〔ブラウザで状態を表示〕ボタン�

〔プリンタの変更〕メニュー�

〔情報の更新〕メニュー�
〔定期監視する〕ボタン�
〔定期監視しない〕ボタン�

〔監視リストから削除〕ボタン�

〔設定の印刷〕メニュー�
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12.4.3 プリンタの情報の見かた 

チェックボックス、項目名、およびアイコンについて説明します。 

(1) 表示する項目と順序を変更する 

「監視リスト」のプリンタ情報として表示する項目を変更したり、順序を入れ替え
たりする操作について説明します。 

「監視リスト」の［表示］から「表示項目の設定」を選択する 

「監視リスト」に表示する項目を設定する 

●表示する項目を変更する 

「監視リスト」の初期設定は、「プリンタモデル名」「IP アドレス」「ポート番号」
「MAC アドレス」「ステータス」「プリンタ装置名」「設置場所」の順に表示されてい
ます。 
表示したくない項目については、 にします。 

�表示しない項目の�
チェックをはずす�

�クリック�

 

ガイド 

すべてを にすることはできません。最低 1つは、必ず にしてください。 

●項目の順序を並び替える 

「監視リスト」の項目を表示する順序を変える場合は、［上へ］［下へ］をクリック
して順番を並び替えます。 
「表示項目の一覧」の上から下の順序で、「監視リスト」の左から右に表示されま
す。 

�項目を並び替え�

�クリック�
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(2) アイコンの見かた 

「監視リスト」のプリンタの情報に表示される各アイコンは、次の内容を示します。 

     
通常 通信中 通信エラー 警告 その他の 

エラー 

12.4.4 プリンタの通信時間を設定する 

「監視リスト」および「詳細画面」に表示されるプリンタの情報を更新する間隔、
およびプリンタとデータを送受信する際のタイムアウト時間を設定します。 

ガイド 
Printianavi ネットワークマネージャが最小化表示のときは、ここで説明する設
定に関わらず定期監視は行われません。 

「監視リスト」の［ツール］から［通信タイマの設定］を選択する 

必要に応じて時間を設定し、［OK］をクリックする 

①�

②�

 

① 定期監視 「監視リスト」および「詳細画面」に表示中のプリンタの
情報更新間隔を設定します。 
  設定範囲：5～180 秒 初期設定：20 秒 

② タイムアウト プリンタからの応答を待ち合わせる最大値を設定します。
設定時間をオーバーした場合は｢応答なし｣となります。 
  設定範囲：5～180 秒 初期設定：5秒 
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12.5 「詳細画面」の見かたと設定 
詳細画面は、「監視リスト」で選択中のプリンタの詳細な情報を表示します。 
「詳細画面」を表示するには、次の 4種類の方法があります。 

・「監視リスト」でプリンタを選択し、［プリンタ］から［詳細画面の表示］を選択
する 

・「監視リスト」でプリンタを選択し、ダブルクリックする 

・「監視リスト」でプリンタを選択し、右クリックして「詳細画面の表示」を選択
する 

・「監視リスト」でプリンタを選択し、［詳細画面の表示］（ ）をクリックする 
詳細画面は、6 つのタブから構成されています。各タブで参照できる内容は、次の
とおりです。 

①� ②� ③� ④� ⑤� ⑥�

 

① プリンタ情報 プリンタのステータス情報を表示します。 
② 基本情報 TCP/IP の構成情報を表示、設定します。 
③ オプション情報 「DNS サーバ情報」および「NetWare 情報」を表示、設定

します。（DNSおよびNetwareをサポートしているプリンタ
のみ） 

④ SNMP 情報 SNMP 基本情報を表示、設定します。 
⑤ トラップ通知先 SNMP トラップ通知先情報を表示、設定します。 
⑥ E メール送信設

定 
E メール構成情報を表示、設定します。 
(E メール送信をサポートしているプリンタのみ) 

各ダイアログで表示、設定できる内容については、次項以降で説明します。 
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12.5.1 ［プリンタ情報］ダイアログ 

①�

②�

③�

④�

⑤�

⑥�

⑦� ⑧� ⑨� ⑩�  
 

ステータス 
アイコン 

プリンタのステータス情報をアイコン
で表示します。 
本アイコンをクリックすると、プリン
タ情報が最新の内容に更新されます。 

① ステータス情報 

ステータス 
情報 

プリンタの詳細な状態を表示します。 

プリンタ 
モデル名 

プリンタのモデル名を表示します。 

ROM Ver: プリンタのファームウェアバージョン
を表示します。 

② 装置情報 

プリンタ 
メモリ 

搭載されているプリンタメモリのサイ
ズを表示します。 

③ 印刷枚数情報 プリンタの印刷枚数を表示します。 
両面印刷時は、表面および裏面を各 1枚と数えます。 

④ 給紙口情報 給紙口にセットされている用紙に関する各種情報を表示します。

⑤ 排紙口 プリンタの排紙口の状態を表示します。 
⑥ オプション プリンタがサポートしているオプション機能とその装

着状態を表示します。 
⑦ ［管理者情報の 

変更］ボタン 
管理者情報を変更するダイアログを表示します。 

 管理者情報の変更については、 
「管理者情報を変更する」（293 ページ）参照 

⑧ ［閉じる］ボタン 設定した値を無効とし、「詳細画面」を閉じます。 
⑨ ［保存］ボタン 管理者入力ダイアログを表示後、設定情報をプリンタに

反映します。 
 詳細については、「設定を有効にする」（293 ページ）参照 

⑩ ［ヘルプ］ボタン オンラインヘルプを表示します。 

ガイド 
XL-5310/5320/5330/5340/5710/5720/5730/6010/6100/6700 では、［プリンタ情
報］ダイアログでのステータス情報表示は簡易表示となります。 
エラー時の用紙サイズ、給紙カセット位置、カバー種類は表示されません。 
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12.5.2 ［基本情報］ダイアログ 

選択中のプリンタに関するネットワーク情報を表示、設定します。 

②�

①�

③� ④� ⑤� ⑥�

⑦�

 

MAC アドレス プリンタの MAC アドレスを表示します。設定は変更で
きません。 

Ethernet タイプ プリンタの Ethernet タイプを表示、設定します。 
設定項目：自動認識、100Mbps Full、100Mbps Half、

10Mbps 
TCP/IP プロトコル TCP/IP 設定の有効・無効を表示、設定します。 

設定項目：有効、無効 
NetWare 設定 NetWare 設定の有効・無効を表示、設定します。 

設定項目：有効、無効 
NetWare 機能をサポートしていないプリンタは「未サ
ポート」と表示され、変更はできません。 

IPP サポート情報 サポートしている IPP のバージョン情報を表示しま
す。設定は変更できません。IPP 印刷をサポートして
いないプリンタは「未サポート」と表示され、変更は
できません。 

① 基本情報 

プリンタの URL IPP モードで印刷するときに、Printianavi ネットワ
ークポートモニタに指定する URL を設定します。URL
は、次の形式で表示、設定します。「プリンタの IP ア
ドレスまたはホスト名＋ドメイン」＋「/」＋「IPP プ
リンタ名」 
設定範囲：63 文字以内 

IPP プリンタ名が「/」＋「IPP プリンタ名」の形式で
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。 
IPP 印刷をサポートしていないプリンタは設定できま
せん。 
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DHCP 設定 IPアドレスをDHCPより自動取得するかどうかを表示、
設定します。 
設定項目：自動取得する、自動取得しない 

印刷ポート番号 印刷を受け付ける際に使用するポート番号を表示、設
定します。 
設定範囲：1～65535 

検索ポート番号 ネットワーク内の XL プリンタの検索に使用するポー
ト番号を表示、設定します。 
設定範囲：1～65535 

IP アドレス プリンタの IP アドレスを表示、設定します。 
例：192.168.0.10 

｢DHCP 設定｣で｢自動取得する｣を設定している場合は、
設定できません。 

サブネットマスク プリンタのサブネットマスクを表示、設定します。 
例：255.255.255.128 

｢DHCP 設定｣で｢自動取得する｣を設定している場合は、
設定できません。 

② TCP/IP 情
報 

ゲートウェイ プリンタのゲートウェイアドレスを表示、設定します。 

例：192.168.0.1 
｢DHCP 設定｣で｢自動取得する｣を設定している場合は、
設定できません。 
ゲートウェイを使用しない場合、「0.0.0.0」に設定し
てください。 

③ ［管理者情報

の変更］ボタン 

管理者情報を変更するダイアログを表示します。 
 管理者情報の変更については、 
「管理者情報を変更する」（293 ページ）参照 

④ ［閉じる］
ボタン 

設定した値を無効とし、「詳細画面」を閉じます。 

⑤ ［保存］ 
ボタン 

管理者情報入力ダイアログを表示後、設定情報をプリンタに反映します。 
 詳細については、「設定を有効にする」（293 ページ）参照 

⑥ ［ヘルプ］
ボタン 

オンラインヘルプを表示します。 

⑦ ［ 元 に戻
す］ボタン 

［基本情報］ダイアログの内容を変更前に戻します。 

ガイド 
・ご使用のプリンタによってはポート番号の名称が次の表示になることがあり
ますが、同じ項目です。 
- 印刷ポート番号 → ポート番号 1 
- 検索ポート番号 → ポート番号 2 
・通常お使いになる場合は、ポート番号の変更は不要です。変更した場合は、
Printianavi ネットワークポートモニタの設定も同じ値にしてください。 

・「プリンタの URL」のプリンタ名を指定・変更した場合、IPP 印刷時に
Printianavi ネットワークポートモニタのプリンタ URL を同じ値に設定して
ください。 

・複数台のパソコンから同時にネットワーク設定の変更（更新）を行わないで
ください。変更に失敗する場合があります。 

・ネットワーク設定を変更すると、プリンタでは変更情報を反映するために初
期化処理が行われます。 
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12.5.3 ［オプション情報］ダイアログ 

選択されたプリンタの［DNS サーバ情報］と［NetWare 情報］の表示および設定を
行います。 
DNS サーバと NetWare のどちらもサポートしていない機種では、本ダイアログは表
示されません。また、当該機能をサポートしていない場合はグレイアウトされます。 

DNSサーバサポートの機種の場合 

①�

②�

③� ④� ⑤� ⑥�

⑦�

 

NetWareのみサポートの機種の場合 

①�

②�

③�

⑦�

④� ⑤� ⑥�  
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DNS サーバのアドレスを
自動的に取得する 

DNS 情報を DHCP サーバから自動取得する場合に
選択します。［基本情報］ダイアログの「DHCP 設
定」を「自動取得する」にしていない場合は、選
択できません。 
本項目を選択している場合、ほかの設定箇所はグ
レイアウトされます。 

次の DNS サーバを参照する DNS 情報を設定する場合に選択します。 
プライマリサーバアドレス プライマリ DNS サーバの IP アドレスを設定しま

す。 
例：192.168.0.2 

セカンダリサーバアドレス セカンダリ DNS サーバの IP アドレスを設定しま
す。 
例：192.168.10.2 

① DNS サーバ情報 

DNS ドメイン名 DNS のドメイン名を設定します。 
設定範囲：半角 63 文字以内 

NetWare マシン名 マシン名を半角 31 文字、または全角 15 文字以内
で設定します。 

NetWare ポート名 NetWare プリンタポート名を半角 31 文字、また
は全角 15 文字以内で設定します。 

動作モード プリンタの動作モードを選択、設定します。 
設定項目：リモートプリンタ、プリントサー

バ 

② NetWare 情報 

パケット形式 プリンタの使用するパケットタイプを選択、設定
します。 
設 定 項 目 ： Ethernet- Ⅱ 、 IEEE802.3 、

IEEE802.2、SNAP 
③ ［管理者情報の変更］

ボタン 

管理者情報を変更するダイアログを表示します。 
 管理者情報の変更については、 
「管理者情報を変更する」（293 ページ）参照 

④ ［閉じる］ボタン 設定した値を無効とし、「詳細画面」を閉じます。 
⑤ ［保存］ボタン 管理者情報入力ダイアログを表示後、設定情報をプリンタに反映します。 

 詳細については、「設定を有効にする」（293 ページ）参照 
⑥ ［ヘルプ］ボタン オンラインヘルプを表示します。 
⑦ ［元に戻す］ボタン ［オプション情報］ダイアログの内容を変更前の状態に戻します。 

ガイド 
・ DNS サーバの検索は、プライマリサーバ→セカンダリサーバの順で行われま
す。セカンダリサーバが存在しない場合は、設定は不要です。 

・ ［E メール送信設定］ダイアログにおいて、SMTP サーバをホスト名で設定し
ている場合には、DNS サーバの設定が必要です。 

・ Printianavi ネットワークマネージャで設定できる内容だけでは、NetWare
環境で使用することはできません。 
NetWare 環境で使用するためには、Printianavi ネットワーク設定ユーティリ
ティで設定を行ってください。 

・ 複数台のパソコンから同時にネットワーク設定の変更（更新）を行わないで
ください。変更に失敗する場合があります。 

・ ネットワーク設定を変更すると、プリンタでは変更情報を反映するために初
期化処理が行われます。 



第 12 章  プリンタ管理機能(Printianavi ネットワークマネージャ) 

288 

12.5.4 ［SNMP 情報］ダイアログ 
選択されたプリンタの SNMP 情報の表示および設定を行います。 

③�

①�

②�

⑦�

④� ⑤� ⑥�  
トラップ発行 トラップ発行時のコミュニティ名を表示、設定します。

設定範囲：半角英数字 15 文字以内 
① コミュニティ名 

MIB 参照 MIB参照時のコミュニティ名を表示、設定します。 
設定範囲：半角英数字 15 文字以内 

システム管理者 システム管理者名を表示、設定します。 
設定範囲：半角英数字 63 文字以内 

プリンタ装置名 プリンタ装置名を表示、設定します。 
設定範囲：半角英数字 63 文字以内 

設置場所 設置場所を表示、設定します。 
設定範囲：半角英数字 63 文字以内 

プリンタ管理者 プリンタ管理者を表示、設定します。 
設定範囲：半角英数字 63 文字以内 

② 情報 

故障時の連絡先 故障時の連絡先を表示、設定します。 
設定範囲：半角英数字 63 文字以内 

③ ［管理者情報の変更］ 

ボタン 

管理者情報を変更するダイアログを表示します。 
 管理者情報の変更については、 
「管理者情報を変更する」（293 ページ）参照 

④ ［閉じる］ボタン 設定した値を無効とし、「詳細画面」を閉じます。 
⑤ ［保存］ボタン 管理者情報入力ダイアログを表示後、設定情報をプリンタに反映しま

す。 
 詳細については、「設定を有効にする」（293 ページ）参照 

⑥ ［ヘルプ］ボタン オンラインヘルプを表示します。 
⑦ ［元に戻す］ボタン ［SNMP 情報］ダイアログの内容を変更前に戻します。 

ガイド 
・ XL シリーズプリンタから発行されたトラップを SNMP マネージャが受信する
には、両方が同じコミュニティ（管理グループ）に存在することが必要です。
コミュニティ名が空白または不一致の場合は、SNMP マネージャはトラップを
受信できませんのでご注意ください。コミュニティ名はセキュリティ対策の
ため、初期値（public）を変更することをおすすめします。 

・ 情報の設定は、全角での入力も可能ですが、記号や半角カナには対応してお
りません。また、お使いの環境によっては正しく表示されない場合がありま
すので、半角英数字での入力をおすすめします。 

・ 複数台のパソコンから同時にネットワーク設定の変更（更新）を行わないで
ください。変更に失敗する場合があります。 

・ ネットワーク設定を変更すると、プリンタでは変更情報を反映するために初
期化処理が行われます。 
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12.5.5 ［トラップ通知先］ダイアログ 
SNMP のトラップ情報の表示および設定を行います。 
トラップの通知先は 4つまで設定できます。 

⑦�

③� ④� ⑤� ⑥�

①�

②�

 

IP アドレス トラップ通知先の IP アドレスを表示、設
定します。 
「0.0.0.0」および「255.255.255.255」は
指定できません。 
 例：192.168.0.21 

電源投入時に 
通知する 

電源投入時にトラップを発行したいとき
に にします。 

認証エラー時に 
通知する 

認証エラー時にトラップを発行したいと
きに にします。 

① トラップ通知先 1～4 

プリンタエラー時に 
通知する 

プリンタエラー時にトラップを発行した

いときに にします。 
② プリンタエラーは 

ハードエラーに限定
する 

プリンタエラー時のトラップ通知を、ハードエラーに限定すると

きに にします。トラップ通知先 1～4 すべての設定で有効とな
ります。 

③ ［管理者情報の変更］

ボタン 

管理者情報を変更するダイアログを表示します。 

 管理者情報の変更については、 
「管理者情報を変更する」（293 ページ）参照 

④ ［閉じる］ボタン 設定した値を無効とし、「詳細画面」を閉じます。 
⑤ ［保存］ボタン 管理者情報入力ダイアログを表示後、設定情報をプリンタに反映します。

 詳細については、「設定を有効にする」（293 ページ）参照 
⑥ ［ヘルプ］ボタン オンラインヘルプを表示します。 
⑦ ［元に戻す］ボタン ［トラップ通知先］ダイアログの内容を変更前に戻します。 

ガイド 
・複数台のパソコンから同時にネットワーク設定の変更（更新）を行わないで
ください。変更に失敗する場合があります。 

・ネットワーク設定を変更すると、プリンタでは変更情報を反映するために初
期化処理が行われます。 
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12.5.6 ［E メール送信設定］ダイアログ 

通知のタイミングは Eメール情報内に含まれます。 

ガイド 
・ 詳細は、ネットワークマネージャの実際のダイアログを参照してください。 
・ E メール送信をサポートしていない場合は、このダイアログは表示されませ
ん。 

・ サポートしていない通知タイミングは、グレイアウトされます。 

(1) 表示、設定内容 

②�

③�

⑦�⑦� ⑧�

①�

 ④� ⑤� ⑥�  

 
送信元名 本装置の名称（Eメールを送信する装置名）を

表示、設定します。 
設定範囲：半角 31 文字、全角 15 文字以内 

送信元アドレス プリンタから送信する E メールの送信元のメ
ールアドレスを表示、設定します。 
設定範囲：半角 63 文字、全角 31 文字以内 

送信先アドレス プリンタから送信する E メールの送信先のメ
ールアドレスを表示、設定します。 
設定範囲：半角 127 文字、全角 63 文字以内 

SMTP サーバ名 SMTP サーバのサーバ名を表示、設定します。 
設定範囲：半角 63 文字、全角 31 文字以内 

① E メール情報 

SMTP サーバポート 
番号 

SMTP サーバのポート番号を表示、設定ポート
番号します。 
設定範囲：1～65535 

トナー／ 
ドラムカートリッジ 

トナーカートリッジ、ドラムカートリッジまた
はプロセスカートリッジの交換時期に関する
警告をEメールで通知するときに にします。 

② 通知のタイミング 

定着器 定着器の交換時期に関する警告を E メールで

通知するときに にします。 
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③ ［管理者情報の変

更］ボタン 

管理者情報を変更するダイアログを表示します。 

 管理者情報の変更については、 
「管理者情報を変更する」（293 ページ）参照 

④ ［閉じる］ボタン 設定した値を無効とし、「詳細画面」を閉じます。 
⑤ ［保存］ボタン 管理者情報入力ダイアログを表示後、設定情報をプリンタに反映します。

 詳細については、「設定を有効にする」（293 ページ）参照 
⑥ ［ヘルプ］ボタン オンラインヘルプを表示します。 
⑦ ［送信テスト］ 

ボタン 
送信テストを行った場合は、E メール送信ダイアログの各設定がプリ
ンタに反映されます。 

⑧ ［元に戻す］ボタン ［Eメール送信設定］ダイアログの内容を変更前に戻します。 

ガイド 
・SMTP サーバをホスト名で設定する場合は、［オプション情報］ダイアログで
DNS サーバの設定が必要です。 

・通知タイミングは、機種や消耗品、定期交換部品によって交換時期が近づい
たとき、交換時期になったときのいずれか、または両方の場合があります。 

・複数台のパソコンから同時にネットワーク設定の変更（更新）を行わないで
ください。変更に失敗する場合があります。 

・ネットワーク設定を変更すると、プリンタでは変更情報を反映するために初
期化処理が行われます。 

(2) E メールで通知する 

ここでは、送信テスト、カートリッジ／定着器の交換要求が発生したときに通知さ
れる Eメールの内容について説明します。 

●送信テスト 
［Eメール送信設定］ダイアログの［送信テスト］をクリックします。 

�クリック�

 
送信テストで通知される内容 
タイトル：メンテナンス情報のお知らせ(送信テスト) 

送信テストです。�

送信元名:XL-XXXX�
プリンタ管理情報：XL-XXXX-YYYYYYYYYYYY�
総印刷枚数：XXXXXXXXXX枚�

 
X：数字、プリンタ名が通知されます。 
Y：MAC アドレスが通知されます。 
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●メンテナンス交換要求の通知 

消耗品／定期交換部品の交換要求が発生した場合、次の内容のメールが通知されます。 

・トナー少 
タイトル:メンテナンス情報のお知らせ(トナーlow) 

メンテナンス情報が発生しました。�
�
送信元名：XL-XXXX�
プリンタ管理情報：XL-XXXX-YYYYYYYYYYYY�
総印刷枚数：XXXXXXXXXX枚�
�
トナーの残量が少なくなりました。�
�
【プロセスカートリッジ商品名（商品番号）】 �

プロセスカートリッジ  LB315A(0805110) �
プロセスカートリッジ  LB315B(0805120)�

�
【使用済みプロセスカートリッジ�

無償回収サービスお問い合わせ先】�
エコ受付センター�
（フリーダイヤル：0120-30-0693）�

 

X：数字、プリンタ名が通知されます。 
Y：MAC アドレスが通知されます。 

・定着器交換 
タイトル:メンテナンス情報のお知らせ(定着器) 

メンテナンス情報が発生しました。�
�
送信元名：XL-XXXX�
プリンタ管理情報：XL-XXXX-YYYYYYYYYYYY�
総印刷枚数：XXXXXXXXXX枚�
�
定着器の交換時期が近づいてきました。�
�
【定着器交換お問い合わせ先】�

ハードウェア修理相談センター �
（フリーダイヤル：0120-422-297）�

 

X：数字、プリンタ名が通知されます。 
Y：MAC アドレスが通知されます。 
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12.5.7 管理者情報を変更する 

パスワードを変更します。 
初期状態（工場出荷時の状態）の場合、パスワードは設定されていません。 
［管理者情報の変更］をクリックし、パスワードを設定します。 

①�

④� ⑤�

②�
③�

 

① 現在のパスワード 現在設定されているパスワードを入力しま
す。 

② 新しいパスワード パスワードを入力します。 
 設定範囲：半角英数字 15 文字以内 

③ 新しいパスワードの確認入力 パスワードを再入力します。 
④ ［OK］ボタン 新しいパスワードに変更します。 
⑤ ［キャンセル］ボタン パスワードを変更せずダイアログを閉じま

す。 

ガイド 
次の場合、パスワードは変更できません。 
・「現在のパスワード」に入力した値が正しくない場合 
・「新しいパスワード」と「新しいパスワードの確認入力」の値が一致しない場合 

「パスワードが違います」と表示されたら［再試行］をクリックして設定し
直すか、［キャンセル］をクリックしてください。 

12.5.8 設定を有効にする 

現在設定されているパスワードを入力して［OK］をクリックすると、設定した値を
プリンタに反映します。 
各ダイアログで［保存］をクリックすると、［パスワード］ダイアログが表示され
ます。 

①�

 

① パスワード 現在設定されているパスワードを入力します。 
プリンタに設定が反映されると正常終了ダイアログが表示されます。［OK］をクリ
ックして設定を完了します。 
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ガイド 
入力したパスワードが、設定されているパスワードと異なると、設定が反映さ
れずエラーが表示されます。［再試行］をクリックして、再度パスワードを入力
するか、［キャンセル］をクリックしてください。 

 

［基本情報］ダイアログの「DHCP 設定」で「自動取得する」を選択している場
合は、設定を完了すると次のダイアログが表示されます。 

 

IP アドレスを変更した場合に、その IP アドレスがすでに監視リスト内に存在し
ているときに以下のメッセージが表示されます。 
・同じアドレスを持つプリンタが稼動中の場合 

 

・同じアドレスを持つプリンタが応答しない場合 

 

［はい］をクリックすると、処理は続行されます。［いいえ］をクリックすると
「詳細画面」の「基本情報」タブに戻ります。 
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13.1 概  要 
ここでは、Printia LASER Internet Service をご使用になる上で必要なことがらに
ついて説明します。 

13.1.1 Printia LASER Internet Service とは 

Printia LASER Internet Service は、インターネットや LAN（TCP/IP）に接続され
た XL プリンタの状態を参照／印刷したり、プリンタのネットワークに関する設定
を変更するためのコンテンツです。 
プリンタに直接搭載されているため、Web ブラウザがインストールされたパソコン
であれば、専用ソフトのインストールなしで使用することができます。 

13.1.2 動作環境 

Printia LASER Internet Service は、以下の製品版 Web ブラウザで動作します。 

・Netscape Communicator 4.0 以上 

・Microsoft Internet Explorer 4.0 以上 

ガイド 
Netscape 6.x を「通常使うブラウザ」に設定している環境で、Printianavi ネッ
トワークマネージャから［ブラウザで状態を表示］機能を使用すると、次の現象
が発生することがあります。 
・「ブラウザの起動に失敗しました」とメッセージが表示される 
Printia LASER Internet Service の動作に問題はありません。メッセージダイ
アログを閉じてください。 
・Internet Explorer が起動していると、Printia LASER Internet Service が表
示されない 
Internet Explorer を閉じてから、再度［ブラウザで状態を表示］を実行してく
ださい。 
なお、ご使用になるブラウザで次の機能を使用可能にしておいてください。（設定
方法の詳細については、Web ブラウザの取扱説明書やヘルプ等を参照してくださ
い。） 

・JavaScript（必須） 
ステータス表示の自動更新や設定時の処理に JavaScript を使用しているため、
JavaScript 未対応のブラウザでは正しく動作しません。 

・スタイルシート（推奨） 
スタイルシートが使用できない場合でも、Printia LASER Internet Service の機
能には差し支えありませんが、表示が見にくくなる場合があります。 

・Cookie の使用(任意) 
Cookie が使用可能な場合は、ユーザ（Web ブラウザ）ごとにステータス表示の自
動更新に関する設定を行うことができます。Cookie を使用したくない場合は、プ
リンタ側に設定された初期設定で動作するようにも設定できます。 

 「情報更新設定」（303 ページ）参照 
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13.2 Printia LASER Internet Service の使いかた 
ここでは、Printia LASER Internet Service の使いかたについて説明します。 

13.2.1 準備 

Printia LASER Internet Service をご使用になるには、プリンタの IP アドレスの
設定が済んでいることが必要です。 
また、プリンタが LAN に接続され、電源が入っていることを確かめてから操作を行
ってください。 

 IP アドレスの設定方法については「IP アドレスの設定」（130 ページ）参照 

13.2.2 Printia LASER Internet Service を表示する 

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

・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） 

ガイド 
Printianavi ネットワークマネージャから以下の方法で起動することもできます。 
①［スタート］－［プログラム］－［Printianavi］－［ネットワークソフトウ
ェア 2］－［Printianavi ネットワークマネージャ］の順に選択する 

②表示させるプリンタを選択する 

③アイコン（ ）をクリックするか、［プリンタ］の［ブラウザで状態を表示］
を選択する 

�クリック�

 
 Printianavi ネットワークマネージャのインストールについては、 
「第 14 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」（313 ページ）参照 

 Printianavi ネットワークマネージャについては、 
「第12章 プリンタ管理機能(Printianaviネットワークマネージャ)」（269
ページ）参照 
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指定した URL でプリンタに正しく接続されると、次のようなウィンドウが表示され
ます。 
※ウィンドウの例は Microsoft Internet Explorer です。 

①�

③� ④�

②�

 

① タイトル タイトルロゴ以外に、プリンタモデル名と簡易ステ
ータスアイコンを表示します。 

② ユーザモード切り替え
ボタン 

ユーザモードと管理者モードを切り替えます。 

③ メニュー ウィンドウの切り替えやリンク先のページを表示し
ます。 

④ 情報 メニューで選択した項目の情報を表示します。 
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13.2.3 基本操作 

(1) 管理者モードとユーザーモードの切り替え 

モード切り替えボタンの文字が黄色く光っている方が現在のモードです。 
ユーザーモードでは、プリンタの状態や設定の表示のみ行えます。 
管理者モードでは、プリンタの状態表示と設定の変更を行えます。 

●管理者モードに切り替える 

〔管理者モード〕をクリックすると、ユーザー名とパスワードの入力画面が表示さ
れます。 

①�

②�
 

① ユーザー名 xladmin 固定です。 
② パスワード Printianavi ネットワークマネージャと共通のパス

ワードです。工場出荷時（初期設定）の場合は設定
されていません。 

●ユーザーモードに切り替える 

［ユーザーモード］をクリックすると、ユーザーモードに切り替わります。 
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(2) 表示または設定する情報を選択する 
左側のメニューで表示または設定する情報をクリックします。 
 
ユーザーモード             管理者モード 

①�

②�

③�
④�
⑤�
⑥�
⑦�
⑧�

⑩�
⑨�

⑫�

⑬�

⑪�

 
① プリンタステータ

ス／詳細情報 
プリンタの状態や給紙口、オプションの装着状態などを参照
します。 

② 情報更新設定 プリンタの状態表示の更新間隔をブラウザごとに設定します。

③ 基本情報 プリンタのネットワークに関する基本情報を表示、設定します。 

④ SNMP 情報 SNMP に関する情報を表示、設定します。 
⑤ E メール送信設定 消耗品および保守交換の警告を E メールで通知する場合に設

定します。(管理者モードのみ) 
⑥ 管理者情報 管理者情報の変更や情報更新を設定します。(管理者モードのみ) 

⑦ パスワード 管理者モードへアクセスするためのパスワードを設定、また
は変更します。(管理者モードのみ) 

⑧ お気に入り メニューの［お気に入り］に登録する URL を表示、設定します。

⑨ バージョン情報 Printia LASER Internet Service のバージョン情報を表示します。

⑩ ヘルプ ヘルプを表示します。 
⑪ お気に入り ［オプション情報］の［お気に入り］で登録された URL のペ

ージを表示します。 
⑫ 管理者にメール 管理者モードの管理者情報で登録した管理者の E メールアド

レスに対し、メール送信ウィンドウを開きます。 
（ユーザーモードのみ） 

⑬ FUJITSU 富士通のホームページ(http://jp.fujitsu.com)を表示します。

 詳細については、「各ウィンドウの詳細」（302 ページ）の各ウィンドウの説明を参照 

ガイド 

ヘルプはメニューから選択する以外に、 をクリックしても表示できます。 
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(3) プリンタの設定の変更(管理者モードのみ) 
必要に応じてプリンタの設定を変更し、［設定］をクリックします。 
［設定］をクリックする前に［元に戻す］をクリックすると、変更前の状態に戻り
ます。 

 

お願い 
［設定］をクリックせずに他のウィンドウを表示すると、入力した値は設定さ
れることなく削除されます。他のページの情報の設定や表示を行う前に、必ず
［設定］をクリックして設定を更新してください。 

 

設定を反映するため、プリンタがリセッ
トされ左のウィンドウが表示されます。 
ガイド 
「情報更新設定」、「Eメール送信設定」ま
たは「節電機能」の設定を変更した場合
は、プリンタの設定は更新しますが、リ
セットは行いません。 

 

リセットが完了すると、左のウィンドウ
が表示されます。 
［戻る］をクリックすると、［管理者モー
ド］の［プリンタステータス］ウィンド
ウが表示されます。 
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13.3 各ウィンドウの詳細 
Printia LASER Internet Service の各ウィンドウについて説明します。 

13.3.1 ステータス情報 
ステータス情報の設定内容について説明します。 

(1) プリンタステータス／詳細情報 
プリンタの状態を参照することができます。 
※ウィンドウの例は［ステータス情報］の［詳細情報］（管理者モード）です。 

①�

②�

③�

④�

⑤�

⑥�

⑦�

⑧�
⑨� 

・プリンタステータス 
プリンタステータスと給紙口の情報を表示します。 

・詳細情報 
プリンタステータス、給紙口の情報に加え、装着されているオプションや印刷枚
数など詳しい情報を表示します。 
① プリンタステータス プリンタの状態が正常かエラーが発生しているか

を表示します。 
② 印刷中文書 印刷中文書のユーザ名と文書名を表示します。印

刷中文書がない場合、「印刷中文書はありません」
と表示します。 

③ 給紙口 プリンタの給紙口の装着状態およびセットされて
いる用紙のサイズと残量を表示します。 
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④ オプション機能 プリンタのオプション機能のサポート情報および
状態を表示します。（［詳細情報］のみ） 

⑤ メモリ情報 プリンタに装着されているメモリ容量を表示しま
す。（［詳細情報］のみ） 

⑥ 保守情報 印刷枚数（両面印刷時は、表／裏を各 1 枚として
カウントします）やファームウェアバージョン等、
プリンタの保守に関連する情報を表示します。
（［詳細情報］のみ） 

⑦ 警告情報 トナーカートリッジおよび定着器の交換時期が近
づいてきたときに警告を表示します。（［詳細情
報］、管理者モードのみ） 

⑧ ［ステータス情報更
新］ボタン 

プリンタの状態表示を最新の情報に更新します。 

⑨ 情報更新間隔 プリンタの状態表示を表示されている秒数間隔で
自動更新します。「自動更新しない」と表示されて
いるときは自動更新しません。 

ガイド 
プリンタの状態（正常/エラー/パネル設定中）は、タイトルの右側に表示され
ている簡易ステータスアイコンでも参照できます。 

：プリンタは正常な状態です。 

：プリンタがオフライン状態になっています。 

(2) 情報更新設定 

①�
②�

 
プリンタの状態表示の自動更新の有無や、自動更新時の更新間隔の設定をブラウザごとに行

うことができます。ユーザーモードと管理者モードのどちらでも設定できます。 

① 自動更新する 自動更新するときに にします。 
② 更新間隔 自動更新するときの更新間隔を 5～3600 秒の範囲で設定します。 

ガイド 
本機能は、管理者がユーザ固有の情報更新設定を許可しているときに設定でき
ます。また、本機能を使用するには、あらかじめ Web ブラウザで Cookie の使用
を許可しておく必要があります。 
設定を行わない場合や、Cookie の使用を禁止している場合は、管理者が設定し
た初期設定で動作します。 

 「管理者情報（管理者モードのみ）」（310 ページ）参照 
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13.3.2 ネットワーク情報 

ネットワーク情報の設定内容について説明します。 

(1) 基本情報、TCP/IP 情報 

①�
②�
③�
④�

⑫�
⑬�
⑭�

⑤�⑥�
⑦�
⑧�
⑨�
⑩�
⑪�

①�
②�
③�
④�
⑤�

 
●基本情報 
プリンタのネットワーク関連の基本的な情報を表示、設定します。 
① MAC アドレス MAC アドレスを表示します。変更はできません。 
② Ethernet タイプ 次のうちから１つの Ethernet タイプを表示、設定しま

す。 
  初期設定：自動認識 
  設定項目：自動認識、100Mbps Full、100Mbps Half、
10Mbps 

③ TCP/IP プロトコル TCP/IP プロトコルの状態を表示、設定します。 
  初期設定：有効 
※「無効」設定時は Printia LASER Internet Service
は使用できません。 

④ IPP サポート情報 サポートする IPP のバージョンを表示します。変更はで
きません。 

⑤ プリンタの URL IPP モードで印刷する際に、Printianavi ネットワークポ
ートモニタに指定する URL を「プリンタの IP アドレスま
たはホスト名＋ドメイン名」＋「/」＋「IPP プリンタ名」
の形式（半角 63 文字または全角 31 文字以内）で表示、
設定します。 
また、IPP プリンタ名は、ブラウザのタイトルバーにも
表示されます。 

ガイド 
・プリンタの URL の IPP プリンタ名を指定・変更した場合、IPP 印刷時は
Printianavi ネットワークポートモニタのプリンタ URL も同じ値に設定する
必要があります。 

・IPP プリンタ名には、半角空白文字および次の文字は使えません。 
  ;/?:@&=+$,{}|¥^［］｀<>#%” 
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・［アドレス取込み］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」の「プリンタの IP アドレスまたはホスト名＋ドメイ
ン名」に反映することができます。（管理者モードのみ） 
このとき IPP プリンタ名が「／」＋「IPP プリンタ名」の形式で指定されてい
ない場合は、初期設定の「ipp」を IPP プリンタ名として付加します。 
ただし、取り込みによって文字列の合計が半角 63 文字または全角 31 文字を
超えた場合は、入力エラーとなりますので値を調整してください。 

●TCP/IP 情報 

プリンタの TCP/IP 関連の情報を表示、設定します。（管理者モードのみ） 
⑥ DHCP 自動取得 DHCP による IP アドレス自動取得の状態を表示、設定し

ます。（初期設定：設定） 
設定…IP アドレスを DHCP により取得します。 
解除…IP アドレスを直接設定します。 

⑦ IP アドレス IP アドレスを表示、設定します。 
⑧ サブネットマスク サブネットマスクを表示、設定します。 
⑨ ゲートウェイ ゲートウェイアドレスを表示、設定します。 
⑩ 印刷ポート番号 印刷を受け付ける際に使用するポート番号を表示、設

定（1～65535）します。 
⑪ 検索ポート番号 ネットワーク内の XLプリンタの検索に使用するポート

番号を表示、設定（1～65535）します。 

ガイド 
ポート番号は通常お使いになる場合は変更の必要はありません。変更した場合
は、Printianavi ネットワークポートモニタの設定も同じ値に変更してください。 

●DNS サーバ情報 

プリンタの DNS サーバ関連の情報を表示、設定します。（管理者モードのみ） 
⑫ DNS 情報の自動取得 DNS サーバの情報を DHCP により自動取得するかを

表示、設定します。 
⑬ プライマリサーバアド

レス／セカンダリサー
バアドレス 

プライマリとセカンダリのDNSサーバのIPアドレ
スを表示、設定します。 
 初期設定：なし 

⑭ DNS ドメイン名 DNS のドメイン名を表示、設定します。設定は半角
63 文字、全角 31 文字以内で記入します。 
 初期設定：なし 

ガイド 
「DNS 情報の自動取得」を「設定」としている場合、DNS サーバ情報を変更する
ことはできません。 
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(2) SNMP 情報 
プリンタの SNMP 関連の情報を表示、設定します。 

①�
②�

⑤�

③�
④�

①�
②�

③�
④�

⑤�

 

●コミュニティ名 

① トラップ発行 トラップ発行時のコミュニティ名を表示、設定（半角英数
15 文字以内）します。 

② MIB 参照 MIB 参照時のコミュニティ名を表示、設定（半角英数 15 文
字以内）します。 

ガイド 
・ XL シリーズプリンタから発行されたトラップを SNMP マネージャが受信する
ためには、両方が同じコミュニティ（管理グループ）に存在することが必要
です。コミュニティ名が空白または不一致の場合は、SNMP マネージャはトラ
ップを受信できませんのでご注意ください。 

・ セキュリティ対策のため、初期値（public）を変更することをおすすめしま
す。 

●情報 

SNMP マネージャに通知する情報（システム管理者、プリンタ装置名、設置場所、プ
リンタ管理者、故障時の連絡先）を表示、設定（各項目半角 63 文字以内）します。 

ガイド 
情報の設定は、全角 31 文字以内での入力も可能ですが、記号（｢㈱｣｢℡｣など）
や半角カナには対応していません。また、お使いの環境によっては正しく表示
されない場合があるので、半角英数字での入力をおすすめします。 
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●トラップ通知先 
４か所までのトラップ通知先と発行条件を表示、設定します。 
③ IP アドレス トラップ発行先 IP アドレスを表示、設定します。 
④ トラップ発行条件 トラップ発行条件を表示、設定（通知する条件を

）します。 
⑤ プリンタエラーはハー

ドエラーに限定する 
プリンタエラー発生時のトラップ発行を、ハード
エラーが発生した場合のみに限定します。 
※「プリンタエラーはハードエラーに限定する」
は、通知先１～４で共通となります。 

(3) E メール送信設定（管理者モードのみ） 

①�
②�
③�
④�
⑤�
⑥�

⑦� ⑧� ⑨�  

トナーが残り少なくなったことや、定着器交換要求が発生したことを、E メールで
通知するための設定を行います。 
① 送信元名 本装置の名称を、半角 31 文字または全角 15 文字以内で設

定します。 
② 送信元アドレス プリンタから送信する E メールの送信元のメールアドレ

スを、半角 63 文字または全角 31 文字以内で設定します。 
③ 送信先アドレス プリンタから送信する E メールの送信先のメールアドレ

スを、半角 127 文字または全角 63 文字以内で設定します。 
④ SMTP サーバ名 SMTP サーバのサーバ名を、半角 63 文字または全角 31 文

字以内で設定します。 
⑤ SMTP ポート番号 SMTP サーバのポート番号を、1～65535 の範囲で設定します。 

⑥ 通知のタイミング E メールで通知する内容を設定します。 
通知するタイミングは、「トナーが残り少なくなった時」
および「定着器の交換時期が近づいた時」です。 

⑦ ［設定］ボタン 設定ウィンドウで設定した内容をプリンタに送信、書き込
みます。ボタンをクリックしてもプリンタは再起動されま
せんが、設定内容はプリンタに反映されます。 

⑧ ［送信テスト］ 
ボタン 

ボタンをクリックすると設定ウィンドウで設定した内容
をプリンタに送信、書き込むとともに「送信先アドレス」
に対し、テストメールを送信します。 

⑨ ［元に戻す］ボタン ［設定］をクリックする前の状態に戻します。 

ガイド 
送信元名、送信元アドレス、送信先アドレスが間違っていてもエラーとして検
出しません。設定時に確認してください。 
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(4) E メールで通知する 
ここでは、送信テスト、カートリッジ／定着器の交換要求が発生したときに通知さ
れる内容について説明します。 

●送信テスト 

［送信テスト］をクリックします。 

�クリック�

 

送信テストで通知される内容 
タイトル：メンテナンス情報のお知らせ(送信テスト) 

送信テストです。�

送信元名:XL-XXXX�
プリンタ管理情報：XL-XXXX-YYYYYYYYYYYY�
総印刷枚数：XXXXXXXXXX枚�

 

X：数字、プリンタ名が通知されます。 
Y：MAC アドレスが通知されます。 
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●メンテナンス交換要求の通知 

トナーカートリッジ／定着器の交換要求が発生した場合、次の内容のメールが通知
されます。 
［トナー少］ 
タイトル:メンテナンス情報のお知らせ(トナーlow) 

メンテナンス情報が発生しました。�
�
送信元名：XL-XXXX�
プリンタ管理情報：XL-XXXX-YYYYYYYYYYYY�
総印刷枚数：XXXXXXXXXX枚�
�
トナーの残量が少なくなりました。�
�
【プロセスカートリッジ商品名（商品番号）】 �

プロセスカートリッジ  LB315A(0805110) �
プロセスカートリッジ  LB315B(0805120)�

�
【使用済みプロセスカートリッジ�

無償回収サービスお問い合わせ先】�
エコ受付センター�
（フリーダイヤル：0120-30-0693）�

 

X：数字、プリンタ名が通知されます。 
Y：MAC アドレスが通知されます。 
［定着器交換］ 
タイトル:メンテナンス情報のお知らせ(定着器交換) 

メンテナンス情報が発生しました。�
�
送信元名：XL-XXXX�
プリンタ管理情報：XL-XXXX-YYYYYYYYYYYY�
総印刷枚数：XXXXXXXXXX枚�
�
定着器の交換時期が近づいてきました。�
�
【定着器交換お問い合わせ先】�

ハードウェア修理相談センター �
（フリーダイヤル：0120-422-297）�

 

X：数字、プリンタ名が通知されます。 
Y：MAC アドレスが通知されます。 
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13.3.3 オプション情報 

オプション情報の設定内容について説明します。 

(1) 管理者情報（管理者モードのみ） 

①�

②�

③�

 

① 管理者情報 連絡先メールア
ドレス 

ユーザーモードのメニューにある［管理者
にメール］の送信先メールアドレスを半角
63文字または全角31文字以内で設定しま
す。 
※ここで設定したメールアドレスとメン
テナンス情報の E メール機能とはリン
クしていません。 

自動更新する 
(初期設定： ) 

一定時間間隔で自動更新する場合に に
します。 

更新間隔 
(初期設定：60
秒) 

自動更新する間隔を 5～3600 秒の間で設
定します。 

② 情報更新設定 

ユーザー固有の
更新設定を可能
にする 

(初期設定：
［可能］) 

にすると、［ステータス情報］の［情報
更新設定］の設定変更が、ユーザ（ブラウ
ザ）ごとに可能になります。Cookie の使

用を禁止させたい場合は にします。
にすると、更新間隔は上記の値で固定とな
り、［ステータス情報］の［プリンタステ
ータス］／［詳細情報］の情報更新間隔表
示の下に「（管理者設定）」と表示されます。 

③ 印刷中文書表
示設定 

印刷中の文書情
報を表示する 
(初期設定： ) 

プリンタステータスの印刷中文書を表示
するか設定します。 
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(2) パスワード（管理者モードのみ） 

プリンタのパスワードを変更します。 
パスワードは次の場合に使用されます。 
・Printia LASER Internet Service で管理者モードに入るとき 
・Printianavi ネットワークマネージャで管理者機能関連の設定を行うとき 

①�
②�
③�

 

① 古いパスワード 現在設定されているパスワードを入力します。 
② 新しいパスワード 変更するパスワードを半角英数 15 文字以内で入力

します。 
③ 新しいパスワードの

確認入力 
「新しいパスワード」の確認入力を行います 

 

ガイド 
パスワードは Printianavi ネットワークマネージャと共通です。 
工場出荷時（初期設定）の場合は設定されていません。 
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(3) お気に入り 

メニューの［お気に入り］に登録する URL を表示、設定します。（最大２か所まで） 

①�
②�
③�
①�
②�
③�

①�
②�
③�
①�
②�
③�

 

① 名前 メニューの［お気に入り］に表示する名前を表示、設定（半角 31 文
字または全角 15 文字以内）します。 

② URL リンク先 URL を表示、設定（半角 63 文字または全角 31 文字以内）し
ます。 

③ 説明 リンク先の説明を表示、設定（半角 31 文字または全角 15 文字以内）
します。 

ガイド 
・初期設定として、「お気に入り１」には FMWORLD.NET 
（http://www.fmworld.net/）が登録されています。 

・URL の先頭に「http：//」が指定されていない場合は、設定時に自動的に「http：
//」が付加されます。 

(4) バージョン情報 

Printia LASER Internet Service のバージョン情報を表示します。 

 

(5) ヘルプ 

ヘルプを表示します。 

ガイド 

ヘルプは、メニューから選択する以外に、 をクリックしても表示できます。 
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14.1 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/IPP を経由した印刷、および管理機能に必要なモジュール
から構成されます。インストール時はプリンタドライバを一括してインストールし
ます。 
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 

・ネットワーク上にある複数のプリンタを一括して管理する場合 
ネットワークソフトウェアのインストール方法には、次の3つのタイプがあります。
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 
セットアップ 

クライアント側の設定
(プリンタ管理者以外) 

・Printianavi ネットワーク 
ポートモニタ（*1） 
・プリンタドライバ（*2） 

プリンタ管理者向け
セットアップ 

サーバ側の設定 ・Printianavi ネットワーク 
ポートモニタ（*1） 
・Printianavi ネットワーク 
マネージャ（*3） 
・Printianavi IP アドレス設定
ユーティリティ 2（*4） 
・プリンタドライバ（*2） 

カスタムセットアップ 個別の機能（管理者機
能・ポート作成）の設
定（すべて選択制） 

・Printianavi ネットワーク 
ポートモニタ（*1） 
・Printianavi ネットワーク 
マネージャ（*3） 
・Printianavi IP アドレス設定
ユーティリティ 2（*4） 
・プリンタドライバ（*2） 

*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
るときに必要なソフトウェアです。 

*2：「プリンタの追加」を選択したときのみインストールされます。 

*3：ネットワーク上の XL シリーズのプリンタを一括して管理できるソフトウェア
です。プリンタのステータス表示やネットワークに関する各種設定を行うこと
ができます。 

*4：プリンタの IP アドレスを新規に設定、または変更するためのソフトウェアで
す。本プリンタは、新規設定に対応しています。対応プリンタについての詳細
は、添付の CD-ROM「pnavi」フォルダにある「ipsetuty.txt」を参照してくだ
さい。 
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14.1.1 新規インストール 

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。 

(1) 準 備 

あらかじめプリンタの 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、「IP アドレスの設定」（130 ページ）参照 

(2) 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。 

添付の CD-ROM「Printia LASER プリンタユーティリティ」を、パソコンの CD-ROM
ドライブにセットし、次のダイアログが表示されたら［ネットワークでプリンタ
を使う］をクリックする 

�クリック�

 

ガイド 
・上のダイアログ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
内容を表示し、一番上の階層にある「xlsetup.exe」をダブルクリックしてく
ださい。 

・OS が Windows NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003 の場合は、管理者権限でロ
グオンしてください。 
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［次へ］をクリックする 

クリック�

 

［参照］をクリックして 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］をクリックする 

②�クリック�

①インストール
先を選択�

 

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。 

�②クリック�

�①選択�

 

  一般ユーザ向け／プリンタ管理者向け（317 ページ）参照 

  カスタム（321 ページ）参照 
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●一般ユーザ向け/プリンタ管理者向け 

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¥ネットワークソフトウェア 2」です。 

ファイルのコピーが開始されます。�

�②クリック�

中断するときは�
クリック�

�①フォルダを�
指定�

 
ガイド 
・ V5.1 より前の Printianavi ネットワークポートモニタがインストールされて
いる場合は、次のダイアログが表示されるので、［OK］をクリックします。 

 
・ V5.1 で設定されたポートの情報は引き継がれます。 
・ Printianavi ネットワークポートモニタ V3.1 以前と置き換える場合は、次の
ダイアログが表示されるので、［はい］をクリックします。 

 
・［Printianavi ネットワークポート管理］は、 で設定したフォルダに移動さ
れます。 
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V7.1 以前の Printianavi ネットワークポートモニタを削除した場合は、
Windows を再起動する 
すぐに再起動するかどうかを選択し、［完了］をクリックします。 

�②クリック�

�①再起動するか�
　どうかを選択�

 
「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、 の処理から自動的に再開されます。(*1) 
「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、インストールを
終了します。 
なお、再起動せずにインストールしたソフトウェアを使用しても正しく動作しな
いことがあります。ソフトウェアを使用する前に必ず再起動してください。 

*1：Windows 再起動後、ポートの追加ダイアログが他のダイアログの後ろに隠れ
ている場合があります。この場合は、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 2」をクリックしてください。 

「ポートを追加する」を選択し、［次へ］をクリックする 

「ポートの追加を行わない」を選択した場合は、手順に に進みます。 

�②クリック�

�①選択�
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ポートの追加処理を行う 
ポートの追加処理については、以下を参照してください。 

  LAN による印刷を行いたいときは、「LAN ポートの追加」（193 ページ）参照 

  IPP による印刷を行いたいときは、「IPP ポートの追加」（197 ページ）参照 

ガイド 
Windows NT4.0 で Spooler サービスの「デスクトップとの対話をサービスに許可」
のチェックを にしている場合、以下のメッセージが表示されます。 
［OK］をクリックします。 

 
Spooler サービスの「デスクトップとの対話をサービスに許可」のチェックを
にし、必要な操作を行った後、再度ポートの追加を行ってください。 

 Spooler サービスの設定方法は 
「ポートが追加できない」の〈対処〉（418 ページ）参照 

「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 

�②クリック�

�①選択�

 

ガイド 

で「ポートを追加しない」を選択した場合は、次のダイアログが表示されます。

「プリンタの追加を行わない」を選択して［次へ］をクリックし、 に進みます。 
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プリンタの追加（プリンタドライバのインストール）を行う 

「ネットワークソフトウェアとプリンタドライバのインストール」の手順 ～

（155 ページ）参照 

［完了］をクリックする 
Windows を再起動するダイアログが表示されます。 
Windows が起動したらインストールの完了です。 

�クリック�

 

�クリック�

 

ガイド 

でプリンタの追加を行わなかった場合、以下のダイアログが表示されます。
［完了］をクリックします。 
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以降は必要に応じて各章を参照してください。 

  プリンタの共有の設定をしたいときは、 
「第 7章  プリンタ共有の設定」（165 ページ）参照 
  実際に印刷したいときは、「第 8章  日常の操作」（181 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は、 
「第 17 章  困ったときは」（369 ページ）参照 

●カスタム 

ユーザがインストールするコンポーネントを選べるモードです。 

インストールしたいコンポーネントを にし、［次へ］をクリックする 

 

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¥ネットワークソフトウェア 2」です。 
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ガイド 
・V5.1 以前の Printianavi ポートモニタと置き換える場合は、次のダイアログ
が表示されるので、［OK］をクリックします。 

 

・V5.1 で設定されたポートの情報は引き継がれます。 
・Printianavi ネットワークポートモニタ V3.1 以前と置き換える場合は、次の
ダイアログが表示されるので、［はい］をクリックします。 

 

・［Printianavi ネットワークポート管理］は、 で設定したフォルダに移動さ
れます。 

V7.1 以前の Printianavi ポートモニタを削除した場合は、Windows を再起動す
る 
すぐに再起動するかどうかを選択し、［完了］をクリックします。 

�②クリック�

①再起動するか�
どうかを選択�

 

「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、 の処理から自動的に再開されます。(*1) 
「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、インストールを
終了します。 
なお、再起動せずにインストールしたソフトウェアを使用しても正しく動作しな
いことがあります。ソフトウェアを使用する前に必ず再起動してください。 

*1：Windows 再起動後ポートの追加ダイアログが他のダイアログの後ろに隠れて
いる場合があります。この場合は、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 2」をクリックしてください。 
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の「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は変わり
ます。選択に合わせた手順へ進んでください｡ 

  「Printianavi ネットワークマネージャ」を選択している場合は、 

「一般ユーザ向け/プリンタ管理者向け」の （318 ページ）へ 

  「Printianavi ネットワークポートモニタ」を選択していない場合 

「一般ユーザ向け/プリンタ管理者向け」の へ（319 ページ） 

ガイド 
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
ンタの追加処理ダイアログが表示されます。選択していない場合は、プリンタ
ドライバのインストールに進みます。 
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14.1.2 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、削除選択ダイアログが表示されます。 

ガイド 
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、 
「プリンタドライバの削除」（201 ページ）参照 

Printianavi ネットワークソフトウェア 2を起動する 

Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 のとき 
［スタート］-［プログラム］-［Printianavi］-［ネットワークソフトウェア
２］-［セットアップ］の順に選択します。 

Windows XP/Windows Server 2003 のとき 
［スタート］-［すべてのプログラム］-［Printianavi］-［ネットワークソフ
トウェア２］-［セットアップ］の順に選択します。 

目的に合わせて選択し［次へ］をクリックする 

�クリック�

�目的に合わ�
せて選択�

 

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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(1) 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 にし、削除したいコンポーネントは にし、［次
へ］をクリックする 

  「新規インストール」の「カスタム」（321 ページ）参照 

 

ダイアログの指示に従って進めてください。 

 

ガイド 
プリンタと関連付けられている Printianavi ネットワークポートモニタがある
とコンポーネントを削除できません。プリンタの接続先ポートを変更し、処理
を継続してください。 
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(2) 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。 
ダイアログの指示に従って進めてください。 

 

�クリック�
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(3) 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］をクリックする 

 

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。�

�クリック�

 

削除を行うと、「スタート」メニューの登録も削除されます。 

ガイド 
プリンタと関連付けられているPrintianaviネットワークポートモニタがあると
コンポーネントを削除できません。プリンタの接続先ポートを変更し、処理を継
続してください。 
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14.2 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。 
下記の方法でポートの追加を行ってください。 

Windows を起動する 
Windows NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003 の場合は、管理者権限でログオン
します。 

［スタート］－［プログラム］－［Printianavi］－［ネットワークソフトウ
ェア 2］－［Printianavi ネットワークポート管理］の順に選択する 
「Printianavi ネットワークポート管理」が起動します。 

［ポートの追加］をクリックする 

�クリック�

 
  LAN（TCP/IP）に接続して印刷するときは、 
「LAN ポートの追加」（329 ページ）参照 

  インターネットに接続されたプリンタに印刷するときは、 
「IPP ポートの追加」（335 ページ）参照 

ガイド 
Windows NT4.0でSpoolerサービスの「デスクトップとの対話をサービスに許可」
のチェックを にしている場合、以下のメッセージが表示されます。 
［OK］をクリックします。 

 
Spooler サービスの「デスクトップとの対話をサービスに許可」のチェックを
にし、必要な操作を行った後、再度ポートの追加を行ってください。 

 Spooler サービスの設定方法は 
「ポートが追加できない」の〈対処〉（418 ページ）参照 
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14.2.1 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。 

接続先、ポート名を設定し［OK］をクリックする 

�①IPアドレスまたは�
　ホスト名を入力�

�②ポート名を入力�

 

①IP 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） 

②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。 

ガイド 
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。 

●ネットワーク上にあるプリンタの一覧を表示する 

［ポートの追加］ダイアログで IP アドレスを設定する際、［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［OK］をクリックすると、「接続先」に反映する
ことができます。 

�クリック�

�選択�
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●プリンタとの通信に必要な情報を設定する 
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、［ポートの追加］ダ
イアログで［オプション］をクリックし、必要箇所を入力し［OK］をクリックしま
す。 

①�

②� ③� ⑤�④�

 

① DHCP 設定プリン
タの IP アドレス
を自動認識する 

にすると、接続先プリンタの DHCP 自動取得の設定にあ
わせて IP アドレスで通信するか MAC アドレスが一致した
プリンタと通信するかを自動判別します。 
DHCP 自動取得＝設定のとき 
MAC アドレスが一致するプリンタと通信します。 
DHCP による動的な IPアドレス割り当てによりプリン
タの IP アドレスが変更されても、前回通信したプリ
ンタを検索し、自動的に新しい IP アドレスで通信し
ます。 

DHCP 自動取得＝解除のとき 
MAC アドレスの一致/不一致にかかわらず、接続先で
指定した IP アドレスで通信します。 
にすると、つねに接続先で指定した IP アドレスで通信

します。通常は にしたままで問題ありませんが、DHCP
サーバからプリンタに割り当てる IP アドレスを固定した
場合に、MAC アドレスの一致/不一致にかかわらず、接続
先で指定したIPアドレスで通信したいときは にしてく
ださい。 
なお、DHCP サーバからプリンタに割り当てる IP アドレス
を固定していない場合は、 にしないでください。 

② 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
するダイアログを表示します。 

③ 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、初期設定の 9313 のままにします。 
変更する場合は、プリンタ側の設定（印刷ポート番号）と
同じ値にしてください。 

④ プリンタタイム
アウト監視時間 

プリンタからの応答を待ち合わせる時間を 60～7200 秒の
範囲で設定します。 
初期設定は 300 秒です。 

⑤ 標準に戻す このダイアログの値を初期設定に戻します。初期設定は以
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 



第 14 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 

331 

ガイド 
･ ポートの作成時（または変更時）に接続先の IP アドレス（またはホスト名）
を［参照］から指定せず直接入力し、一度も通信を行っていない場合は、プ
リンタ側の設定が取得できないため、初回通信時は入力されたIPアドレス（ま
たはホスト名）で接続します。 

･ 「DHCP 設定プリンタの IP アドレスを自動認識する」のチェックを にして
いるとき、プリンタの DHCP 自動取得の設定が前回通信から変更されていた場
合は通信後、次回接続時から変更された設定に従って動作します。 
例） 前回接続したときは「DHCP 自動取得＝解除」だったが、今回接続した結

果「DHCP 自動取得＝設定」になっていた場合 
1 前回の通信結果から、IP アドレスで接続します。 
2 IP アドレスで接続したプリンタと通信（印刷）します。 
3 「2」で接続したプリンタの MAC アドレスを記録します。 
4 次回接続プリンタが「DHCP 自動取得＝設定」のとき 
→MAC アドレスが一致するプリンタに接続します。 

 次回接続プリンタが「DHCP 自動取得＝解除」のとき 
→IP アドレスで接続します。 

 通常の運用では問題ありませんが、プリンタの交換や他部署や他のグループ
に移動する場合に注意が必要です。 

 「プリンタを交換、または設置場所を変更する場合の注意事項」（196
ページ）参照 

・「ネットワークソフトウェアとプリンタドライバのインストール」より「ポー
トの追加」を行った場合は、プリンタの追加処理ダイアログにて「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、「LAN ポートの追加」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。 
「ネットワークソフトウェアとプリンタドライバのインストール」の途中の

場合は、 に進んでください。 
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●ポート名を変更する 

「ポート名」には初期設定として「Fjxl_」＋「プリンタの IP アドレスまたはホス
ト名」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） 

ガイド 
・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。 
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●プリンタの検索範囲を設定する 

ネットワークに接続されているプリンタを検索するための条件（検索範囲）を設定
することができます。検索範囲を指定するダイアログを表示させるには、次のいず
れかの操作を行います。 

・［ポートの追加］の［参照］をクリックして［プリンタの一覧］ダイアログを表
示し、［プリンタ検索範囲］をクリックする 

・［オプション］をクリックして［オプション］ダイアログを表示し、［プリンタ検
索範囲］をクリックする 

①� ②� ③�

④� ⑤� ⑥�  

① ［追加］ボタン 検索範囲を追加します。 
このボタンをクリックすると、次のダイアログが表示
されます。 

 

各項目を設定して［OK］をクリックすると、設定した
内容が、［プリンタ検索範囲の一覧］ダイアログに追加
されます。 

② ［変更］ボタン 検索範囲の内容を変更します。 
このボタンをクリックすると、次のダイアログが表示
されます。 

 

変更内容を入力して［OK］をクリックすると、設定し
た内容が［プリンタ検索範囲の一覧］ダイアログに反
映されます。 
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③ ［削除］ボタン 登録されている検索範囲を削除します。 
一覧から削除する検索範囲を選択してこのボタンをク
リックします。ただし、***.***.***.***は削除できま
せん（設定するパソコンと同一のネットワークセグメ
ント（検索範囲）であるため）。 

④ ［標準に戻す］
ボタン 

一覧に表示されている情報をすべて削除し、初期設定
を表示します。 
初期設定： 
・ネットワークアドレス 
***.***.***.***(*1) 

・サブネットマスク 
***.***.***.***(*1) 

・ポート番号 
9313 

・タイムアウト時間 
5 秒 
*1：設定するパソコンと同一ネットワークセグメン
ト（検索範囲）です。 

⑤ ［OK］ボタン 設定した内容をシステムに反映し、［プリンタ検索範
囲の一覧］ダイアログを閉じます。 

⑥ ［キャンセル］
ボタン 

設定した内容を無効にし、［プリンタ検索範囲の一覧］
ダイアログを閉じます。 
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14.2.2 IPP ポートの追加 

「IPP」を選択し、プリンタの URL を入力して［OK］をクリックする 

  「プリンタの URL 設定（IPP のみ）」（145 ページ）参照 

�②プリンタURL�
  を入力�

①IPPを選択�

 

ガイド 
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［ネットワーク情報］［基本情報］を参照する 

・プリンタを設置する際に印刷する「設定の印刷」を参照する 
・Printianavi ネットワークマネージャの［詳細画面の表示］、［基本情報］を参
照する 

［ポートの追加］ダイアログでは、必要に応じて次の設定を行います。 
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●プロキシサーバの設定をする 

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」を にし、［プロキシ設定］をクリックします。［プロキシ設定］ダイアログで、
プロキシサーバの設定を行ってください。 

①�

②�

③�
⑤�
④�

 

① 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。 

② 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。 

③ 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。プリンタの接続を確認で

きているのに印刷時に通信エラーとなる、印刷データがプ

リンタに通信されないなどの現象が発生するときは、

にすると正常に印刷できることがあります。 
④ 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。 
⑤ 標準に戻す ［標準として設定］に設定した値に戻します。初期設

定が設定されていない場合は、空欄に戻します。 

●ポート名を変更する 

「ポート名」には、初期設定として「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） 

ガイド 
・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。 
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●オプションの設定をする 

［オプション］をクリックすると、［オプション］ダイアログが表示されます。 

①�

 

① プリンタタイムア
ウト監視時間 

プリンタ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。 

ガイド 
「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］ダイアログで「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、「IPP ポートの追加」で設定した IPP 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。 
以降の操作は、「第 6 章 ネットワークを利用してプリンタを接続する」の「ネ
ットワークソフトウェアとプリンタドライバのインストール」を参照してくだ
さい。 

  プリンタドライバのインストールについては、 
「第 5 章  ネットワークを利用せずにプリンタを接続する」（97 ページ）参照 

「第 6 章  ネットワークを利用してプリンタを接続する」（125 ページ）参照 

(1) 接続の確認 

ポートの追加またはポートの設定ダイアログでは、IPP ポートの接続を確認するこ
とができます。 

ガイド 
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。 

ポートの追加ダイアログ終了後に確認を行うには、ポートの設定ダイアログを次の
手順で表示してください。 

Windows を起動する 
Windows NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003 の場合は、管理者権限でログオン
します。 

［スタート］－［プログラム］－［Printianavi］－［ネットワークソフトウ
ェア 2］－［Printianavi ネットワークポート管理］の順に選択する 
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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 

�クリック�

 

［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。 

�クリック�

 

ガイド 
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 

お願い 
IPP での印刷を行う場合は、次の点にご注意ください。 
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。 



第 15 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。 
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15.3.2 近くに移動する......................... 351 
15.3.3 梱包して運搬する....................... 355 
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15.1 プロセスカートリッジの交換と使用上のご注意 
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。 

15.1.1 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、LB315A の場合 A4 サイズの用紙で
約 6000 枚、LB315B 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、プロセスカートリッジを取り外し、
新しいプロセスカートリッジと交換します 

 「プロセスカートリッジの取り外し」（342 ページ）参照 

 「プロセスカートリッジの取り付け」（52 ページ）参照 

 プロセスカートリッジに関する詳細は、「サプライ品一覧」（432 ページ） 
参照 

 

 
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」（457 ページ）参照 

 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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故  障 プロセスカートリッジは、本製品専用品を取り付けて

ください。専用品以外のプロセスカートリッジを取り
付けると、プロセスカートリッジおよびプリンタ本体
の故障の原因となる恐れがあります。 

 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�

 

(1) プロセスカートリッジ交換時のお願い 

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。 

・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。 

・装置の故障を防ぐため、本プリンタ専用品以外のプロセスカートリッジをセット
すると、次のようなエラーメッセージが表示される場合があります。純正品のプ
ロセスカートリッジに交換してください。 

カートリッシﾞ　イシﾞョウ�

　ＥＰカートリッシﾞ　カクニン�
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(2) プロセスカートリッジの交換に関する留意事項 

・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。 

・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図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 
適切な用紙に替えて印刷しても改善されないとき 

(3) プロセスカートリッジの取り外し 

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。 

プリンタの上部カバーを開く 
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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 

 

ガイド 
・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」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。 

 「プロセスカートリッジの取り付け」（52 ページ）参照 

●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』に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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15.1.2 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。 

(1) 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。 

・感光体（ドラム）表面には絶対に手を触れないでください。 

(2) 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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15.2 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。 
 

 
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。 

お願い 
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。 

15.2.1 プリンタ外部の清掃 

カバー表面の汚れは、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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15.2.2 プリンタ内部の清掃 
プリンタ内部の清掃方法を、清掃場所ごとに説明します。 

●内部の点検 
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。 

 「プロセスカートリッジの取り外し」（342 ページ）参照 

プリンタの上部カバーを開く 

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 

・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外し、紙送り
ローラ（ゴムローラ（２個））を清掃してください。 

カセットをプリンタから引き抜く 
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紙送りローラのツメを広げて（①）、紙送りローラを給紙カセットの軸からゆ
っくり取り外す（②）。 

①�

②�
 

水でぬらして硬く絞った柔らかい布で、紙送りローラのゴムの部分をていねい
に拭く 

お願い 
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。 

紙送りローラのツメを左側にして、カセットの軸にゆっくりと差し込む 
紙送りローラの溝を軸の溝に合わせるようにして、紙送りローラをしっかり奥ま
で差し込み、ツメを軸の溝に合あわせます。 
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カセットをプリンタの奥に突き当たるまでしっかり押し込む 

 

●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乾いた布でていねいに拭く 

 

シールドガラス�
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15.3 プリンタを長時間使用しないとき 
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。 
 

 
感  電 電源プラグは絶対に濡れた手で触らないでください。

感電の原因となる恐れがあります。 
 感  電 

火  災 
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。電源コードを引っ張る
と電源コードが傷つき、火災・感電の原因となる恐れ
があります。 

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コネクタから抜きます。 

お願い 
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メッセージに従
った処置をしてから電源を切ってください。 

  「オペレータパネルのエラーメッセージ」（388 ページ）参照 

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�

 

用紙を取り出す 
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 16 章 用紙について」（357 ページ）参照 
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15.3.1 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。 

 
け が 本製品は、オプションや消耗品、用紙が入っていない

状態で約 20kg 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。 

ガイド 
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。 
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15.3.2 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。 

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コネクタから抜きます。 

お願い 
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メッセージに従
って処置をしてから、電源を切ってください。 

  「オペレータパネルのエラーメッセージ」（388 ページ）参照 

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�
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ケーブルを抜く 
パラレルケーブルまたは USB 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。 

LANケーブルコネクタ�

USBケーブル�

ワイヤクリップ�

パラレルケーブル�

 

排紙トレイの用紙を取り除く 
排紙トレイに用紙がある場合は、用紙を取り除き（①）、排紙延長トレイが引き
出されている場合は、元に戻します（②）。 

  用紙の保管については、「第 16 章  用紙について」（357 ページ）参照 
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MP カセットまたは給紙トレイ、給紙カセットの用紙を取り除く 
MP カセットまたは給紙トレイ、給紙カセットをプリンタから引き抜き、用紙を取
り除きます。 

ガイド 
用紙の入っている MP カセットまたは給紙トレイ、給紙カセットは重いので、注
意してプリンタから抜いてください。 

  「給紙カセット、MP カセットに用紙をセットする」（57 ページ）参照 

 

  「給紙トレイを取り外す」（81 ページ）参照 

上部カバーを開く 

お願い 
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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プロセスカートリッジを取り外す 
プリンタ内部からプロセスカートリッジを取り外します。 

  「プロセスカートリッジの交換」（340 ページ）参照 

お願い 
・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、ビニール袋に
入れるか、厚い布などに包んでください。 

 

上部カバーを閉じる 

 

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、 
「第 3章  プリンタ本体の設置」（49 ページ）参照 
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15.3.3 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。 

付属品を取り外す 

  「近くに移動する」の手順 1～4（351 ページ）参照 

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。 

  「プロセスカートリッジの取り扱いと保管」（344 ページ）参照 

・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�
プロセス�
カートリッジ�

電源コード�
CD-ROM、�
取扱説明書など�

 



第 15 章  日常のメンテナンス 

356 

 



第 16 章 
用紙について 

この章では、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。 

16.1 使用できる用紙.......................... 358 
16.1.1 給紙方法と用紙のサイズ................. 358 
16.1.2 普通紙................................. 359 
16.1.3 プレプリント紙、カラー紙............... 359 
16.1.4 長尺紙................................. 360 
16.1.5 官製はがき............................. 361 
16.1.6 OHP フィルム ........................... 361 
16.1.7 ラベル紙............................... 361 

16.2 使用できない用紙........................ 362 
16.2.1 本プリンタで使用できない用紙........... 362 
16.2.2 両面印刷で使用できない用紙............. 363 
16.2.3 給紙カセットで使用できない用紙......... 363 

16.3 用紙の保管上のご注意.................... 364 
16.4 用紙のセット............................ 365 
16.4.1 オプションの給紙トレイに用紙をセットする... 365 
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16.1 使用できる用紙 
本製品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。 

16.1.1 給紙方法と用紙のサイズ 

給紙方法と用紙サイズの関係を次の表に示します。 
給紙方法 タイプ サイズ 重量 積載可能枚数 

普通紙（再生紙） 60～90g/㎡ 約 150 枚 

(重量 64g/m2の用紙の場合) 
厚紙 

100×148～ 
297×420mm 

90～135g/㎡ 横ガイドの上限線まで

官製はがき ハガキヨコ 190g/㎡ 約 60 枚 
OHP フィルム A4 ヨコ ― 約 100 枚 

MP カセット 

ラベル紙 A4 ヨコ 60～135g/㎡ 約 75 枚 
普通紙（再生紙） 60～90g/㎡ 約 100 枚 

(重量 64g/m2の用紙の場合)

厚紙 

100×148～ 
297×420mm 

90～135g/㎡ 横ガイドの上限線まで

官製はがき ハガキヨコ 190g/㎡ 約 50 枚 
OHP フィルム A4 ヨコ ― 約 75 枚 
ラベル紙 A4 ヨコ 60～135g/㎡ 約 75 枚 

給紙トレイ 
（オプション） 

長尺紙 幅 297（固定）× 
長さ 420.1～900 

60～135g/㎡ 一枚ずつ手でセット 

A3 タテ 
B4 タテ 
A4 ヨコ 
B5 ヨコ 
A5 ヨコ 
リーガルタテ 

普通紙 

レターヨコ 

60～90g/㎡ 約 250 枚 
(重量 64g/m2の用紙の場合) 

厚紙 100×148～297×420mm 90～135g/㎡ 横ガイドの上限線まで

OHP フィルム A4 ヨコ ― 約 100 枚 

給紙カセット 
（標準） 

ラベル紙 A4 ヨコ 60～135g/㎡ 横ガイドの上限線まで 
A3 タテ 
B4 タテ 
A4 ヨコ 
B5 ヨコ 
A5 ヨコ 
リーガルタテ 

普通紙 

レターヨコ 

60～90g/㎡ 約 250 枚(重量 64g/m2

の用紙の場合) 
拡張給紙 
ユニット 
（オプション） 
（A3/250 枚） 

厚紙 100×148～297×420mm 90～135g/㎡ 横ガイドの上限線まで

A3 タテ 
B4 タテ 
A4 ヨコ 
B5 ヨコ 
A5 ヨコ 
リーガルタテ 

普通紙 

レターヨコ 

60～90g/㎡ 約 550 枚(重量 64g/m2

の用紙の場合) 
拡張給紙 
ユニット 
（オプション） 
（A3/550 枚） 

厚紙 100×148～297×420mm 90～135g/㎡ 横ガイドの上限線まで
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お願い 
・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、不定形用紙は、給紙カセットからは印刷できません。MP カセッ
トまたは給紙トレイから印刷してください。 

・プリンタドライバおよびオペレータパネルで設定した用紙のサイズと、実際
に使用する用紙のサイズは、必ず一致させてください。 
異なるサイズの用紙に印刷した場合、プリンタが故障するおそれがあります。 

・長尺紙は、給紙トレイ（オプション）からのみ印刷できます。 
・不定形用紙および長尺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、それぞれ「ユーザ定義サイズ」「長尺紙」にしてください。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。 

・幅が 297mm 未満の長尺紙は絶対に使用しないでください。プリンタが故障す
るおそれがあります。 

・OHP フィルム、ラベル紙は拡張給紙ユニットから印刷できません。 
・ 用紙の種類やサイズを頻繁に変更する場合は、オプションの給紙トレイをご
使用ください。 

16.1.2 普通紙 

本製品では、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
販品には本製品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、「サプライ品一覧」（432 ページ）参照 

16.1.3 プレプリント紙、カラー紙 

カラー紙の着色顔料やプレプリント用のインクは、耐熱性で 190℃でも変質せず、
紙質は普通紙と同等のものをご使用ください。プレプリント用紙に耐熱性の低いイ
ンクを使用した場合やインクが乾いていない状態で用紙を使用した場合、インクが
本製品の定着器、感光ドラムおよびローラなどに付着し、印字品質の低下、ジャム、
装置破損の原因となります。 

お願い 
・ 金属混入インク、導電性インク、コールドセットインク、ラバーベースイン
クで印刷された用紙は絶対に使用しないでください。 

・ 印刷枠を設ける場合、次の印刷位置のバラツキを十分考慮に入れて設計して
ください。 
- 位置精度 A4 サイズで±2mm 程度 
- 用紙の傾き 100mm 当たり±1mm 程度 
- 画像の伸縮 100mm 当たり±1mm 程度 
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16.1.4 長尺紙 
・縦や横に長いデータ（900mm の長さまで）を印刷することができます。印刷は
Printia XL ドライバのみ使用可能です。 
・長尺紙は、給紙トレイ（オプション）からのみ印刷できます。 

 給紙トレイに用紙をセットする方法は、 
「オプションの給紙トレイに用紙をセットする」（365 ページ）参照 

・長尺紙は、サプライ用紙をご使用ください。サプライ用紙以外を使用した場合は、
シワ、印刷ずれ、定着不良、および汚れが発生することがあります。 

 サプライ用紙の詳細は、「サプライ品一覧」（432 ページ）参照 

・長尺紙の全領域（全長）に印刷すると、印刷内容の下端（用紙方向：縦の場合）、
または左端（用紙方向：横の場合）が欠けることがあります。その場合は、下端
（用紙方向：縦の場合）、または左端（用紙方向：横の場合）余白を増やして印
刷してください。 

お願い 
・幅が 297mm 未満の長尺紙は絶対に使用しないでください。プリンタが故障す
る恐れがあります。 

・アプリケーションソフトによっては長尺紙に印刷できない場合があります。 
・長尺紙に印刷する場合は、下端（用紙方向：縦の場合）、または左端（用紙方
向：横の場合）余白を十分に（10mm 以上）とって印刷してください。全領域
（全長）に印刷すると、下端が欠けることがあります。 

・用紙サイズスイッチは「パネルで設定」に合わせてください。 
・長尺紙は、1枚ずつセットしてください。 
・長尺紙をセットするときは、次の図のように手で支えてください。 

 

・印刷が始まったら、長尺紙に無理な力を加えないでください。紙づまりの原因にな

ります。また、排紙口から出てくる長尺紙は次の図のように手で支えてください。 
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16.1.5 官製はがき 

はがきに印刷するときは、文章面→宛名面の順に片面ずつ印刷してください。（両
面印刷機能には、対応していません。） 
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。 

・MP カセット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。 

16.1.6 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。 

ガイド 
OHP フィルムは、MP カセット、給紙カセット（標準）および給紙トレイ（オプ
ション）で印刷できます。 

16.1.7 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。 

お願い 
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製品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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16.2 使用できない用紙 
以下の用紙は本製品では使用できません。 

16.2.1 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、
メールシール紙など） 

・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） 

・用紙の全面または大部分にあらかじめ印刷されているプレプリント用紙 

・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、長尺紙 

・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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16.2.2 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。 
厚紙（重量 90g/m2～135g/m2）、OHP フィルム、ラベル紙、不定形用紙、長尺紙 

16.2.3 給紙カセットで使用できない用紙 

不定形用紙および長尺紙は、プリンタ給紙カセットでは使用できません。 

お願い 
・不定形用紙および長尺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、それぞれ「ユーザ定義サイズ」「長尺紙」にしてください。設定した
用紙のサイズと、実際に使用する用紙のサイズは、必ず一致させてください。
異なるサイズの用紙に印刷した場合、プリンタが故障する恐れがあります。 

・プリンタドライバおよびオペレータパネルで設定した用紙のサイズは、必ず
一致させてください。異なるサイズの用紙に印刷した場合、プリンタが故障
する恐れがあります。 

・ 用紙の種類やサイズを頻繁に変更する場合は、オプションの給紙トレイをご
使用ください。 
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16.3 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、給紙カセットや手差しユニットから用紙を
抜き取り、包装してあった紙に包む 

ガイド 
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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16.4 用紙のセット 
給紙カセットや給紙トレイに、用紙がなくなったときや、印刷したい用紙がセット
されていないときは、次の手順に従って用紙をセットします。 

 給紙カセットに用紙をセットする手順については、 
「給紙カセット、MP カセットに用紙をセットする」（57 ページ）参照 

 長尺紙に印刷するときの留意事項については、「長尺紙」（360 ページ）参照 

 「使用できる用紙」（358 ページ）参照 

 「使用できない用紙」（362 ページ）参照 

お願い 
・ インクジェット用官製はがきは、特殊なコーティングが施されているため、
本プリンタでは使用しないでください。 

・ 用紙の種類やサイズを頻繁に変更する場合は、オプションの給紙トレイをご
使用ください。 

16.4.1 オプションの給紙トレイに用紙をセットする 

ここでは、オプションの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。 

 給紙トレイを取り付ける方法は「給紙トレイを取り付ける」（80 ページ） 
参照 

お願い 
給紙トレイに用紙をセットする場合、電源を入れてからセットしてください。 

用紙セット部を開く（①） 
長い用紙をセットするときは、延長トレイを引き出します（②）。トレイの長さ
が足りないときには、さらに拡張延長トレイを開けます。 

①�①�

②�
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サイドガイドを、セットする用紙サイズの目盛りに合わせる 
サイドガイドはセットする用紙の幅に正しく合わせてください。サイドガイドの位置がず

れていると、用紙が正常に搬送されず、紙づまりの原因となることがあります。 

 

用紙の四隅をそろえ、印刷する面を上にし、差し込み口に軽く突き当たるまで入れる 

ガイド 
・折り目やシワの入った用紙は、使用しないでください。 
・最大収容枚数を超える用紙をセットしないでください。 

 

給紙トレイのサイズ設定スイッチを、セットする用紙のサイズと向きに合わせる 

該当するサイズや向きがない場合は、サイズ設定スイッチを「パネルで設定」に
合わせ、オペレータパネルで設定してください。 

 



トラブル編 
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17.1 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』と表示されます。 
エラーメッセージには、紙づまりが発生した場所も表示されます。 
次の要領でつまった用紙を取り除いてください。 
つまった用紙をすべて取り除きカバーを閉じると、印刷可能状態になり、紙づまり
が発生したページから印刷を再開します。 

定着器での
紙づまり�

両面ユニット
での紙づまり�

カセット付近
での紙づまり�

給紙トレイで
の紙づまり�

：用紙搬送経路�

プロセスカートリッジ
付近での紙づまり�

 

お願い 
・つまった用紙を取り除いて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。 

・つまった用紙を取り除いた後に、必ず上部カバーを一度開き、内部に紙が残
っていないことを確認します。その後、上部カバーを閉じてください。 

・用紙は破れないようゆっくりと取り除いてください。 
ガイド 
・プロセスカートリッジ付近に紙づまりが発生した場合、オペレータパネルに
「プリンタナイブ」と表示されます。 

・定着器に紙づまりが発生した場合、オペレータパネルに「ハイシトレイ」ま
たは「プリンタナイブ」と表示されます。 

 

 
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（457 ページ）にご連絡ください。 
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17.1.1 紙づまりのおもな原因 

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ユニット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当たるまで、しっかりと押し込む 

17.1.2 カセット付近でつまった用紙を取り除く 

MP カセットおよび給紙カセット付近でつまった用紙は、次の手順で取り除きます。 

カセットをプリンタから引き抜く 

 

カセット内にシワのある用紙があれば取り除く 
セットしてある用紙が乱れている場合は、整えてください。 
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プリンタの奥につまった用紙がないか確認する 
つまった用紙はゆっくりと引き抜きます。 

お願い 
オプションの拡張給紙ユニットを取り付けている場合は、すべてのカセットを引
き抜いて確認してください。 

 

カセットをプリンタの奥に突き当たるまで、しっかりと押し込む 

 

上部カバーを開き、内部に用紙が残っていないことを確認して閉じる 
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17.1.3 給紙トレイでつまった用紙を取り除く 

給紙トレイでつまった用紙は、次の手順で取り除きます。 

セットされている用紙を取り出し、用紙セット部を閉じる 

 

搬送部を引き抜く 

 

搬送部の上部を開け（①）、つまっている用紙があれば取り除く（②） 

お願い 
用紙が破れた場合は、紙片が残っていないかどうかを確認してください。 
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搬送部の上部を閉じる 

 

搬送部をプリンタの奥に突き当たるまで、しっかりと押し込む 
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17.1.4 定着器付近でつまった用紙を取り除く 

定着器付近でつまった用紙は、次の手順で取り除きます。 

排出トレイに用紙がある場合は取り除く 

 

背面カバーを開く 

 

★印のついたレバーを手前に下げる 
つまっている用紙があれば、取り除きます。途中で用紙が破れている場合は、紙
片が残っていないかどうかを確認してください。 

 

ガイド 
★の付いたレバーは、手を離すと元の位置に戻ります。 
左右にある緑色のレバーは、下がった状態にしておいてください。 
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お願い 
定着器は高温になっています。直接触れるとやけどすることがありますので、十
分に注意してください。 

背面カバーを閉じる 

 

上部カバーを開き、内部に用紙が残っていないことを確認して閉じる 
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17.1.5 プロセスカートリッジ付近でつまった用紙を取り除く 

プロセスカートリッジ付近でつまった用紙は、次の手順で取り除きます。 

排出トレイに用紙がある場合は取り除く 

 

上部カバーを開く 

 

プロセスカートリッジの取っ手を持ち、ゆっくりと引き上げる 

ガイド 
トナーで床などを汚さないように、取り出したプロセスカートリッジを置く場所
には紙などを敷いておいてください。 
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プロセスカートリッジを取り出した部分を確認する 
つまっている用紙や破れた紙片が残っていないかどうか確認し、あれば取り除き
ます。 

プロセスカートリッジの取っ手を持ち、プリンタに取り付ける 

 

上部カバーを閉じる 
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17.1.6 両面ユニットにつまった用紙を取り除く 

両面ユニットにつまった用紙は、次の手順で取り除きます。 

排出口付近につまった用紙を取り除く 
用紙の排出口を確認し、つまっている用紙を取り除きます。 
用紙が破れた場合は、紙片が残っていないかどうかを確認してください。 
また、用紙が取り出しにくい場合は、「上カバー内部につまった用紙を取り除く」
を参照してください。 

 

上カバー内につまった用紙を取り除く 

両面ユニットの左側面上部にあるレバーを上げてロックを外し、両面ユニット
の上カバーを開く 
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上カバー内部を確認し、つまっている用紙があれば取り除く 
用紙が破れた場合は、紙片が内部に残っていないかどうかを確認してください。 

 

両面ユニットの上カバーを閉じる 
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17.2 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 
 
電源を投入してもすぐ
に切れる 

・ 電源コードの抜け 
・ 停電 
・ コンセントに問題あり 
・ 電圧が違う 

・電源コードを確実に差し込み、電源が投入 
（｜側）されていることを確認してください。 
・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」（14 ページ）参照 

 「電源を入れる」（54 ページ）参照 

 「電源を切る」（68 ページ）参照 
印刷しない ・ プリンタの電源未投入 

・ パラレルケーブル、USB
ケーブルが抜けている 

・ オンライン状態でない 

・パラレルケーブル、USB ケーブルが外れていな
いか確認してください。 
・「オンライン」ランプが点灯し、『オンライン』
と表示されていることを確認してください。 

 「パラレルインタフェースによる接続とイ
ンストール」（100 ページ）参照 

 「USB による接続とインストール」（108 ペ
ージ）参照 

 「電源を入れる」（54 ページ）参照 

 「電源を切る」（68 ページ）参照 

 「第 9 章 オペレータパネルの操作」（205
ページ）参照 

正しい用紙をセットし
ているのに、エラーが
表示される 

・ A5 サイズの用紙をセ
ットしているのに、プ
リンタがレターサイズ
と認識し、用紙サイズ
不一致のエラーが出る 

・ MP カセットにはがき
をセットしているの
に、プリンタが A5 サイ
ズと認識し、用紙サイ
ズ不一致のエラーが出
る。 

・ MP カセットに A5 サイ
ズの用紙をセットして
いるのにはがきと認識
し、用紙サイズ不一致
のエラーが出る 

・Printianavi を利用してプリンタの状態を表示
し、カセットの用紙サイズを確認してください。 
・カセットの縦／横ガイドクリップが正しくセッ
トされているか確認してください。 
・MP カセットからはがきおよび A5 サイズの用紙
に印刷する場合、用紙をセットした後にオペレ
ータパネルの設定が必要になります。オペレー
タパネルで「MP ハガキモード」の設定を確認し
てください。 

 「プリンタの状態表示」（224 ページ）参照

 「給紙カセット、MP カセットに用紙をセ
ットする」（57 ページ）参照 

 「MP カセットにはがきをセットする」（60
ページ）参照 

 「MP カセットに A5 サイズの用紙をセット
する」（62 ページ）参照 
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こんなとき よくある例 ここをお調べください 
オペレータパネルのス
イッチがときどき機能
しない 

・ スイッチを確実に押し
ていない 

・ プリンタの状態で効か
ないスイッチがある 

・スイッチのまん中をしっかり押してください。 

 「第 9章 オペレータパネルの操作」（205
ページ）参照 

異常音がする ・ プリンタ内部に用紙く
ずやクリップなどの異
物がある 

・ 給紙カセットの装着が
不完全 

・プリンタ内部を点検してください。 
・給紙カセットを完全に装着してください。 

 「給紙カセット、MP カセットに用紙をセ
ットする」（57 ページ）参照 

 「オプションの給紙トレイに用紙をセット
する」（365 ページ）参照 

 「紙づまりになったとき」（370 ページ）
参照 

用紙が傾く、外れる、
破れる、つまる 

・ 用紙が正しくセットさ
れていない 

・ 用紙が適切でない 
・ プリンタが水平でない 

・それぞれの状態をよく確認し、適切な処置を取
ってください。 

 「安全上のご注意」（14 ページ）参照 

 「用紙について」（357 ページ）参照 
用紙が二重送りされる ・ 用紙どうしがくっつい

てしまう 
・用紙をよくさばいてください。 
・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、MP カセットに用紙をセ
ットする」（57 ページ）参照 

 「オプションの給紙トレイに用紙をセット
する」（365 ページ）参照 

紙づまりが発生した ・ 用紙がくっつきやすい 
・ 用紙が正しくセットさ
れていない 

・ 用紙が適切でない 
・ プリンタが水平でない 

・それぞれの状態をよく確認し、適切な処置をと
ってください。 
・用紙のセット方向を確認してください。 
- 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。 

 「安全上のご注意」（14 ページ）参照 

 「用紙について」（357 ページ）参照 

 「紙づまりになったとき」（370 ページ）参照 
給紙カセットの出し入
れができない 

・ 印刷中に電源を切断し
た 

・ 紙づまりが発生してい
る 

・ 給紙カセットのフタを
していない 

・電源を切断（○側）して、数秒経過後に投入（｜
側）してください。 
・それぞれの状態をよく確認し、適切な処置を取
ってください。 

 「電源を入れる」（54 ページ）参照 

 「電源を切る」（68 ページ）参照 

 「紙づまりになったとき」（370 ページ）参照

・給紙カセットのフタは、必ず閉めて使用してく
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 
裏面が汚れる プリンタ内の用紙搬送路

が汚れている 
数枚テスト印刷して、汚れの薄れ具合で、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メニューモードに
して、テスト印刷をしてください。 

 「プリンタの清掃」（345 ページ）参照 

 「オペレータパネルからの設定(メニュー
モード)」（209 ページ）参照 

エラーメッセージが表
示され、印刷されない 

― それぞれの状態をよく確認し、適切な処置を取ってください。

 「オペレータパネルのエラーメッセージ」（386 ページ）参照 
用紙がないのにブザー
が鳴らない 

・ ブザーが鳴らない設定
にしている 

・ 給紙トレイから用紙を
補給している 

・オペレータパネルでプリンタをメニューモード
にして、ブザーの設定値を「設定」にしてくだ
さい。 

 「オペレータパネルからの設定(メニュー
モード)」（209 ページ）参照 

・給紙トレイからの印刷時は、ブザーは鳴りません。 

プロセスカートリッジ
を装着してもカートリ
ッジなしとエラーが表
示される 

・ 他社製のプロセスカー
トリッジを装着してい
る 

・ プロセスカートリッジ
が故障している 

・他社製のプロセスカートリッジを使用していな
いか確認してください。 
・上部カバーを開いている場合には、上部カバー
を閉じてください。 
純正のプロセスカートリッジを使用していて、
下記のエラー表示される場合にはプロセスカー
トリッジが故障しています。新しいプロセスカ
ートリッジに交換してください。 

　カートリッシ゛　イシ゛ョウ��

  　ＥＰカートリッシ゛　　コウカン�
 

 「プロセスカートリッジの交換」（340 ペ
ージ）参照 
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17.3 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（457 ページ）にご連絡くだ
さい。 

 

 
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 

印字濃度の設定が適正でな
い。 

印字濃度を調整してください。 
オペレータパネルでプリンタをメニューモー
ドにして、環境設定の印字濃度調整で設定し
てください。 

 「オペレータパネルからの設定(メニ
ューモード)」（209 ページ）参照 

シールドガラスが汚れてい
る。 

シールドガラスを清掃してください。 

 「シールドガラスの清掃」（348 ペー
ジ）参照 

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、MP カセットに用紙
をセットする」（57 ページ）参照 

 「オプションの給紙トレイに用紙をセ
ットする」（365 ページ）参照 

プロセスカートリッジ内に
トナーがない。 

新しいプロセスカートリッジに交換してくだ
さい。 

 「プロセスカートリッジの交換」（340
ページ）参照 

印刷がうすい 
(かすれる、不鮮明） 

 

プロセスカートリッジが劣
化、または損傷している。 

新しいプロセスカートリッジに交換してくだ
さい。 

 「プロセスカートリッジの交換」（340
ページ）参照 

使用している用紙が適切で
ない。 

適切な用紙をセットしてください。 

 「用紙について」（357 ページ）参照 
トナー残量が少なくなっ
た。 

新しいプロセスカートリッジに交換してくだ
さい。 

 「プロセスカートリッジの交換」（340
ページ）参照 

黒点「・」や黒い小円「°」
が印刷される 

 

プロセスカートリッジが劣
化、または損傷している。 

新しいプロセスカートリッジに交換してくだ
さい。 

 「プロセスカートリッジの交換」（340
ページ）参照 
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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劣
化、または損傷している。 

新しいプロセスカートリッジに交換してくだ
さい。 

 「プロセスカートリッジの交換」（340
ページ）参照 

プリンタ内の用紙搬送路が
汚れている。 

数枚テスト印刷して、汚れの薄れ具合で汚れ
がとれたかどうか判断してください。 

 「オペレータパネルからの設定(メニ
ューモード)」（209 ページ）参照 

等間隔に汚れる 

 

プロセスカートリッジが劣
化、または損傷している。 

新しいプロセスカートリッジに交換してくだ
さい。 

 「プロセスカートリッジの交換」（340
ページ）参照 

使用している用紙が適切で
ない。 

適切な用紙をセットしてください。 

 「用紙について」（357 ページ）参照 

黒く塗りつぶされた部分
に白点がある 

 

プロセスカートリッジが劣
化、または損傷している。 

新しいプロセスカートリッジに交換してくだ
さい。 

 「プロセスカートリッジの交換」（340
ページ）参照 

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、MP カセットに用紙
をセットする」（57 ページ）参照 

 「オプションの給紙トレイに用紙をセ
ットする」（365 ページ）参照 

定着器の左右にある緑色の
レバーが上がった状態にな
っている。 

定着器の左右にある緑色のレバーを下げてく
ださい。 

指でこするとトナーがか
すれる 

 
使用している用紙が適切で
ない。 

適切な用紙をセットしてください。 

 「用紙について」（357 ページ）参照 
プロセスカートリッジが劣
化、または損傷している。 

新しいプロセスカートリッジに交換してくだ
さい。 

 「プロセスカートリッジの交換」（340
ページ）参照 

用紙全体に黒色がついて
印刷される 

 

プリンタ内の高圧電源など
の故障が考えられる。 

ハードウェア修理相談センター（457 ページ）
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 
プロセスカートリッジのト
ナーシールが完全に引き抜
かれていない。 

トナーシールを引き抜きます。 
 「プロセスカートリッジの交換」（340
ページ）参照 

一度に複数枚の用紙が搬送
されている。 

用紙をいったん取り出し、よくさばいてから
再度セットしてください。 

 「給紙カセット、MP カセットに用紙
をセットする」（57 ページ）参照 

 「オプションの給紙トレイに用紙をセ
ットする」（365 ページ）参照 

プロセスカートリッジにト
ナーが残っていない。 

新しいプロセスカートリッジに交換してくださ

い。 

 「プロセスカートリッジの交換」（340 ページ）

参照 
プロセスカートリッジが劣
化、または損傷している。 

新しいプロセスカートリッジに交換してくださ

い。 

 「プロセスカートリッジの交換」（340ページ）

参照 

何も印刷されない 

 

プリンタ内の高圧電源など
の故障が考えられる。 

ハードウェア修理相談センター（457 ページ）
にご連絡ください。 

シールドガラスが汚れてい
る。 

シールドガラスを清掃してください。 
 「シールドガラスの清掃」（348 ページ）参照 

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、MP カセットに用紙
をセットする」（57 ページ）参照 

 「オプションの給紙トレイに用紙をセ
ットする」（365 ページ）参照 

使用している用紙が適切で
ない。 

適切な用紙をセットしてください。 
 「用紙について」（357 ページ）参照 

白抜けが起こる 

 

トナーシールの切れはし
が、プロセスカートリッジ
内に残っている。 

新しいプロセスカートリッジに交換してください。 
 「プロセスカートリッジの交換」（340 ページ） 

参照 
用紙のセットが適切でな
い。 

用紙を正しくセットしてください。 
 「給紙カセット、MP カセットに用紙
をセットする」（57 ページ）参照 

 「オプションの給紙トレイに用紙をセ
ットする」（365 ページ）参照 

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、MP カセットに用紙
をセットする」（57 ページ）参照 

 「オプションの給紙トレイに用紙をセ
ットする」（365 ページ）参照 

定着器の左右にある緑色の
レバーが上がった状態にな
っている。 

定着器の左右にある緑色のレバーを下げてく
ださい。 

用紙にシワがつく 

 

使用している用紙が適切で
ない。 

適切な用紙をセットしてください。 
 「用紙について」（357 ページ）参照 
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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、MP カセットに用紙
をセットする」（57 ページ）参照 

 「オプションの給紙トレイに用紙をセ
ットする」（365 ページ）参照 

使用している用紙が適切で
ない。 

適切な用紙をセットしてください。 

 「用紙について」（357 ページ）参照 

文字がにじむ 

 
プロセスカートリッジが劣
化、または損傷している。 

新しいプロセスカートリッジに交換してください。 

 「プロセスカートリッジの交換」（340 ページ）参照 
プロセスカートリッジが正
しくセットされていない、
またはプロセスカートリッ
ジ内のトナーがかたよって
いる。 

いったんプロセスカートリッジを取り出し、
軽く振ってからもう一度セットし直してくだ
さい。 

 「プロセスカートリッジの交換」 
（340 ページ）参照 

シールドガラスが汚れてい
る。 

シールドガラスを清掃してください。 

 「シールドガラスの清掃」（348 ページ）参照 

縦長に白抜けする 

 
プロセスカートリッジが劣
化、または損傷している。 

新しいプロセスカートリッジに交換してくだ
さい。 

 「プロセスカートリッジの交換」 
（340 ページ）参照 

印字濃度の設定が適正でな
い。 

印字濃度を調整してください。 
オペレータパネルでプリンタをメニューモー
ドにして、環境設定の印字濃度調整で設定し
てください。 

 「オペレータパネルからの設定(メニ
ューモード)」（209 ページ）参照 

使用している用紙が適切で
ない。 

適切な用紙をセットしてください。 

 「用紙について」（357 ページ）参照 

不要なトナーがつく 

 

プロセスカートリッジが劣
化、または損傷している。 

新しいプロセスカートリッジに交換してくだ
さい。 

 「プロセスカートリッジの交換」 
（340 ページ）参照 

解像度、ディザ、明るさの
設定が適切でない。 

プリンタドライバの［グラフィックス］ダイ
アログで、解像度、ディザ、明るさを調整し
てください。 

 「［グラフィックス］ダイアログ」（242
ページ）参照 

 「太い文字や図形を印刷すると、影が
出る」（420 ページ）参照 

太い文字や図形に影が 
出る 

 プロセスカートリッジが劣
化、または損傷している。 

新しいプロセスカートリッジに交換してくだ
さい。 

 「プロセスカートリッジの交換」 
（340 ページ）参照 
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17.4 メッセージ一覧 

17.4.1 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 
・・・・ヲ イレテ クダサイ 

自動給紙で印刷を開始したときに、
給紙カセット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 X(1、2 または 3)また
は給紙トレイに、表示されたサイズ
の用紙をセットすると、印刷可能状
態になり、印刷を開始します。 

  
「給紙カセット、MP カセ
ットに用紙をセットす
る」（57 ページ）参照 
「オプションの給紙トレ
イに用紙をセットする」
（365 ページ）参照 

ヨウシ ナシ    カセット 
・・・・ヲ イレテ クダサイ 

プリンタドライバの「基本設定」で
「自動給紙」を設定しているときに
指定されたサイズの用紙がないと表
示されます。（給紙トレイ装着時は、
プリンタドライバの設定の他にメニ
ューモードの MP/給紙トレイの自動
給紙設定を「無効」にしているとき） 
いずれかのカセットに指定サイズの
用紙をセットすると、印刷を開始し
ます。 

  
「給紙カセット、MP カセ
ットに用紙をセットす
る」（57 ページ）参照 

ヨウシ ナシ   カセット× 
・・・・ヲ イレテ クダサイ 

印刷を開始したときに、給紙カセッ
トに用紙がないと表示されます。給
紙カセット X(1、2 または 3)に、表
示されたサイズの用紙をセットする
と、印刷可能状態に切り替わり、印
刷を開始します。 

  
「給紙カセット、MP カセ
ットに用紙をセットす
る」（57 ページ）参照 

ヨウシ ナシ  ＭＰカセット 
・・・・ヲ イレテ クダサイ 

印刷を開始したときに、MP カセット
に用紙がないと表示されます。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。 
定型外の用紙の場合、「ヨウシナシ」
を検知するまでに数十秒かかる場合
があります。 

  
「給紙カセット、MP カセ
ットに用紙をセットす
る」（57 ページ）参照 

ヨウシ ナシ キュウシトレイ 
・・・・ヲ イレテ クダサイ 

印刷を開始したときに、給紙トレイ
に用紙がないと表示されます。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。 
定型外の用紙の場合、「ヨウシナシ」
を検知するまでに数十秒かかる場合
があります。 

  
「オプションの給紙トレ
イに用紙をセットする」
（365 ページ）参照 
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表示メッセージ 表示内容と処置 参照先 
カセット ナシ 
・・・・ヲ イレテ クダサイ 

給紙トレイ装着時にプリンタドライ
バの「基本設定」で「自動給紙」を
設定し、メニューモードの MP/給紙
トレイの自動給紙設定を「無効」に
しているときに、すべてのカセット
給紙口にカセットがないと表示され
ます。いずれかの給紙口にカセット
をセットしてください。 

  
「第 9 章 オペレータパ

ネルの操作」（205ページ）

参照 

カセット ナシ   カセット 
・・・・ヲ イレテ クダサイ 

MP カセット装着時にプリンタドライ
バの「基本設定」で「自動給紙」を
設定しているときに、すべての給紙
口にカセットがないと表示されま
す。いずれかの給紙口にカセットを
セットしてください。 

  
「第 9 章 オペレータパ

ネルの操作」（205ページ）

参照 

カセット ナシ  カセット× 
・・・・ヲ イレテ クダサイ 

印刷を開始したときに、指定した給
紙カセットがないと表示されます。
印刷するサイズの用紙を入れた給紙
カセットをプリンタにセットする
と、印刷を開始します。 

  
「給紙カセット、MP カセ
ットに用紙をセットす
る」（57 ページ）参照 

カセット ナシ ＭＰカセット MP カセットまたは給紙トレイを指定
して印刷を行う場合に、MP カセット
または給紙トレイがセットされてい
ない場合に表示されます。プリンタ
の電源を切り、MP カセットまたは給
紙トレイをセットしてください。 

  
「給紙カセット、MP カセ
ットに用紙をセットす
る」（57 ページ）参照 

  
「給紙トレイを取り付け
る」（80 ページ）参照 

ハンソウブ ナシ キュウシトレイ 
ハンソウブ ヲ イレテクダサイ 

給紙トレイ指定印刷を行う場合に搬
送部が引き抜かれていると表示され
ます。給紙トレイの搬送部をセット
すると印刷を開始します。 

  
「給紙トレイを取り付け
る」（80 ページ）参照 
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表示メッセージ 表示内容と処置 参照先 
カミヅマリ 
 ××××××××××× 

紙づまりが発生すると表示されます。 
給紙カセット、プリンタ内部、排出
部、両面ユニットの中を確認してく
ださい。また、プリンタ内で紙づま
りが発生した場合、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９種類が
表示されます。 
・カセット１ 
カセット１内部 

・カセット２ 
カセット２内部 

・カセット３ 
カセット３内部 

・キュウシトレイ 
給紙トレイ内部 

・MP カセット 
MP カセット内部 

・ハイシトレイ 
排紙部 

・プリンタナイフ゛ 
プリンタ内部、給紙カセット、排紙部

・リョウメン ユニット１ 
プリンタ内部、給紙カセット、両
面ユニット 

・リョウメン ユニット２ 
プリンタ内部、両面ユニット 

  
「紙づまりになったと
き」（370 ページ）参照 

カバー オープン 
 ××××××××××× 

カバーを開けていると表示されま
す。オペレータパネルに表示された
箇所を確認してください。 
×はカバーが開いている箇所です。 
・リョウメンカバー 
 両面カバー 
・ウエ/ハイメンカバー 
 上部カバー、背面カバー 

 

ヨウシサイズ フイッチ 
・・・・ヲ イレテ クダサイ 

自動給紙で印刷を開始したときに、
給紙カセットまたは給紙トレイの用
紙サイズと、印刷データの用紙サイ
ズが異なっていると表示されます。
給紙カセット X(1、2 または 3)、ま
たは給紙トレイに、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。 
また、給紙カセットの縦/横のガイド
クリップが正しく設定されていない
場合に表示されることがあります。
縦/横のガイドクリップが正しく設
定されていることを確認してくださ
い。 

  
「給紙カセット、MP カセ
ットに用紙をセットす
る」（57 ページ）参照 

  
「オプションの給紙トレ
イに用紙をセットする」
（365 ページ）参照 
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表示メッセージ 表示内容と処置 参照先 
サイズフイッチ カセット× 
・・・・ヲ イレテ クダサイ 

印刷を開始したときに、給紙カセッ
ト X（1、2 または 3）にセットされ
ている用紙サイズと、印刷データの
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。 
また、給紙カセットの縦/横のガイド
クリップが正しく設定されていない
場合に表示されることがあります。
縦/横のガイドクリップが正しく設
定されていることを確認してくださ
い。 

  
「給紙カセット、MP カセ
ットに用紙をセットす
る」（57 ページ）参照 

サイズフイッチ 
・・・・ヲ イレテ クダサイ 

給紙トレイ装着時にプリンタドライ
バの「基本設定」で「自動給紙」を
設定し、メニューモードの MP/給紙
トレイの自動給紙設定を「無効」に
しているときに、給紙カセットの用
紙サイズと印刷データの用紙サイズ
が異なっていると表示されます。い
ずれかのカセットに表示されたサイ
ズの用紙をセットすると、印刷を開
始します。 

  
「給紙カセット、MP カセ
ットに用紙をセットす
る」（57 ページ）参照 
「オプションの給紙トレ
イに用紙をセットする」
（365 ページ）参照 

サイズフイッチ   カセット 
・・・・ヲ イレテ クダサイ 

MP カセット装着時にプリンタドライ
バの「基本設定」で「自動給紙」を
設定しているときに、MP カセットの
用紙サイズと印刷データの用紙サイ
ズが異なっていると表示されます。
（給紙トレイ装着時は、プリンタド
ライバの設定の他にメニューモード
の MP/給紙トレイの自動給紙設定を
「無効」にしているとき） 
いずれかのカセットに表示されたサ
イズの用紙をセットすると、印刷を
開始します。 

  
「給紙カセット、MP カセ
ットに用紙をセットす
る」（57 ページ）参照 
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表示メッセージ 表示内容と処置 参照先 
サイズフイッチ ＭＰカセット 
・・・・ヲ イレテ クダサイ 

印刷を開始したときに MP カセット
にセットされている用紙サイズと、
印刷データの用紙サイズが異なって
いると表示されます。また、はがき
および A5 サイズの用紙に印刷する
ときにオペレータパネルの「MP ハガ
キモード」で設定している用紙サイ
ズと印刷データの用紙が異なってい
る場合にも表示されます。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。 
また、縦/横のガイドクリップが正し
く設定されていない場合にも、表示
される場合があります。縦/横のガイ
ドクリップが正しく設定されている
か確認してください。 

  
「給紙カセット、MP カセ
ットに用紙をセットす
る」（57 ページ）参照 

サイズフイッチ キュウシトレイ 
・・・・ヲ イレテ クダサイ 

印刷を開始したときに給紙トレイに
セットされている用紙サイズと、印
刷データの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。 

  
「オプションの給紙トレ
イに用紙をセットする」
（365 ページ）参照 

サイズカクニン ××××× 
・・・・ヲ イレテ クダサイ 

印刷を開始したときに指定した用紙
サイズと実際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。 
・××××× 
給紙を行ったカセット、または給
紙トレイ 

  
「給紙カセット、MP カセ
ットに用紙をセットす
る」（57 ページ）参照 
「オプションの給紙トレ
イに用紙をセットする」
（365 ページ）参照 

サイズフソク ＭＰカセット 
Ａ４ ヲ イレテ クダサイ 

MP カセットを取り付けた場合、設定
の印刷時に A5 より小さい用紙がセ
ットされています。A4 サイズの用紙
をセットするか、リセットスイッチ
で印刷を中止し、A5 以上の大きさで
再度印刷してください。 

  
「給紙カセット、MP カセ
ットに用紙をセットす
る」（57 ページ）参照 

サイズフソク キュウシトレイ 
Ａ４ ヲ イレテ クダサイ 

給紙トレイを取り付けた場合、設定
の印刷時に A5 より小さい用紙がセ
ットされています。A4 サイズの用紙
をセットするか、リセットスイッチ
で印刷を中止し、A5 以上の大きさで
再度印刷してください。 

  
「オプションの給紙トレ
イに用紙をセットする」
（365 ページ）参照 
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表示メッセージ 表示内容と処置 参照先 
カートリッジ イジョウ 
ＥＰカートリッジ コウカン 

規定外のプロセスカートリッジをセ
ットすると表示されます。 
規定のプロセスカートリッジをセッ
トし直してください。 

  
プロセスカートリッジの
交換」（340 ページ）参照 

サイズエラー カセット 
・・・ヲ イレテクダサイ 

プリンタドライバの「基本設定」で
「自動給紙」を設定し、メニューモ
ードの MP/給紙トレイの自動給紙設
定を「無効」にしているときに、サ
ポートしていない用紙がすべての給
紙カセットにセットされている場合
に表示されます。いずれかの給紙カ
セットに指定サイズの用紙をセット
すると、印刷を開始します。 

  
「給紙カセット、MP カセ
ットに用紙をセットす
る」（57 ページ）参照 

カートリッジ ナシ 
 ＥＰカートリッジ カクニン 

プロセスカートリッジがセットされ
ていないと表示されます。プロセス
カートリッジをセットしてくださ
い。 

  
「プロセスカートリッジの取

り扱いと保管」（344 ページ）

参照 

ユニット カクニン 
 ××× ユニット 

表示されたユニットが正しくセット
されていない場合に表示されます。
表示箇所を確認し、セットし直して
ください。給紙トレイおよび両面ユ
ニットを装着する場合は、あらかじ
め電源を切ってから作業を行ってく
ださい。 
×はエラー箇所です。（上段：エラー
箇所、下段：確認箇所） 
・給紙トレイ 
給紙トレイ 
・リョウメンユニット 
両面ユニット 

  
「給紙トレイの取り付け
かた」（80 ページ）参照 
「両面ユニットの取り付
けかた」（84 ページ） 
参照 

カイゾウド シテイムコウ 
インサツ セッテイ カクニン 

プリンタが印刷できない解像度が指
定された印刷データを受信したとき
や、長尺紙設定時に 600/1200dpi を
指定した場合に印刷を中止して表示
されます。 
プリンタドライバの解像度を設定し
直してください。 
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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 
カタメン インサツ→セッテイ 

メモリを増設していない状態で A3、
B4、Legal、レターサイズの用紙を
1200dpi で両面印刷するときに、以
下の状態の場合、表示されます。 
・ プリンタドライバで「プロテクト
モードで印刷する」を にして
いる 

・ プリンタドライバの「プロテクト
モードで印刷する」が のとき、
および印刷データの処理に必要
なメモリが確保できないとき。 

Printianavi 使用時は、「設定」スイ
ッチを押す、または 3 秒経過すると
片面で印刷します。 
Printianavi 未使用時は、「設定」ス
イッチを押すと片面で印刷します。 

  
「プリンタ RAM モジュー
ルの取り付けかた」（74
ページ）参照 

トウロク メモリ オーバー 
ゾッコウ→セッテイ 

ESC/Page で印刷した場合に高速化の
ための処理に必要なメモリが不足す
ると表示されます。 

[設定]スイッチを押すと通常の処理
に切り替えて印刷が開始されます。 

 

メモリ フソク 
インサツ セッテイ カクニン 

次の状態のときに表示されます。 
・ドライバの設定で「プロテクトモ
ードで印刷する」をチェックして
いる場合に、用紙サイズ分の印刷
データに必要なメモリが確保でき
ない 
・ドライバの設定で「プロテクトモ
ードで印刷する」をチェックして
いない場合に、印刷に必要なメモ
リが確保できない 
プリンタの解像度を低くし、再度印
刷を行ってください。 
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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 
 1 ブ  インサツ→セッテイ 

プリンタ RAM モジュールを取り付け
ずに部単位印刷を設定して印刷を行
った場合に表示されます。 
Printianavi 使用時は、「設定」スイ
ッチを押す、または 3 秒経過すると
1部のみ印刷します。 
Printianavi 未使用時は、「設定」スイ

ッチを押すと 1 部のみ印刷します。 

ただし、プリントサーバが Windows 

NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003

環境で Printianavi を使用している場

合、上記メッセージを表示後、部単位

印刷を再開します。 

 

メモリ オーバー 
 １ブ  インサツ→セッテイ 

メモリを増設しているとき、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。 
Printianavi 使用時は、「設定」スイ
ッチを押す、または 3 秒経過すると
1部のみ印刷します。 
Printianavi 未使用時、「設定」スイ
ッチを押すと 1部のみ印刷します。 
ただし、プリントサーバが Windows 

NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003

環境で Printianavi を使用している場

合、上記メッセージを表示後、部単位

印刷を再開します。 

 

アンタ゛ーラン エラー 
 インサツ セッテイ カクニン 

印刷中にアンダーランエラーが発生
した場合に表示されます。 
再度印刷するには、メモリを増設する、

用紙のサイズを小さくする、またはド

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。 

 

シ゛ト゛ウ キュウシ ムコウ 
 インサツ セッテイ カクニン 

すべての給紙口に対し、メニューモ
ードの自動給紙設定を「無効」にし
ているときに、自動給紙で印刷を行
うと表示されます。給紙口を指定し
て印刷をし直してください。 
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表示メッセージ 表示内容と処置 参照先 
Ｃ２５ コントローラ イジョウ 
 ＵＳＢエラー 
Ｃ０２ コントローラ イシ゛ョウ 
 ＲＡＭ１エラー 
Ｃ０３ コントローラ イシ゛ョウ 
 ＲＡＭ２エラー 
Ｃ０４ コントローラ イシ゛ョウ 
 ＣＧ－ＲＯＭ１エラー 
Ｃ０５ コントローラ イシ゛ョウ 
 ＣＧ－ＲＯＭ２エラー 
Ｃ０６ コントローラ イシ゛ョウ 
 ＣＧ－ＲＯＭ１２エラー 
Ｃ１３ コントローラ イシ゛ョウ 
 ＭＡＣアト゛レスエラー 
Ｃ１５ コントローラ イシ゛ョウ 
 Ｆｌａｓｈ－ＲＯＭ 
Ｃ１６ コントローラ イシ゛ョウ 
 トウロク ショキカ シマス 
Ｃ２１ コントローラ イシ゛ョウ 
 ＬＳＩエラー 
Ｃ２２ コントローラ イシ゛ョウ 
 ＥＥＰＲＯＭエラー 
Ｃ２３ コントローラ イシ゛ョウ 
 ＲＯＭ１チェックサムエラー 
Ｃ２４ コントローラ イシ゛ョウ 
 ＲＯＭ２チェックサムエラー 
システムエラー 
ａａｂｂｃｃｄｄｅｅｅｅｅｅｅｅ 

ROM および RAM の異常を検出すると
表示されます。 
いったん電源を切断し、再び投入し
てください。 
それでもこのエラーメッセージが表
示される場合は、その内容を 
ハードウェア修理相談センター（457
ページ）へご連絡ください。 
『Ｃ１６ コントローラ イジョ
ウ』発生時は、電源を再投入すると
プリンタの設定内容を工場出荷時の
初期設定に戻します。 
設定値を変更している場合は再度設
定してください。 
「システムエラー」発生時には、下
段に表記されている数字を控え、 
ハードウェア修理相談センター（457
ページ）へご連絡ください。 

 

Ｅ０１ エンジン イジョウ 
 ＦＵＳＥＲイジョウ 
Ｅ０２ エンジン イジョウ 
 ＲＯＳ モータ コショウ 
Ｅ０３ エンジン イジョウ 
 メイン モータ コショウ 
Ｅ０４ エンジン イジョウ 
 ファン アラーム 
Ｅ０５ エンジン イジョウ 
 メモリ イジョウ Ｘ 
Ｄ０１ エンジン イジョウ 
 ＭＣＵ シンピン 

ハードウェアの異常を検出すると表
示されます。 
いったん電源を切断し、再び投入し
てください。 
それでもエラーメッセージが表示さ
れる場合は、その内容を 
ハードウェア修理相談センターへ
（457 ページ）ご連絡ください。 
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17.4.2 オペレータパネルの警告メッセージ 

メンテナンス情報や印刷中のプリンタの状態を下段に表示します。 
警告メッセージが表示されても、印刷は続けることができます。 
表中の記号は、次の内容を示します。 
   SSSSS：プリンタ状態 
   ppppp：インタフェース 
   eeee：動作モード 
   ssssss：給紙口／用紙サイズ 
   n：カセット番号 
ガイド 
警告が複数発生している場合、下記の表の上から順番に該当するエラーが表示
されます。 
※ 「カセットカクニン」と「トナーコウカン」のエラーが同時に発生した場合、「カ

セットカクニン」のエラーのみオペレータパネルに表示されます。「カセットカク

ニン」のエラーを回避後、「トナーコウカン」のエラーが表示されます。 

 
表示メッセージ 表示内容と処置 

ＳＳＳＳＳ  ｐｐｐｐｐ ｅｅ 
カセットカクニンｎ  ｓｓｓｓｓｓ 

セットされていない給紙カセットがあると、表示され
ます。給紙カセットをセットしてください。 

ＳＳＳＳＳ  ｐｐｐｐｐ ｅｅ 
トレイカクニン   ｓｓｓｓｓｓ 

給紙トレイを装着時に、給紙トレイ搬送部が引き抜か
れている場合に表示されます。正しくセットしてくだ
さい。 

ＳＳＳＳＳ  ｐｐｐｐｐ ｅｅ 
ＭＰカクニン  ｓｓｓｓｓｓ 

・MP カセットがセットされてないと、表示されます。
MP カセットをセットしてください。 

・給紙トレイが正しく取り付けられていない状態で電
源を投入した場合に表示されます。この場合、プリ
ンタの電源を切り、給紙トレイを正しく取り付けて
ください。 

ＳＳＳＳＳ  ｐｐｐｐｐ ｅｅ 
トナーロー(*)  ｓｓｓｓｓｓ 

トナーの残量が少なくなると表示されます。新しいプ
ロセスカートリッジをセットしてください。 
純正品以外のトナーを使用していると、「*」が表示さ
れます。 

ＳＳＳＳＳ  ｐｐｐｐｐ ｅｅ 
ソウチジュミョウ  ｓｓｓｓｓｓ 

プリンタが寿命に達した場合に表示されます。本警告
は解除できません。 

ＳＳＳＳＳ  ｐｐｐｐｐ 
テイチャクキ 

定着器の交換時期になると表示されます。新しい定着
器をセットしてください。 

ＳＳＳＳＳ  ｐｐｐｐｐ ｅｅ 
トナーコウカン  ｓｓｓｓｓｓ 

純正品以外のトナーを使用していると表示されます。
純正のプロセスカートリッジをセットしてください。 
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17.5 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。 

17.5.1 エミュレーションモードの設定 

本製品をエミュレーションモード（ESC/P モード）にして印刷する場合は、メニュ
ーモードで「初期設定」の「その他の設定」で「エミュレーション設定」を「ESC/P」
に変更してください（初期値は「解除」）。 

 メニューモードについては、「オペレータパネルの操作」（205 ページ）参照 
 
プリンタをエミュレーションモードにすると、ESC/P モードの印刷が可能になります。

また、Printia XL ドライバから印刷した場合は、モードを自動的に切り替えます。 

17.5.2 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-5770/5370）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� Printia XLドライバ�

自動切替�

ESC/Pモード� XLドライバモード�

 

ガイド 
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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17.5.3 エミュレーションモードで印刷する 

本製品は、富士通 FMV シリーズや各社 AT 互換機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 
 
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、 
「オペレータパネルからの設定(メニューモード)」（209 ページ）参照 

17.5.4 MP カセットからエミュレーションモードで定形/ 

不定形用紙に印刷する 

MP カセットからエミュレーションモードで印刷する場合には、オペレータパネルの
「MP カセットモード」で印刷する用紙形態を設定する必要があります。 

ガイド 
XL ドライバ使用時およびコマンドによる用紙サイズの指定がある場合には、XL
ドライバの設定、コマンドが優先されます。 

 「オペレータパネルからの設定(メニューモード)」（209 ページ）参照 

17.5.5 コマンド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。 

●エミュレーションモードに切り替える 

エミュレーションモードに切り替えるには、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】 

 

【解説】 

・Pa は１バイトの選択パラメータで、エミュレーションモードを指定します。エミ
ュレーションの Pa の値は次のとおりです。 
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 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。 

 

・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に切り替えるとき、エミュレーションの動作状態は初期
化されます。 

・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」（207 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。 

 「オペレータパネルから中止する」（187 ページ）参照 

●切り替えコマンドの使いかた 

エミュレーションモードでの印刷と Printia XL ドライバの印刷を切り替える場合、
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
で印刷するアプリケーションソフトでは、エミュレーションモードへの切り替えコ
マンドは必要ありません。 

お願い 
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。 

17.5.6 セイコーエプソン VP-1000 との違い 

エミュレーションモードは、本製品に、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 
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。 

・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」（433 ページ） 
参照 
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17.6 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。 

17.6.1 セットアップ時のトラブルシューティング 
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。 

(1) ポートの選択ダイアログに「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》 

次の操作で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、結果に応じて対処します。 

［アプリケーションの追加と削除］ダイアログを表示する 
Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 の場合 
［スタート］-［設定］-［コントロールパネル］-［アプリケーションの追加と
削除］をクリックした後、「Printianaviネットワークソフトウェア2」を選択し、
［変更と削除］をクリックする 
Windows XP/Windows Server 2003 の場合 
［スタート］-［コントロールパネル］-［プログラムの追加と削除］をクリック
した後、「Printianavi ネットワークソフトウェア 2」を選択し、［変更と削除］
をクリックする 

「変更」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 になっているか確認する 

・「Printianavi ネットワークポートモニタ」が のとき 
変更ダイアログで「Printianavi ネットワークポートモニタ」を にし、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、「第 14 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」（313 ページ）参照 

・「Printianavi ネットワークポートモニタ」が のとき 
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、Printianavi ネ
ットワークポート管理からポートを追加します。 

 ポートの追加方法については、「ポートの追加」（328 ページ）参照 
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(2) プリンタドライバのインストール中に警告ダイアログ

が表示された 

プリンタドライバのインストール中に、警告ダイアログが表示されることがありま
す。ここでは、注意が必要な 5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ダイアログで［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メッセージです。 
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 からプリンタドラ
イバをインストールし直すことをお勧めします。 

 「第 5 章  ネットワークを利用せずにプリンタを接続する」（97 ページ）参照 

「第 6 章  ネットワークを利用してプリンタを接続する」（125 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
きに表示されるメッセージです。 
［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。 

《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メッセージです。 

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ダイアログでは［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/XP/Windows Server 2003 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。 

 「ポート変更による方法」（173 ページ）参照 
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ガイド 
サーバが Windows NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003 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」（169 ページ） 
参照 

《現 象 4》 

「管理者権限がないため、メッセージ連携サービスを停止状態とします」というメ
ッセージが表示された。 

《対 処》 

Windows NT4.0 をサーバとし、Windows 2000/XP/Windows Server 2003 クライアン
トの環境や、Windows NT かクライアントの環境で管理者以外でログオンして、メッ
セージ連携サービスを登録しようとすると表示されるメッセージです。［OK］をク
リックし、ネットワークインストールを行ってください。 

・Windows NT4.0 のとき 
プリンタドライバをインストール後、管理者権限を持つユーザ名でログオンし、
［Printianavi］ダイアログからメッセージ連携サービスを開始してください。 

・Windows 2000/XP/Windows Server 2003 のとき 
［オプション］ダイアログからメッセージ連携サービスを開始してください。こ
のとき、管理者権限を持つユーザ名とパスワードを入力してください。 

《現 象 5》 

Norton Internet Security で「低危険度」の警告メッセージが表示された。 

《対 処》 

ダイアログを閉じてインストールを継続してください。プリンタドライバのインス
トールに問題はありません。 

 運用中に Norton Internet Security の警告メッセージが表示された場合の
対処方法は「(12)印刷時やプリンタドライバの設定変更時に Norton 
Internet Security の警告画面が表示される」（419 ページ）参照 

(3) IP アドレスを設定したら通信ができなくなった 

《現 象》 

IP アドレス設定ユーティリティ 2 を使用して、プリンタに IP アドレスを設定した
ら、通信ができなくなくなった。 

《対 処》 

IP アドレスを設定したときの値が正しくないと、通信は行えません。プリンタのオ
ペレータパネルを操作して LAN 設定を初期化し、設定し直してください。 
LAN 設定の初期化は、次の操作で行います。 
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オペレータパネルの「メニュー」スイッチを押し、プリンタをメニューモード
にする 

「 」スイッチを押し、「ショキ セッテイ」と表示する 

「▼」スイッチを押し、「IP アドレス セッテイ」と表示する 

「 」スイッチを 3回押し、「カンリ/ショキカ」と表示する 

「▼」スイッチを押し、「LAN ショキカ」と表示する 

「▼」スイッチを押し、「ジッコウ」と表示する 

「設定」スイッチを押す 
「ショキカ シマス」の表示に続いて、「オンライン」と表示されれば、初期化は完了です。 

(4) IP アドレス設定ユーティリティ 2でプリンタを検索できない 

《現 象》 

IP アドレス設定ユーティリティ 2を使用してプリンタの設定を行う際に、ネットワ
ーク上のプリンタの検索を行ってもプリンタが検出されない。 

《対 処》 

Norton Internet Security などのファイアウォールソフトがインストールされてい
る場合や、Windows XP/Windows Server 2003 のインターネット接続ファイアウォー
ル機能が有効になっている場合は、プリンタが検索されません。 
ソフトのファイアウォール機能を無効にする、またはプリンタのオペレータパネル
から直接プリンタの IP アドレスを設定してください。 

(5) Printianavi ネットワークポートモニタや Printianavi

ネットワークマネージャでプリンタを検索できない 

《現 象》 

Printianavi ネットワークポートモニタや Printianavi ネットワークマネージャを
使用してプリンタの設定を行う際に、ネットワーク上のプリンタの検索を行っても
プリンタが検出されない。 

《対 処》 

Norton Internet Security などのファイアウォールソフトがインストールされてい
る場合や、Windows XP/Windows Server 2003 のインターネット接続ファイアウォー
ル機能が有効になっている場合は、プリンタが検索されません。 
ソフトのファイアウォール機能を無効にする、またはプリンタの IP アドレスを直
接入力してください。 
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17.6.2 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。 

(1) 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。 

・パラレルケーブル、USB 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、印刷可能
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、「設定の一覧を印刷する」（67 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 5点を確認してください。 

・LAN ステータスの設定内容は正しいですか。 
LAN ステータスでは、LAN の接続状態が 2進数で表じされます。以下に、LAN ステ
ータスの見かたを示します。 

2進法表示�
a�:�リンク・ステータス　0＝無効／1=有効�

bbbb:プリンタデータ転送能力�
� 　10Base-T　半二重（0＝無効／1＝有効）�
� 　10Base-T　全二重（0＝無効／1＝有効）�
� 100Base-TX半二重（0＝無効／1＝有効）�
� 100Base-TX全二重（0＝無効／1＝有効）�
cccc:リンクパ-トナデータ転送能力�
� 　10Base-T　半二重（0＝無効／1＝有効）�
� 　10Base-T　全二重（0＝無効／1＝有効）�
� 100Base-TX半二重（0＝無効／1＝有効）�
� 100Base-TX全二重（0＝無効／1＝有効）�
dd:データ転送速度�

� データレート（0=10Mbps/1=100Mbps）�
� 全二重／半二重（0＝半二重／1＝全二重）�
� a:リンクステータスが0＝無効の場合、「- -」と表示�

* cccc:HUBによって異なり、「AUTO時の状態」または「000」
となる場合があります。�

� �
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・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。 

・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、設定の一

覧を印刷してください。 
「３」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
や、IP アドレス設定ユーティリティ 2 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。 

「４」のとき DHCP で IP アドレスの継続使用が拒否されました。 
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
や、IP アドレス設定ユーティリティ 2 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。 

「５」のとき DHCP で継続使用の要求がタイムアウトとなりました。 
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。 

「６」のとき 獲得した IP アドレスが、他のホストで使用されています。 
DHCP サーバの設定を見直してください。 

「９」のとき ゲートウェイの設定に誤りがあります。設定内容が正しいか
確認してください。 

・IP アドレスは正しく設定されていますか。 
ガイド 
本製品は CIDR（Classless Inter-Domain Routing）をサポートしていません。
IP アドレスのクラスに合ったサブネットマスクを設定してください。 

 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」（130 ページ）参照 

・プリンタの Ethernet タイプは正しいですか。 
プリンタの Ethernet タイプの設定がハブユニットの規格と一致しない場合、ネットワ

ーク障害の原因となります。ハブユニットの規格を調べた上で正しく設定してください。 

「自動」による設定でうまく接続されない場合、オペレータパネルのメニューモード

の［初期設定］－［LAN 設定］にある「Ethernet タイプ」で変更してください。 

Ethernet タイプの設定を変更した場合、必ずプリンタの電源を切断し、再投入し
てください。 

 メニューモードについては、 
「オペレータパネルからの設定（メニューモード）」（209 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ダイアログを開き、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 
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お使いの OS によって、印刷先ポートを確認するダイアログが異なります。 
・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 NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003 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。 
・「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印刷ポート番号と同じか確認し
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。 

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。 

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。 

・「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［ポートの一覧］で 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、ポートを削除した後、再度ポートを追加
してください。 

 「ポートの追加」（328 ページ）参照 

- ［ポート］ダイアログの「双方向サポートを有効にする」を にし、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。 

［プリンタ］フォルダを開く 
・Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 のとき 
［スタート］－［設定］－［プリンタ］の順に選択する 

・Windows XP/Windows Server 2003 のとき 
［スタート］－［プリンタと FAX］の順に選択する 
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［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する 

表示されるウィンドウ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する 
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」を にします。 

《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。 

［プリンタのプロパティ］で［詳細］ダイアログを表示する 

［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
ト印刷を行う 
「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］－［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、ダイアログ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］－［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ダイアログでは［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。 
以降はダイアログ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］－［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ダイアログで「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。 

以降はダイアログ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。 

《対 処 8》 

給紙トレイにセットした長尺紙が推奨用紙か確認してください。 
幅 297mm 以外の長尺紙がセットされている場合は印刷できません。長尺紙に印刷す
る場合は、幅が 297mm のものをご用意ください。 
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《対 処 9》 

プリントサーバ上に Norton Internet Security などのファイアウォールソフトが
インストールされている、または Windows XP/Windows Server 2003 のインターネ
ット接続ファイアウォール機能が有効になっていませんか。 
ファイアウォール機能が有効になっている場合、クライアントからの印刷ができま
せん。 
ソフトのファイアウォール機能を無効にするか、ソフト側の設定で通信を許可する
対象機器に次の機器をすべて登録してください。 
- プリントサーバ 
- 印刷を実行するパソコン 
- ステータスの表示先に指定するパソコン 
- プリンタ 

(2) 印刷できない、または別のプリンタに出力される 

《現 象》 
Printianavi Network Port で LAN に接続したプリンタに印刷を行ったが、応答なし
エラーとなり印刷できない、または別のプリンタに出力される。 

《対 処》 
次の手順でポートの設定を確認してください。 

Windows を起動する 
Windows NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003 の場合は、管理者権限でログオン
します。 

［スタート］－［プログラム］－［Printianavi］－［ネットワークソフトウ
ェア 2］－［Printianavi ネットワークポート管理］の順に選択する 

変更するポートを選択し、［ポートの構成］をクリックする 
ガイド 
Windows NT4.0 で Spooler サービスの「デスクトップとの対話をサービスに許可」
のチェックを にしている場合、以下のメッセージが表示されます。 

 
［OK］をクリックしてメッセージを閉じ、Printianavi ネットワークポート管理
を終了してください。その後、Spooler サービスの「デスクトップとの対話をサ

ービスに許可」のチェックを にし、必要な操作を行った後、再度ポートの構成
を行ってください。 

 Spooler サービスの設定方法については 
「ポートが追加できない」の<対処>（418 ページ）参照 
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［ポートの設定］ダイアログで［参照］をクリックする 

プリンタの一覧で、選択されているプリンタが正しいか確認する 
選択されているプリンタのモデル名やMACアドレスが別のプリンタのものでない
か確認してください。 
別のプリンタに接続されている場合や選択されているプリンタがなく、「設定し
たIPアドレスまたはホスト名に対応したプリンタ装置が見つかりませんでした。
プリンタ装置の電源を確認するか、または設定した IP アドレスまたはホスト名
の確認をしてください。」というメッセージが左下に表示されている場合は、正
しい接続先のプリンタを選択し[OK]をクリックしてください。 

一覧に正しい接続先のプリンタが見つからない場合は、次の内容を確認してくだ
さい。 

・プリンタの電源やネットワークケーブルが正しく接続されているか 
・プリンタに IP アドレスが正しく設定されているか 
・ルータを経由した先にプリンタが接続されている場合は、プリンタの検索範囲
の設定にルータの先のネットワークアドレスが追加されているか 

ポートの設定画面で、「DHCP 設定プリンタの IP アドレスを自動認識する」の
設定を確認する 
プリンタの IP アドレスを DHCP で動的に割り当てている場合は、プリンタが取得

する IP アドレスがいつも同じとは限らないため、本機能のチェックは必ず に
してください。 
チェックを にすると常に IP アドレスが一致したプリンタに接続するため印刷
先がそのつど変わったり、見つからない場合は応答なしになります。 
 
本機能のチェックを にするときは、IP アドレスを固定で割り当てている場合

のみにしてください。通常は、チェックを にしたままでも通信先のプリンタの
設定によって自動判別するのでチェックを にする必要はありません。 

(3) 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。 

 「プリンタドライバで設定できる内容」（221 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）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。 
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・LPR Port 印刷ではありませんか。 
Windows NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003 は［ポート］ダイアログで印刷先
のポートが LPR Port の場合は、Printianavi 機能は使用できません。 

・メッセージ連携サービスは、サーバとクライアントの両方で開始されていますか。 
［オプション］ダイアログからメッセージ連携サービスを開始してください。 

・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」「ステータスを最前面
にする」「印刷の終了を通知する」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］ダイアログで［オプション］をクリックすると表示されるダイアロ

グの「ステータスの表示先」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。 

・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 NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003 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」を にします。 

・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 NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003 で区切りページを指定していませ
んか。 
本製品では Windows NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003 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/NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003 以外では
ありませんか。 
Printianaviは Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003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。 
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・Windows NT4.0 のサーバから Windows 2000/XP/Windows Server 2003 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
グレイアウトされ、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。 

 「プリンタドライバの削除」（201 ページ）参照 

 「ポート変更による方法」（173 ページ）参照 

・Windows NT4.0 の Spooler サービスの「デスクトップとの対話をサービスに許可」
を にしていないか確認してください。 
この場合、印刷中のステータスや、エラーメッセージ、プリンタ状態表示、プリ
ンタ状態を設定値に反映するなどの機能が正常に行われません。 
Spooler サービスの「デスクトップとの対話をサービスに許可」を にすると正
常に機能します。 

①[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]の順に選択し、「サービス」をダブル
クリックする 

②[サービス]ダイアログで、「Spooler」を選択し、[スタートアップ]をクリックする 

③「システムアカウント」を選択し、「デスクトップとの対話をサービスに許可」

を にし、[OK]をクリックする 

④[停止]をクリックし、Spooler サービスを停止する 

⑤[開始]をクリックし、Spooler サービスを開始する 

⑥[閉じる]をクリックする 

・クライアント上に Norton Internet Security などのファイアウォールソフトが
インストールされている、または Windows XP/Windows Server 2003 のインター
ネット接続ファイアウォール機能が有効になっていませんか。 
ファイアウォール機能が有効になっている場合、Printianavi のメッセージがプ
リントサーバ上に表示されます。 
ソフトのファイアウォール機能を無効にするか、ソフト側の設定で通信を許可す
る対象機器に次の機器をすべて登録してください。 
- プリントサーバ 
- 印刷を実行するパソコン 
- ステータスの表示先に指定するパソコン 
- プリンタ 
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(4) 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ダイアログから「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」を参照してください。 

 「Printianavi のメッセージが表示されない」（411 ページ）参照 
印刷も正常に行われない場合は、「印刷できない」を参照してください。 

 「印刷できない」（405 ページ）参照 
「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/XP/Windows Server 2003） 

 「旧バージョン・レベルとの混在運用について」（423 ページ）参照 
「プリンタドライバの削除」（201 ページ）参照 

・Windows NT4.0 の Spooler サービスの「デスクトップとの対話をサービスに許可」
を にしていないか確認してください。 
この場合、印刷中のステータスや、エラーメッセージ、プリンタ状態表示、プリ
ンタ状態を設定値に反映するなどの機能が正常に行われません。 
Spooler サービスの「デスクトップとの対話をサービスに許可」を にすると正
常に機能します。 

①[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]の順に選択し、「サービス」をダブル
クリックする 

②[サービス]ダイアログで、「Spooler」を選択し、[スタートアップ]をクリックする 

③「システムアカウント」を選択し、「デスクトップとの対話をサービスに許可」
を にし、[OK]をクリックする 

④[停止]をクリックし、Spooler サービスを停止する 

⑤[開始]をクリックし、Spooler サービスを開始する 

⑥[閉じる]をクリックする 
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(5) 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/XP/Windows Server 2003）、［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。 

 「プリンタドライバで設定できる内容」（221 ページ）参照 

(6) 給紙トレイから印刷後、エラーまたは警告が表示される 

《現 象》 
給紙トレイから印刷後、用紙サイズ不一致のエラーメッセージが表示される。この
とき、オペレータパネルには「サイズ カクニン」と表示される。 

《対 処》 
給紙トレイにセットされている用紙が、プリンタドライバで指定した用紙サイズと
一致しているか確認してください。プリンタドライバでの指定と実際にセットされ
ている用紙が合っていないと、印刷後にエラーが表示されます。 
給紙トレイから印刷するときは、プリンタドライバで指定したサイズの用紙がセッ
トされていることを確認してください。 
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(7) 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 のウィンドウが表示されない、またはウィンドウ
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。 

・Netscape 6.x を「通常使うブラウザ」に設定している環境で、Printianavi ネッ
トワークマネージャから［ブラウザで状態を表示］機能を使用すると、次の現象
が発生することがあります。 

-「ブラウザの起動に失敗しました」とメッセージが表示される 
Printia LASER Internet Service の動作に問題はありません。メッセージダイ
アログを閉じてください。 

- Internet Explorer が起動していると、Printia LASER Internet Service が表
示されない 
Internet Explorer を閉じてから、再度［ブラウザで状態を表示］を実行して
ください。 

《現 象 2》 

設定が反映されない、または［設定］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。 
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・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］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。 

《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。 

(8) 消耗品の交換を通知する E メールが送信されない 

《現 象》 

消耗品の交換時期になっても、Eメールが送信されない。 

《対 処 1》 

DHCP 環境で運用している場合、電源投入直後はプリンタが IP アドレスを取得でき
ないことがあります。この場合、電源投入直後に検出した交換情報は通知できませ
ん。再送待ち時間後（30 分）に発信されます。 

《対 処 2》 

E メールの設定が正しいか確認してください。送信元アドレス、送信先アドレスは、
@以下を含むアドレスすべてを指定する必要があります。 
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(9) USB インタフェースのときにプリンタが検出されない 

《現 象》 
USB インタフェースでプリンタドライバをインストールする場合に、新しいハード
ウェアが検出されない。(Windows 98/Me/2000/XP/Windows Server 2003) 

《対 処》 
次の点を確認してください。 

・プリンタの電源は入っていますか 
プリンタの電源を入れてください。 

 「電源を入れる」（54 ページ）、「電源を切る」（68 ページ）参照 

・Windows 95/3.1 から Windows 98/Me にアップグレードしましたか 
Windows 95/3.1 から Windows 98/Me にアップグレードしたパソコンでは動作保証
できません。 
Windows 98/Me をクリーンインストールしたパソコンを使用してください。 

 「USB による接続とインストール」（108 ページ）参照 

・パソコンは USB に対応していますか 
デバイスマネージャで USB コントローラが表示されるか確認してください。 

 「USB による接続とインストール」（108 ページ）参照 

・USB ケーブルの規格は合っていますか 
USB 1.1 に準拠したケーブルを使用してください。 

 「USB インタフェース仕様とコネクタピン配列」（429 ページ）参照 
「プリンタケーブル」（73 ページ）参照 

・USB ケーブルは正しく接続されていますか 
USB ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 

 「USB による接続とインストール」（108 ページ）参照 

(10) ポートが追加できない 

《現 象 1》 
Windows NT4.0 で、CD-ROM の「ネットワークでプリンタを使う」からインストール
を行い、ポートを追加しようとすると、ダイアログでメッセージ表示され、ポート
が追加されない。 

《現 象 2》 
Windows NT4.0 で、Printianavi ネットワークポート管理からポートを追加しよう
としたらメッセージが表示され、ポートが追加されない。 

《対 処》 
WindowsNT4.0 の Spooler サービスの設定で「デスクトップとの対話をサービスに許
可」を にしていると上記のエラーメッセージが表示され、ポートが追加できませ

ん。以下の手順に従い設定を にし、再度ポートの追加を行ってください。 

①[スタート]-[設定]-[コントロールパネル]の順に選択し、「サービス」をダブル
クリックする 

②[サービス]ダイアログで、「Spooler」を選択し、[スタートアップ]をクリックする 
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③「システムアカウント」を選択し、「デスクトップとの対話をサービスに許可」
を にし、[OK]をクリックする 

ガイド 
ポートの追加およびポートを構成した後にSpoolerサービスの設定を元に戻す場

合は、「デスクトップとの対話をサービスに許可」を にしてください。 

④[停止]をクリックし、Spooler サービスを停止する 

⑤[開始]をクリックし、Spooler サービスを開始する 

⑥[閉じる]をクリックする 

  「ネットワークポートの追加」（192 ページ）参照 

(11) 印刷が開始されるまでに時間がかかる 

《現 象》 

最初の 1ページ目が印刷されるまでに数 10 秒から 1分以上かかる。 

《対 処》 

Norton Internet Security などのファイアウォールソフトがインストールされてい
る、または Windows XP/Windows Server 2003 のインターネット接続ファイアウォ
ール機能が有効になっていると、印刷が開始されるまでに時間がかかることがあり
ます。ソフトのファイアウォール機能を無効にするか、ソフト側の設定で通信を許
可する対象機器に次の機器をすべて登録してください。 
- プリントサーバ  
- 印刷を実行するパソコン 
- ステータスの表示先に指定するパソコン 
- プリンタ 

または、プリントサーバの「双方向サポートを有効にする」のチェックを にして
ください。この場合、Printianavi のメッセージは表示されなくなります。 

(12) 印刷時やプリンタドライバの設定変更時に Norton 

Internet Security の警告画面が表示される 
《現 象》 

Norton Internet Security をご使用の環境で、以下の現象が発生する場合があります。 

・プリンタドライバのインストール時 
Norton Internet Security の警告画面が表示される 

・印刷した場合 
-Norton Internet Security の警告画面が表示される 
-印刷が行えない、または印刷が開始されるまでに時間がかかる 

・プリントサーバ経由で、印刷またはステータス表示を他のコンピュータに表示さ
せた場合 
-ステータス表示画面から、印刷中止、再開ページ指定ができない 
-「ステータスの表示先」にプリントサーバ以外を指定しても、プリントサーバ
にステータスが表示される 
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・「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」機能を使用し
た場合 
Norton Internet Security の警告画面が表示される 

・「メッセージ連携サービス」ダイアログを開いた場合 
-Norton Internet Security の警告画面が表示される 
-「メッセージ連携サービス」が「停止」状態になる（この場合、「メッセージ連
携サービス」を「開始」に変更できません。） 

《対 処》 
プリントサーバ、印刷を実行したコンピュータ、ステータスの表示先に指定するコ
ンピュータで、Norton Internet Security の「ファイアウォール」の設定を選択し、
「ホームネットワーク」の信頼ゾーンに次の機器の IP アドレスをすべて登録して
ください。 
- プリントサーバ  
- 印刷を実行するコンピュータ 
- ステータスの表示先に指定するコンピュータ 
- プリンタ 

(13) 太い文字や図形を印刷すると、影が出る 

《現 象》 
太い文字や濃淡比の高い文字およびグラフを印刷した後に、網掛け（グレースケー
ル）等の印刷を行った場合、影（残像）が発生する 

《対 処》 
プリンタドライバの［グラフィックス］ダイアログで、解像度、ディザおよび明る
さを調整してください。 
装置の故障やプロセスカートリッジの劣化ではありません。 

プリンタを選択する 
・Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 のとき 
［スタート］－［設定］－［プリンタ］の順に選択し、印刷を行うプリンタを選択する 

・Windows XP/Windows Server 2003 のとき 
［スタート］－［プリンタと FAX］の順に選択し、印刷を行うプリンタを選択する 

［ファイル］メニュー－［プロパティ］を選択し、プリンタのプロパティを表示する 

［グラフィックス］ダイアログを表示し、「解像度」をより低くなるように設定する 

Windows NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003 の場合、解像度の「写真をきれ

いに印刷する」を にする 
ただし、解像度を「300dpi」に選択したときは設定できません。 

ディザを「粗」に設定する 

明るさを「暗」に設定する 
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17.7 ソフトウェアに関する留意事項 
ここでは、本製品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。 

17.7.1 Windows をアップグレードする場合 

Windows を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）してから、アップグレードを行ってください。各ソフトウェアは、アップグレ
ード完了後、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 をアップグレードした場合に発生す
る可能性がある問題、および対処方法について、以下で説明します。 

●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のアップグレードを行うと、
Windows 添付のドライバに置き換わる、およびアップグレード前のドライバが登録
されたままになることがあります。 
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ない、または正
しく印刷が行えないなどの現象が発生する場合があります。 
プリンタドライバを削除し、再度インストールし直してください。 

 「プリンタドライバの削除」（214 ページ）参照 

 「第 5 章 ネットワークを利用せずにプリンタを接続する」（97 ページ）参照 

 「第 6 章 ネットワークを利用してプリンタを接続する」（125 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
なくなる場合があります。この場合は、ネットワークポートモニタを削除（アンイ
ンストール）してから、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。 

17.7.2 Windows 2000/XP/Windows Server 2003 環境で 

使用時の留意事項 

(1) インストール、アンインストール時の注意事項 
Windows 2000/XP/Windows Server 2003 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
ールするときは、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場合は、正しくインストールまたはアンインストールで
きないことがあります。 
一般ユーザでインストールまたはアンインストールし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。 
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(2) 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。 

(3) Windows 2000/Windows Server 2003クラスタ環境について 

Windows 2000/Windows Server 2003 のクラスタ環境での動作は保証していません。 

(4) ACPI の動作について 

本製品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ダイアログ（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ダイアログ（プリンタのプロパティ）を閉じてください。 

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
が表示されなくなったりします。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ダイアログの［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 
エラー表示のダイアログを閉じ、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。 
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17.7.3 旧バージョン・レベルとの混在運用について 

XL-6010/5810/5710/5510/5310、XL-6700/6100/5730/5720/5340/5330/5320 および
XL-6200/5750/5350/5250 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。 

(1) 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わ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/XP/Windows Server 2003 環境で Printianavi ネットワークポート
モニタ V8.1L10 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 V8.1L10 の持つ IPP 印刷機能は、
XL-6300/6200/5770/5750/5370/5250/5730/5350/5340/5330 との組み合わせで使
用できます。 

●Printianavi ネットワークマネージャと対応プリンタ 

サポート対象プリンタ XL-5250/5310/5320/5330/5340/5350/5370/5710/5720/ 
5730/5750/5770/6010/6100/6200/6300/6700 です。 
XL-5310/5320/5330/5340/5710/5720/5730/6010/6100/6700 では、「プリンタ情報」
ダイアログのステータス情報表示は、簡易表示となります。エラー時に、用紙サイ
ズ、給紙カセット位置、カバーの種類は表示されません。 

(2) 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とプリンタドライバのインストール」（148
ページ）参照 

 「第 12 章 プリンタ管理機能(Printianavi ネットワークマネージャ)」
（269 ページ）参照 
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●Printianavi ネットワークマネージャ 

Printianavi ネットワークマネージャの更新（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 ネットワーク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とプリンタドライバのインストール」（148
ページ）参照 

 「第 12 章 プリンタ管理機能(Printianavi ネットワークマネージャ)」
（269 ページ）参照 

17.7.4 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-5770/5370 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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プリンタの基本仕様 

以下に、XL-5770/5370 の各仕様を示します。 
型名 XL-5770 XL-5370 

印刷方式 電子写真方式 
普通紙 

片面 両面 
A4 30.6 ページ／分 21.4 ページ／枚

A3 17.4 ページ／分 12.2 ページ／枚

A5 30.6 ページ／分 21.4 ページ／枚

B4 19.5 ページ／分 13.6 ページ／枚

B5 30.6 ページ／分 21.4 ページ／枚 
不定形用紙*5 

 2.7～29.7 枚／分 － 

普通紙 
片面 両面 

A4 25.4 ページ／分 17.8 ページ／分

A3 15.6 ページ／分 10.9 ページ／分

A5 25.4 ページ／分 15.7 ページ／分

B4 17.1 ページ／分 12.0 ページ／分

B5 25.4 ページ／分 17.8 ページ／分

不定形用紙*5 

 2.7～24.7 枚／分 － 

印刷速度（コピー動作に
よる連続印刷時） 
単位：ページ/分 

・両面印刷にすると印刷速度は遅くなります。 
・厚紙モードにすると印刷速度は遅くなります。 
・不定形用紙の場合は、用紙サイズによって、印刷速度が異なります。 

ウォームアップ時間 電源投入時：約 25 秒 
節電復帰時：12 秒以下 

エンジン解像度 600dpi／1200dpi 
データ処理解像度 300dpi×300dpi 

600dpi×600dpi 
1200dpi×1200dpi 

スムージング処理 Super FEIT(1200dpi 以外)、True 1200DPI 
※FEIT=Fujitsu Enhanced Image Technology 

用紙種類 ・MP カセット/給紙トレイ（オプション） 
普通紙、厚紙（重量 90g/㎡～135g/㎡）、OHP、ラベル、はがき 

・給紙カセット（標準） 
普通紙、厚紙（重量 90g/㎡～135g/㎡）、OHP、ラベル 

・拡張給紙ユニット(オプション) 
普通紙、厚紙（重量 90g/㎡～135g/㎡） 

用紙サイズ ・MP カセット 
A3、 B4、 B5、 A4、 A5、 リーガル、 レター、 ユーザ定義サイズ（長
さ 420mm まで）、官製はがき 

・給紙トレイ(オプション) 
A3、 B4、 B5、 A4、 A5、 リーガル、 レター、ユーザ定義サイズ（幅
100～297mm、長さ 148mm～420mm）、長尺紙（幅 297mm 固定、長さ 420.1mm
～900.0mm）官製はがき 

・給紙カセット（標準）/拡張給紙ユニット（オプション） 
A3、 B4、 B5、 A4、 A5、 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 1,500 枚）

MP カセットによる自動給紙 （収容枚数 150 枚（はがき 60 枚）） 

給紙トレイによる自動給紙 （収容枚数 100 枚（はがき 50 枚）） 
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両面印刷(オプション) A3、 A4、 A5、 B4、 B5、 レター、 リーガル 
注：普通紙（60g/㎡～90g/㎡）のみ 

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 1100Ｗ以下、節電時*4  20Ｗ以下 

平均消費電力：650W 以下（片面連続印刷時） 
電源オフ時：0W*6 

突入電流 最大突入電流 100A 以下（電源 ON 時 突入時間：10m 秒以下） 
騒 音 動作時 53dB(A)、待機時 34dB(A) (フルオプション 56dB(A)) 
外形寸法 幅 505mm、奥行き 376(592)mm、高さ 324mm 

（ ）:カセット延長時 
質 量 約 19.5kg（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 

USB1.1 準拠 USB インタフェース 
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 
文字・書体 ESC/P 用：ANK、明朝体、ゴシック体 
耐用期間*3 5 年(8時間/日)または 60万ページ印刷(A4サイズ横送り)のいずれか早い方 
*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/300dpi(スーパーFEIT:2400dpi×600dpi 相当) 
・ESC/P:180dpi(FEIT:600dpi 相当) 

*3：耐用期間 
・ 本製品には、以下の定期交換部品(定着器等)が含まれています。安定してご使用いただくため
には、定期的な交換が必要となります。交換時期の目安は、下表をご覧ください。また、本製
品には以下の有寿命部品が含まれています。交換時期の目安は使用頻度や条件によって異なり
ますが、一般的な使用環境(22℃)では、8 時間/日、200 時間/月のご使用で約 5 年です。ただ
し、個々の製品には個体差があり、5 年間の動作を保証するものではありません。また、動作
保証環境内の運用であっても寿命を保証するものではなく、特に動作保証環境の上限/下限で
の連続使用による故障は無償修理期間内であっても有償修理となる場合があります。12,000
時間(約 5 年を時間換算)を超えて長時間使用した場合は、早期の部品交換が必要となります。 

・ 部品の交換は、ハードウェア修理相談センターにご連絡ください。 
・ 累積使用時間は、24 時間運用の場合も同様です。 
・ A4 より大きく長い用紙を使用する場合は、耐用期間が 60 万ページより短くなります。 

定期交換部品 交換目安 
定着器 10 万ページ（A4 サイズ横送り） 
用紙搬送ロールキット 20 万枚印刷（A4 サイズ横送り） 
転写ロール 20 万枚印刷（A4 サイズ横送り） 
＊A4 サイズ横送り/片面印刷時 1 枚＝1ページ 
＊A4 サイズ横送り/両面印刷時 1 枚＝2ページ 

・主な有寿命部品 
光学ユニット(ROS)、電源、用紙搬送ガイド、用紙搬送ローラ等 

*4：節電モードになってから 5分間は 20W、5 分以降は約 10W となります。 
*5： 用紙幅、用紙長の組み合わせにより印刷速度は変わります。定着器を保護するため、用紙幅の狭

い用紙に印刷する場合には、印刷速度は低下します。 
*6： 電源プラグがコンセントに差し込まれていても、電源スイッチが OFF の場合、電力の消費はありません。 
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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、パラレルインタフェースおよび USB インタフェー
スを採用しています。 

●パラレルインタフェース仕様とコネクタピン配列 

・基本仕様 
IEEE P1284 に準拠した双方向パラレルインタフェース 

・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)  

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 
19 -RET － 
20 -RET － 
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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 

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。 

●USB インタフェース仕様とコネクタピン配列 

・基本仕様 
USB 仕様の Revision1.1 準拠 

・インタフェースコネクタ 
プリンタ側：Bレセプタクル（メス） 
ケーブル側：アップストリームポート 

・ケーブル 
XL-CBLU2 または、5ｍ以下の USB 仕様 Revision1.1 以上に適合したケーブル（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。） 

・伝送モード 
フルスピード（最大 12Mbps） 

・電力制御 
セルフパワーデバイス 

・USB ピン配列 

2

43

1

 

ピン番号 信号名称 機能 
１ vbus 電源（+5v） 
２ D- データ転送用 
３ D+ データ転送用 
４ GND 信号グランド 
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オプション品一覧 

●給紙トレイ 

品名 型名 内容 
給紙トレイ XL-FT10W1 1 段目のマルチユニットにセットして使用しま

す。用紙の種類やサイズを頻繁に変更する場合、
および長尺紙に印刷する場合は、給紙トレイをご
使用ください。なお、給紙トレイと MP カセット
を同時に取り付けることはできません。 

●拡張給紙ユニット 

品名 型名 内容 
拡張給紙ユニット-A XL-EF25W1 3 段目、4段目の給紙ユニットとして使用で

きます。 
(LB315 給紙カセット（A3 ユニバーサル 
250 枚）添付) 

拡張給紙ユニット-B XL-EF55W1 3 段目、4段目の給紙ユニットとして使用で
きます。 
(LB315 給紙カセット（A3 ユニバーサル 
550 枚）添付) 

 

●両面ユニット 

品名 型名 内容 
両面ユニット XL-DUPW1 両面印刷用のユニットです。 

●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。 
プリンタ RAM モジュール-128MB XL-EM128M5 RAMを128MB搭載したメモリモ

ジュールです。 

●プリンタ LAN アダプタ 

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、
NetWare5 に対応しています。 
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●プリンタケーブル 

・パラレルインタフェースケーブル 
品名 型名 備考 

プリンタケーブル FMV-CBL712 FMV シリーズ、各社 AT 互換機に接続でき
ます。 

プリンタケーブル FMS-CBL711 PRIMERGY GRANPOWER 5000 シリーズに接続
できます。 

・USB ケーブル 
品名 型名 備考 

プリンタ USB ケーブル XL-CBLU2 Windows 98/Me/2000/XP/Windows Server 2003

が動作するパソコンに接続できます。
本ケーブルは USB2.0 に対応していま
すが、本プリンタとの接続時は USB1.1
で動作します。 
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サプライ品一覧 
サプライ用品の商品番号を次の表に示します。 
これらの品物については、本製品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。 
 

 
故 障 プロセスカートリッジは、本製品専用品を取り付けて

ください。専用品以外のプロセスカートリッジを取り
付けると、プロセスカートリッジおよびプリンタ本体
の故障の原因となる恐れがあります。 

 
商品名 商品番号 備考 

A3 0411650 500 枚×3冊で 1ケース 
B4 0411620 
A4（Y） 0411612 
B5（Y） 0411645 

普通紙推奨用紙 
オフィス用紙 W 

A5（Y） 0411635 

500 枚×5冊で 1ケース 

A3 0414315 500 枚×3冊で 1ケース 
B4 0414325 
A4 0414335 

再 生オフィス用紙
EC100 
（100%再生紙） 

B5 0414345 

500 枚×5冊で 1ケース 

モノクロ LBP 用長尺用紙 0421020 プリンタドライバで「用紙種類」を
「厚紙」に設定してください。 

プロセスカートリッジ LB315A 0805110 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 LB315B 0805120 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）。 

LB315 給紙カセット（MP） 
 

0805310 サイズ：A3～A5、官製はがき、不定形 

枚数：150 枚（推奨用紙） 
本体の MP カセットと同一品です。 

LB315 給紙カセット 
(A3 ユニバーサル) 
 

0805320 サイズ：A3～A5 
枚数：250 枚（推奨用紙） 
本体および拡張給紙ユニット-A(XL-EF25W1)

添付のカセットと同一品です。 

LB315 給紙カセット 
(A3 ユニバーサル) 
 

0805330 サイズ：A3～A5 
枚数：550 枚（推奨用紙） 
拡張給紙ユニット-B(XL-EF55W1)添
付のカセットと同一品です。 

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 

ガイド 
・プロセスカートリッジは、純正品をご使用ください。リサイクル品や他社製
サプライ品を使用されますと、印字品質の低下、故障および装置破損の原因
となることがあります。 

・100%再生紙に印刷した場合、シワやカールが発生する場合があります。 
・ 用紙の種類やサイズを頻繁に変更する場合は、オプションの給紙トレイをご
使用ください。 
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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、長尺紙サイズの用紙の場合 

ＡＢＣＤ・・・・�
・・・・�

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
・
・
・
・
�

・
・
・
・
�

縦方向印刷� 横方向印刷�

用
紙
排
出
方
向

�

 

・A4、A5、B5、レター、はがきサイズの用紙の場合 

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
・
・
・
�

・
・
・
・
�

ＡＢＣＤ・・・・�
・・・・�

縦方向印刷� 横方向印刷�

用
紙
排
出
方
向

�  

・ユーザ定義サイズの用紙の場合 

ＡＢＣＤ・・・�
・・・・�
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Ｂ
Ｃ
Ｄ
・
・
・
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・
・
・
・
�

縦方向印刷� 横方向印刷�

用
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排
出
方
向

�

 

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・・・・�
・・・・�

左とじの場合� 上とじの場合�

用
紙
排
出
方
向

�  

ガイド 
用紙方向、印刷の向きに関する設定は、プリンタドライバで設定できます。 

 「第 10 章 プリンタドライバの機能と利用方法」（219 ページ）参照 
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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。 

a1

b1 Ｂ寸法�
b2 Ｂ寸法�

（単位：ｍｍ）�

Ａ
寸
法

�

a2

Ａ
寸
法

�

［印刷方向：縦］� ［印刷方向：横］�

 

・Printia XL ドライバ使用時 
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 

Ａ寸法 410 354 287 247 200 346 270 138 縦方向 
Ｂ寸法 287 247 200 172 138 206 206 90 
Ａ寸法 287 247 200 172 138 206 206 90 横方向 
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 

8.5mm 時 399.5 343.5 276.5 236.5 189.5 335 259 128 Ａ寸法 
22mm 時 386 330 263 223 176 321.5 245.5 128 

縦方向 

Ｂ寸法  287 247 200 172 138 206 206 90 
8.5mm 時 276.5 236.5 189.5 161.5 127.5 195 195 78.5 Ａ寸法 
22mm 時 263 223 176 148 114 182 182 78.5 

横方向 

Ｂ寸法  410 345 287 247 200 345 269 138 
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メニューモードのときの留意点 
ここでは、メニュー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、「サイズフソク A４ ヲ イレ
テクダサイ」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 プロトコル」を「無効」にしたとき、LAN 設定内容は印刷され
ません。 
また、エミュレーション設定を「無効」にしたときは、エミュレーション設定の内
容は表示されません。 
 
次に「設定の印刷」の印刷例を示します。 

給紙口情報� 自動給紙設定�

IPアドレス設定�

総印刷枚数� ＝� ５６５８枚�
メモリ容量� ＝� ９６ＭＢ�
ＲＯＭ版数� ＝� Ｖｅｒ９９．９９�
エンジンＲＯＭ版数� ＝� Ｖｅｒ９９．９９�
両面ユニット� ＝� あり�
主走査方向位置� ＝� ０．０ｍｍ�
副走査方向位置� ＝� ０．０ｍｍ�
�
�

ＭＰ／給紙トレイ＝�不定形�
カセット１� ＝�A4�
カセット２� ＝�B5

ＭＰ／給紙トレイ＝�有効�
カセット１� ＝�有効�
カセット２� ＝�有効�

ＭＡＣアドレス� ＝�０００００Ｅ８５００Ｄ４�
Ｅｔｈｅｒｎｅｔタイプ�＝�自動認識(ＸＸＸＭｂｐｓ）�
ＴＣＰ／ＩＰ設定� ＝�有効�
印刷ポート番号� ＝�９３１３�
検索ポート番号� ＝�９３１３�
ＴＣＰ／ＩＰ動作状態�＝�０（エラーなし）�
ＬＡＮステータス� ＝�１．０１０１．０１０１．０１�
�

ＤＨＣＰ自動取得� ＝�解除�
ＩＰアドレス� ＝�１９２．１６８．　　０．　１０�
サブネットマスク� ＝�２５５．２５５．２５５．１２８�
ゲートウェイ� ＝�１９２．１６８．　　０．　　１�
�

システム情報�

ネットワーク基本情報�

 

●LAN 設定 
LAN 設定で「Ethernet タイプ」を変更した場合は、いったん電源を切断し、再投入
してください。 

●IP アドレス設定 
IP アドレスの取得方法および IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを設
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。 
 
TCP/IP の設定を行っても TCP/IP が正常に動作しない場合があります。このような
ときは、メニュー印刷の「設定の印刷」を行い、「TCP/IP 動作状態」（次の表）およ
び「LAN ステータス」を確認してください。 
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TCP/IP 動作状態コードは、次のとおりです。 
コード 内容と処置 
0 TCP/IP は正常に動作しています。 
1 IP アドレス、またはサブネットマスクの設定に誤りがあります。 

設定内容が正しいか確認してください。 
2 DHCP により TCP/IP 構成情報を取得中です。 
3 DHCP による TCP/IP 構成情報の取得要求がタイムアウトしました。

LAN ケーブルが正しく接続されているか、または DHCP サーバの電源
が投入されているか確認してください。 

4 DHCP による TCP/IP 構成情報のリース更新が拒否されました。 
いったん電源を切断し、再び投入してください。 

5 DHCP による TCP/IP 構成情報のリース更新要求がタイムアウトしま
した。LAN ケーブルが正しく接続されているか、または DHCP サーバ
の電源が投入されているか確認してください。 

6 DHCPにより取得したIPアドレスが他のホストで使用されています。 
いったん、電源を切断し、再び投入してください。 

9 ゲートウェイの設定に誤りがあります。設定内容が正しいか確認し
てください。 

ガイド 
TCP/IP 動作状態コードが 2（構成情報取得中）、または 3（構成情報の取得要求
がタイムアウト）の場合でも、Printianavi IP アドレス設定ユーティリティ 2
による IP アドレスの設定を行うことができます。 

 
DHCP クライアントの予約について 
DHCP により TCP/IP 構成情報を自動的に取得する場合は、本プリンタの電源を再
投入しても同じIPアドレスを取得できるようにDHCPサーバにクライアントの予
約を行ってください。予約のときに必要となるプリンタの MAC アドレスについて
は、電源投入後、オペレータパネルに表示されるファームロード中(下段)のメッ
セージを参照、または設定の一覧を印刷してください。 

 「DHCP によるアドレス自動取得」（142 ページ）参照 

ガイド 
「LAN 設定」の「TCP/IP プロトコル」を「無効」にした場合、「IP アドレス設定」、
「LAN 設定」は表示されません。 

LAN ステータスは、次のとおりです。 
設定項目 機能 

ａ．ｂｂｂｂ．ｃｃｃｃ．ｄｄ LAN の接続状態を 2進数の各コードで示します。 
a：リンク・ステータス 
０＝無効／１＝有効 

2進法表示�
a�:�リンク・ステータス　0＝無効／1=有効�

bbbb:プリンタデータ転送能力�
� 　10Base-T　半二重（0＝無効／1＝有効）�
� 　10Base-T　全二重（0＝無効／1＝有効）�
� 100Base-TX半二重（0＝無効／1＝有効）�
� 100Base-TX全二重（0＝無効／1＝有効）�
cccc:リンクパ-トナデータ転送能力�
� 　10Base-T　半二重（0＝無効／1＝有効）�
� 　10Base-T　全二重（0＝無効／1＝有効）�
� 100Base-TX半二重（0＝無効／1＝有効）�
� 100Base-TX全二重（0＝無効／1＝有効）�
dd:データ転送速度�

� データレート（0=10Mbps/1=100Mbps）�
� 全二重／半二重（0＝半二重／1＝全二重）�
� a:リンクステータスが0＝無効の場合、「- -」と表示�

* cccc:HUBによって異なり、「AUTO時の状態」または「000」
となる場合があります。�

� �
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●綴じしろモード（綴じしろ位置） 

両面印刷のときの、綴じしろ方向と綴じしろモードの関係は次のとおりです。 

（表綴じしろ量：ａ、裏綴じしろ量：ｂ）�
綴じしろ位置�

印刷方向　縦� 印刷方向　横�画面�
印刷�

綴じ�
しろ�
モード�

長辺�
綴じ�

左／上�
綴じ�

右／下�
綴じ�

短辺�
綴じ�

左／上�
綴じ�

右／下�
綴じ�

表� 裏� 表� 裏�

ａ� ｂ�

ａ�

ｂ�

ａ� ｂ�

ａ�

ｂ�

ａ� ｂ�

ａ�

ｂ�

ａ�

ｂ�

ａ� ｂ�
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ESC/P コマンド（機能コード）一覧 

ガイド 
ESC/P コマンドを使用する場合、プリンタのメニューモードで「環境設定」の「エ
ミュレーション設定」を「ESC/P」に変更してください。（初期値は「解除」） 

 
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 モードコマンドは、次の表のとおりです。 

●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
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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/P モードキャラクタコード一覧 

ガイド 
ESC/P コマンドを使用する場合、プリンタのメニューモードで「環境設定」の「エ
ミュレーション設定」を「ESC/P」に変更してください。（初期値は「解除」） 

 

●カタカナコード� ●拡張グラフィックコード�

 

 

●国際文字コード�
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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 

●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、通信終了後はサーバに IP アド
レスを戻します。 

●DNS（Domain Name System） 

ホスト名から IP アドレスを取得できるようにするサービスを提供するシステムで
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。 

●LPR（Line Printer Remote） 

TCP/IP 標準の印刷制御プロトコルです。Windows NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003

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、LPR 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。 
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●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。 

・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。 
なお、本プリンタでは SetRequest はサポートしていません。 
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 

●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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Printianavi の機能概要 
Printianavi は、Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003 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 ドライバ動作環境 
OS Windows 95/98/Me/NT4.0（SP3 以降）/2000/XP/Windows Server 2003

パソコン FMV シリースおよび AT 互換機 
メモリ 16MB 以上（64MB 以上を推奨） 
解像度 800x600 以上（1024x768 以上を推奨） 
ハードディスク容量 空き容量 8MB（印刷時にはデータ作成のために空き容量が

必要です） 

●ネットワークソフトウェア動作環境 
OS Windows 95/98/Me/NT4.0（SP3 以降）/2000/XP/Windows Server 2003

ネットワークマネージャ、IP アドレス設定ユーティリティ
2は Windows 95 をサポートしていません。 

パソコン FMV シリースおよび AT 互換機 
メモリ 16MB 以上（64MB 以上を推奨） 
解像度 800x600 以上 
ハードディスク容量 空き容量 4MB（全てのモジュールのインストール時。イン

ストール時は、さらに作業域として 10MB 必要） 

●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 紙づ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印刷ロ
グビューアから行えます。） 

オプション情報の自動
設定 

プリンタメモリや両面ユニットなど、プリンタに装着さ
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。 

消耗品ログの採取・E メ
ールの送信 

消耗品の交換時期を記録（ログ）します。また、必要に
応じて指定した送信先に消耗品の交換時期をEメールで
通知します。（ログの参照や詳細設定は、同時にインス
トールされる消耗品ログビューアから行えます。） 

 Printia XL ドライバがもつ Printianavi 機能の詳細については、オンラインヘ

ルプまたは「第 10 章 プリンタドライバの機能と利用方法」（219 ページ）参照 
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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 ネットワークマネージャ 
ネットワークに接続された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

きます。 

 

 Printianavi ネットワークマネージャについての詳細は、 
「第 12 章 プリンタ管理機能(Printianavi ネットワークマネージャ)」
（269 ページ）参照 

・Printianavi IP アドレス設定ユーティリティ 2 
プリンタに IP アドレスを設定します。 

 設定方法については、「IP アドレスの設定」（130 ページ）参照 
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HyperPrint の概要 

「HyperPrint」を使用すると、印刷機能を持つアプリケーションであれば、種類を
問わず、印刷データを利用したさまざまな機能を利用できるようになります。 
「HyperPrint」による印刷機能を利用することにより、印刷コストの削減と、効率
的な印刷を実現できます。 

●特 長 

・印刷コストの削減 
- プレビュー上で詳細確認と不要なページのカット 
- 両面印刷、縮小印刷による印刷用紙の削減 
- 印刷データのファイル保存 

・アプリケーション導入コストの削減 
- データを確認するためのアプリケーションが不要 
- アプリケーションのバージョン/レベルなどの整合性への意識不要 

・業務の効率化 
- E-Mail による資料配布の電子化 
- 送付先のパソコン環境を意識することが不要 
- 帳票作成時と同様の鮮明度 

●動作環境 

・対応 OS 
- Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003 

・対応パソコン 
- FMV シリーズ、AT 互換機およびレガシーレス PC 

●「HyperPrint お試し版」の機能制限 

・プレビュー左下に「お試し版を利用して作成した」旨のメッセージを表示します。 

・プレビュー表示 30 回で製品購入を促すメッセージを表示します。 



付録 

453 

RepoAgent の概要 

「RepoAgent」は、ビジネス帳票を作成、印刷するためのソフトウェアです。 
さまざまなビジネス帳票をワープロを使用する感覚でビジュアルに作成できます。
また、帳票の印刷はアプリケーションから制御できます。 

●特 長 

・帳票印刷プログラムの生産性を大幅に向上 
ワープロを使用する感覚で手軽に帳票設計ができ、帳票印刷プログラムの生産性
を大幅に向上します。また、運用中に会社のロゴを変更するといった作業も、帳
票印刷プログラムを変更することなく対応できます。 

・多彩な帳票設計 
以下の多彩な表現手段の提供により、複雑な帳票もかんたんに設計できます。 
罫線、網かけ、文字装飾、バーコード(11 種)、画像、 
データ内容に応じた小計/見出し/改ページの自動挿入など 

・容易なアプリケーション連携 
アプリケーション側では、帳票に埋め込むデータを CSV テキスト形式で出力し、
RepeAgent を呼び出すだけで帳票印刷を実現できます。CSV テキストは Unicode
にも対応しています。 
また、アプリケーションからの呼び出しインタフェースには、コマンド、API、
ActiveX コントロール、Java クラスの 4種類を用意しています。お使いの開発環
境や運用形態に応じて選択できます。 

●動作環境 

対応 OS Windows 98/Me/NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003 
対応パソコン FMV シリーズおよび AT 互換機 
メモリ 64MB 以上 
ディスプレイ 解像度 800×600 以上(1024×768 以上を推奨) 
ハードディスク 空き容量 23MB 以上 
プリンタ Windows から印刷できるプリンタ 

(バーコード印刷時は印刷解像度 300dpi 以上を推奨) 

●「RepoAgent お試し版」の機能制限 

・お試し版で作成したレポート定義ファイルは、RepoAgent では使用できません。 

・用紙の背景に「お試し版を利用して作成した」旨のメッセージを表示します。 
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かんたんバーコード Lite の概要 

「かんたんバーコード Lite」は、パソコンでバーコードを簡単に作成するためのソ
フトウェアです。 

●特 長 

以下のバーコードを作成することができます。 

・JAN 標準 
国際的規格の POS シンボルです。多くの商品に使用されています。 

・JAN 短縮 
JAN の短縮版です。標準版を印刷できないような小さな商品向けです。 

・NW-7 
各種会員カードの管理用として使用されています。 

・カスタマ 
平成 10 年から導入されている郵便番号用です。 

●動作環境 

対応 OS Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Windows Server 2003 
対応パソコン FMV シリーズおよび AT 互換機 
メモリ 32MB 以上(推奨) 
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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「FMWORLD.NET」からダウンロー
ドすることができます。「FMWORLD.NET」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。 
FMWORLD.NET URL: http://www.fmworld.net/ 

ガイド 
・「FMWORLD.NET」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、
「FMWORLD.NET」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。 

・本製品に添付されているプリンタドライバは、MetaFrame に対応していません。 
MetaFrame に対応したプリンタドライバを入手したい場合は「FMWORLD.NET」
よりダウンロードしてください。 
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プリンタドライバのバージョンを確認する方法 

プリンタドライバのバージョンは、以下の方法で確認できます。 

●Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 の場合 

[スタート]-［設定］-［プリンタ］の順に選択する 

使用するプリンタのアイコンをクリックする 

プリンタのプロパティを表示する 

・Windows 95/98/Me 
［ファイル］メニュー-［プロパティ］をクリックする 

・Windows NT4.0 
［ファイル］メニュー-［ドキュメントの既定値］をクリックする 

・Windows 2000 
［ファイル］メニュー-［印刷設定］をクリックする 

「印刷オプション」タブを表示し、［バージョン］をクリックする 

●Windows XP/Windows Server 2003 の場合 

［スタート］－［プリンタと FAX］を選択する 

使用するプリンタアイコンをクリックする 

［ファイル］メニュー-［印刷設定］の順に選択する 

「印刷オプション」タブを表示し、［バージョン］ボタンをクリックする 
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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。 

・故障の際は下記にご連絡ください。 
『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） 

・プリンタのご使用に関する技術的なご相談は、下記にご連絡ください。 
『富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口』 
 フリーダイヤル：0120-950-222 
  受付時間：平日 9:00～17:00 
  （土曜・日曜・祝日およびメンテナンス日を除く） 

●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』に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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●修理装置の返却準備 ～お客様へ～ 

「ハードウェア修理相談センター」に連絡した結果、修理装置の返却が必要と判断
された場合は、輸送時のトラブル防止のため、以下の手順で準備いただきますよう
お願い申し上げます。 

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、設定を復元するために必要な情報を印刷し
ます。 

印刷可能状態�

メニュー�

  システム  インサツ　　　　　▼�

�
↓「メニュー」スイッチ押下�

　システム インサツ�

  セッテイ ノ インサツ　　　　�

↓「▼」スイッチ押下�

↓「設定」スイッチ押下�
�
↓�

印刷終了�

　システム インサツ�

  セッテイ ノ インサツ　　　　�

①�

②�

③�

�

▲�

▲�

 

拡張給紙ユニットを取り外す 

 「拡張給紙ユニットを取り外す」（96 ページ）参照 
 

 
け が ・必ず２人で行ってください。 

・プリンタの電源スイッチを切り、ケーブル類（電源
コード、パラレルケーブル、USB ケーブル、LAN ケー
ブル）を外してから行ってください。 
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