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1 イインンスストトーールル

プリンタードライバーは、プリンターと PC間の通信を制御するアプリケー
ションです。

インストールが完了したら、プリンターの [ププロロパパテティィーー]および [印印刷刷設設定定]
画面でプリンタードライバーの設定を行います。

[Product Library]ウィンドウには、インストール方法が2つあります。[エエクク
ススププレレススイインンスストトーールル]は、ドライバーとパッケージ形式にまとめた特定の機
能を選択して、すばやくインストールする方法です。[カカススタタムムイインンスストトーールル]
では、任意のドライバーとユーティリティーを選択することができます。

[アアッッププググレレーードド]では、ドライバーとユーティリティーを最新のバージョンに
更新できます。これは、アップグレードが必要な製品がある場合にのみ利用で
きます。クライアント/サーバー環境では、古いドライバーをアップグレード
できません。詳しくは、プリントデバイスの販売店にお問い合わせください。

[メメンンテテナナンンスス]では、特定のユーティリティーを実行できます。リリースノー
ト、本体の使用説明書、その他のマニュアルを表示するには、[ドドキキュュメメンントト]
を選択します。[アンインストール]では、ドライバーとユーティリティーを削
除できます。

参参考考: Windowsにプリンタードライバーをインストールする場合は、管理者
権限を持ったユーザーでログインする必要があります。

ドドラライイババーー

Windows 10、Windows 8.1、Windows Server 2012 R2、Windows 8、
Windows Server 2012、Windows 7、Windows Server 2008 R2、Windows
Vista、およびWindows Server 2008の場合、プリントデバイスが USBで接続
され、認証ドライバーが利用可能で PCがウェブに接続している環境では、ド
ライバーは Microsoft Windows Updateからインストールできます。
ドライバーの拡張機能を利用できるように、提供されているインストールディ
スクからのドライバーのインストールを続行することをお勧めします。
Windowsで、インストール中に [新新ししいいハハーードドウウェェアアのの検検索索ウウィィザザーードド]ダイ
アログボックスが開いた場合は、 [キキャャンンセセルル]をクリックします。[ハハーードド
ウウェェアアののイインンスストトーールル]警告ダイアログボックスが開いたら、 [ここののドドラライイ
ババーーソソフフトトウウェェアアををイインンスストトーールルししまますす]をクリックします。

ドドラライイババーーののイインンスストトーールルをを準準備備すするる

1 PCとプリンターの電源を入れます。

2 ホームページからダウンロードしたインストーラーのZIPファイル解凍し、

[7 and newer]フォルダー内の[setup.exe]をダブルクリックします。
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3 表示される使用許諾契約書を読み、同意して、次に進みます。

SNMP設設定定
簡易ネットワーク管理プロトコル ([SNMP])は、デバイスエージェントの管理
およびネットワーク管理システムを制御する、アプリケーションレイヤーのプ
ロトコルです。プリントデバイスなどの管理対象デバイスは、ネットワーク管
理システム用の管理情報を収集して格納します。

[SNMP設設定定]アイコンで、デバイスの検出中に使用される [SNMP v1/v2 ]
[リリーードドココミミュュニニテティィーー名名]を指定できます。この名前は、SNMP通信のパス
ワードのようなものです。デフォルトの名前は、 [public]です。
また、利用可能なオプションを選択して、[SNMPv3]暗号化と認証を指定する
こともできます。

検出中または最低 1つの検出デバイスが [デデババイイスス]リストに追加されている
場合、[SNMP設設定定]アイコンは使用できません。

参参考考: インストール中に選択された [SNMP]設定は、[デデババイイスス設設定定] > [管管理理
者者設設定定] > [一一般般]の [SNMP]設定には影響しません。

SNMP設設定定をを選選択択すするる

1 [Product Library]ウィンドウで、[エエククススププレレススイインンスストトーールル]または [カカススタタ
ムムイインンスストトーールル]をクリックします。

2 [デデババイイスス]ボックスの下にある、[SNMP設設定定]アイコンをクリックします。

3 [Product Library]ダイアログボックスで、以下のオプションのいずれかを選
択することができます。

[SNMP v1/v2をを使使用用 ]
[リリーードドココミミュュニニテティィーー名名]を入力します。
[SNMP v3をを使使用用]
[ユユーーザザーー名名]と [パパススワワーードド]を入力します。必要に応じて、[認認証証]と [ププララ
イイババシシーー]のオプションを設定します。

4 [初初期期値値にに戻戻すす]をクリックすると、デフォルトの設定に戻すことができます。

5 [OK]をクリックします。

参参考考: 異なる [リリーードドココミミュュニニテティィーー名名]を入力した場合、[デデババイイスス]リスト
がクリアされます。[更更新新]アイコンをクリックして、デバイスを再検出しま
す。

デデーータタ収収集集

プリンタードライバーのソフトウェア品質向上のために、匿名で [デデーータタ収収集集]
への参加を選択できます。この選択は、インストール中、または [デデババイイスス設設
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定定]および [印印刷刷設設定定]ダイアログボックスの下部にある [Kyocera]ロゴの
[ババーージジョョンン情情報報]ダイアログボックスから行えます。

エエククススププレレススイインンスストトーールル

[エエククススププレレススイインンスストトーールル]は、Windowsオペレーティングシステムで USB
またはネットワーク接続されているデバイス、ドライバー、ユーティリティー
を簡単にインストールします。インストーラーは、USBまたはネットワーク
ケーブルで接続され、電源の入ったデバイスを検出します。同時に 1つ以上の
機能パッケージをインストールできます。

インストーラーで目的のプリントデバイスが見つからない場合は、システム管
理者にお問い合わせください。

参参考考: [スステテーータタススモモニニタターー]を使用するには、.NET Framework 4.0以降をイ
ンストールする必要があります。

エエククススププレレススイインンスストトーールルをを使使用用ししててイインンスストトーールルすするる

1 お使いのプリントデバイスとコンピューターの電源が入っていて、USBまた
はネットワークケーブルで接続されていることを確認してください。

2 [エエククススププレレススイインンスストトーールル]では、インストーラーが接続されているプリント
デバイスを検出します。検出されたデバイスは、モデル名とポート名が示され
たアイコンとしてすべてデバイスリストに表示されます。

目的のデバイスが検出されたら、デバイスリストでモデルを選択します。

目的のデバイスが見つからない場合、USBまたはネットワークケーブルを取
り外し、再度挿入後、適切に接続されているか確認します。[更更新新]アイコンを
クリックして、デバイスを再検出します。

3 また、デバイスリストの上にある検索ボックスに、完全または一部の検索文字
列を入力して、デバイスを検出することもできます。モデル名、IPアドレ
ス、ホスト名、または USBポートでデバイスを検索できます。結果はデバイ
スリストに表示されます。目的のデバイスが検出された場合、それを選択しま
す。テキストボックスをクリアする場合は [x]アイコンをクリックし、検出さ
れたすべてのデバイスのリストに戻ります。

4 [ポポーートト名名ににホホスストト名名をを使使用用]を選択して、標準 TCP/IPポートのホスト名を使
用するように設定することもできます。(USB接続は利用できません。)

5 インストーラーは、機能リストにあるすべての機能を自動的に選択します。各
機能のチェックボックスをオンにしたりオフにしたりできます。

6 設定を確認します。[イインンスストトーールル]ボタンを有効にするために、デバイスと機
能を最低 1つ選択する必要があります。設定が正しいことを確認して、[イインン
スストトーールル]をクリックします。

7 インストールが続行される前に、[デデーータタ収収集集]ダイアログボックスが表示され
ます。必要に応じて [ははいい]または [いいいいええ]を選択します。[OK]をクリックし
ます。インストールが続行されます。

8 インストールが正常に終了すると、[完完了了]ページで、次のオプションを選択で
きます。プリンタードライバーのインストール後にのみオプションが表示さ
れます。
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[テテスストトペペーージジをを印印刷刷]
このチェックボックスを選択し、プリントデバイスの接続と動作をテストしま
す。正常にインストールされている場合、コンピューター名とプリンタードラ
イバーの情報、およびポート設定が含まれた [Windowsプリンターテストペー
ジ]が、新たにインストールされたプリントデバイスで印刷されます。

[イイベベンントトのの通通知知をを有有効効ににすするる]
[スステテーータタススモモニニタターー通通知知]ダイアログボックスで、イベントの通知を有効にす
るチェックボックスを選択します。[拡拡張張機機能能]タブの [スステテーータタススモモニニタターー]を
クリックすると、[スステテーータタススモモニニタターー通通知知]ダイアログボックスが表示されま
す。

[簡簡単単設設定定タタブブをを表表示示すするる]
[簡簡単単設設定定]タブは、よく使用する印刷設定をプロファイルとしてグループに定
義しておき、印刷時に簡単に呼び出して使用することを可能にします。[簡簡単単
設設定定タタブブをを表表示示すするる]オプションは、[デデババイイスス設設定定] > [管管理理者者設設定定] > [一一般般]で
も表示されます。

プラス (＋)アイコンをクリックし、オプションのリストを展開します。
[初初期期画画面面をを簡簡単単設設定定タタブブににすするる]オプションを使用すると、ドライバーを
開いた際に最初に表示されるタブが [簡簡単単設設定定]タブとなります。
[初初期期画画面面をを基基本本設設定定タタブブににすするる]オプションを使用すると、ドライバーを
開いた際に最初に表示されるタブが [基基本本設設定定]タブとなります。
[簡簡単単設設定定タタブブ以以外外をを隠隠すす]オプションを使用すると、ドライバーのタブが
[簡簡単単設設定定]タブのみとなります。

9 インストーラーを終了するには、[完完了了]をクリックします。
ソフトウェアのインストールに失敗すると、メッセージが表示されます。[完完
了了]をクリック後、問題を解決し、再度インストールしてください。同じメッ
セージが再表示された場合は、システム管理者にお問い合わせください。

以上で、プリントデバイスのインストールが完了しました。必要に応じて、
コンピューターを再起動してください。

カカススタタムムイインンスストトーールル

[カカススタタムムイインンスストトーールル]は、Windowsオペレーティングシステムで USBまた
はネットワーク接続されているデバイス、ドライバー、ユーティリティーを任
意にインストールします。インストーラーは、USBまたはネットワークケー
ブルで接続され、電源の入ったデバイスを検出しますが、プリントデバイスの
機種とポート名を手動で選択することもできます。

[カカススタタムムイインンスストトーールル]で選択した項目は、青い背景で表示されます。[デデババ
イイスス]リストから 1つ以上の製品をインストールできますが、必ず製品を選択
し、[イインンスストトーールルすするるププロロダダククトト]リストに移動する必要があります。
[カカススタタムムイインンスストトーールル]ダイアログボックスで [ユユーーテティィリリテティィーー]タブを選択
することによって、プリントデバイスまたはドライバーなしで、ユーティリ
ティーをインストールできます。[ユユーーテティィリリテティィーー]リストで選択したユー
ティリティーを、[イインンスストトーールルすするるププロロダダククトト]に移動させます。
[イインンスストトーールル]ボタンの横にある右向きの矢印をクリックすることによって、
[イインンスストトーールルすするるププロロダダククトト]にあるすべてのドライバーおよびユーティリ
ティーの、[パパッッケケーージジ]ファイル (.EXE)を作成することができます。アップ
デートの必要があるコンピューターが多い場合でも、各コンピューターごとに
インストーラーを実行する必要はありません。作成したパッケージをメールや
共有ドライブ経由で配布することができます。各ユーザーは、そのパッケージ
をコンピューターで実行することにより、ドライバーやユーティリティーを自
動的にインストールすることができます。
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インストーラーで目的のプリントデバイスが見つからない場合は、システム管
理者にお問い合わせください。

参参考考: [スステテーータタススモモニニタターー]を使用するには、.NET Framework 4.0以降をイ
ンストールする必要があります。

カカススタタムムイインンスストトーールルをを使使用用ししててイインンスストトーールルすするる

1 お使いのプリントデバイスとコンピューターの電源が入っていて、USBまた
はネットワークケーブルで接続されていることを確認してください。

2 [Product Library]ウィンドウで、[カカススタタムムイインンスストトーールル]をクリックしま
す。

プリントデバイスを検出する場合は、手順 3に進みます。プリントデバイスの
モデルやポート名を追加する場合は、手順 5に進みます。

3 [カカススタタムムイインンスストトーールル]ウィンドウでは、接続されているプリントデバイス
を、インストーラーが検出します。または、デバイスリストの上にある検索
ボックスに、完全または部分的な検索文字列を入力すると、モデル名、IPア
ドレス、ホスト名、または USBポートでデバイスの絞り込み検索が可能で
す。検出されたプリントデバイスは、モデル名とポート名が示されたアイコン
としてすべて [デデババイイスス]リストに表示されます。プリントデバイスが検出さ
れなければ、手順 5に進みます。

4 [デデババイイスス]リストからプリントデバイスを選択し、青い矢印をクリックして、
[イインンスストトーールルすするるププロロダダククトト]リストに移動します。手順 6に進みます。

5 検出で自動的にプリントデバイスを追加しない場合は、[カカススタタムムデデババイイススのの
追追加加]をダブルクリックします。
[デデババイイスス]ダイアログボックスで、サポートされているモデルの [モモデデルル]リス
トと、ローカルおよびネットワークポートの [ポポーートト名名]リストから選択しま
す。目的のデバイスに接続されているポートを追加する場合は、[ポポーートトのの追追
加加]をクリックします。[デデババイイスス]ダイアログボックスで [OK]をクリックし
ます。デバイスは、[イインンスストトーールルすするるププロロダダククトト]リストに表示されます。

6 [ドドラライイババーー]タブからドライバーを選択し、青い矢印をクリックして、[イインン
スストトーールルすするるププロロダダククトト]リストに移動します。[イインンスストトーールル]ボタンを有効
にするには、1つ以上のドライバーが必要です。

7 [ユユーーテティィリリテティィーー]タブからユーティリティーを選択し、青い矢印をクリック
して、[イインンスストトーールルすするるププロロダダククトト]リストにユーティリティーを移動しま
す。より新しいバージョンのユーティリティーがインストールされている場
合、新しいバージョンがすでにインストールされていることを知らせるメッ
セージが表示されます。

8 [イインンスストトーールルすするるププロロダダククトト]リストから製品を削除する場合、製品を選択
し、[削削除除]をクリックします。すべての製品を削除するには、リストボックス
の下部にある [すすべべてて削削除除]アイコンをクリックします。

9 [ポポーートト名名ににホホスストト名名をを使使用用]を選択して、標準 TCP/IPポートのホスト名を使
用するように設定することもできます。(USB接続は利用できません。)
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10 [イインンスストトーールルすするるププロロダダククトト]リストでのデバイスとドライバーの各組み合わ
せに対し、 [編編集集]をクリックし、ドライバーのインストールオプションを設
定するダイアログボックスを開きます。必要に応じて、設定可能なオプション
を変更できます。

11 設定を確認します。[イインンスストトーールル]ボタンを有効にするために、プリントデバ
イス、ドライバー、またはユーティリティーを最低 1つ選択する必要がありま
す。設定が正しいことを確認して、[イインンスストトーールル]をクリックします。

12 インストールが続行される前に、[デデーータタ収収集集]ダイアログボックスが表示され
ます。必要に応じて [ははいい]または [いいいいええ]を選択します。[OK]をクリックし
ます。インストールが続行されます。

13 インストールが正常に終了すると、[完完了了]ページで、次のオプションを選択で
きます。プリンタードライバーのインストール後にのみオプションが表示さ
れます。

[テテスストトペペーージジをを印印刷刷]
このチェックボックスを選択し、プリントデバイスの接続と動作をテストしま
す。正常にインストールされている場合、コンピューター名とプリンタードラ
イバーの情報、およびポート設定が含まれた [Windowsプリンターテストペー
ジ]が、新たにインストールされたプリントデバイスで印刷されます。

[イイベベンントトのの通通知知をを有有効効ににすするる]
[スステテーータタススモモニニタターー通通知知]ダイアログボックスで、イベントの通知を有効にす
るチェックボックスを選択します。[拡拡張張機機能能]タブの [スステテーータタススモモニニタターー]を
クリックすると、[スステテーータタススモモニニタターー通通知知]ダイアログボックスが表示されま
す。

[簡簡単単設設定定タタブブをを表表示示すするる]
[簡簡単単設設定定]タブは、よく使用する印刷設定をプロファイルとしてグループに定
義しておき、印刷時に簡単に呼び出して使用することを可能にします。[簡簡単単
設設定定タタブブをを表表示示すするる]オプションは、[デデババイイスス設設定定] > [管管理理者者設設定定] > [一一般般]で
も表示されます。

プラス (＋)アイコンをクリックし、オプションのリストを展開します。
[初初期期画画面面をを簡簡単単設設定定タタブブににすするる]オプションを使用すると、ドライバーを
開いた際に最初に表示されるタブが [簡簡単単設設定定]タブとなります。
[初初期期画画面面をを基基本本設設定定タタブブににすするる]オプションを使用すると、ドライバーを
開いた際に最初に表示されるタブが [基基本本設設定定]タブとなります。
[簡簡単単設設定定タタブブ以以外外をを隠隠すす]オプションを使用すると、ドライバーのタブが
[簡簡単単設設定定]タブのみとなります。

14 インストーラーを終了するには、[完完了了]をクリックします。
ソフトウェアのインストールに失敗すると、メッセージが表示されます。[完完
了了]をクリック後、問題を解決し、再度インストールしてください。同じメッ
セージが再表示された場合は、システム管理者にお問い合わせください。

以上で、プリントデバイスのインストールが完了しました。必要に応じて、
コンピューターを再起動してください。

配配布布用用ののパパッッケケーージジをを作作成成すするる

1 お使いのプリントデバイスとコンピューターの電源が入っていて、USB、ま
たはネットワーク通信で接続されていることを確認してください。
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2 [Product Library]ウィンドウで、[カカススタタムムイインンスストトーールル]をクリックしま
す。

3 [デデババイイスス]リストからプリントデバイスを選択し、青い矢印をクリックして、
[イインンスストトーールルすするるププロロダダククトト]リストに移動します。また、[ユユーーテティィリリ
テティィーー]タブから、ユーティリティーを選択することもできます。

4 設定を確認します。[イインンスストトーールル]と [パパッッケケーージジ]ボタンを有効にするため
に、プリントデバイスとドライバー、またはユーティリティーのどれか 1つを
選択する必要があります。設定が正しければ、[イインンスストトーールル]ボタンの横にあ
る►をクリックした後、 [パパッッケケーージジ]をクリックします。

5 [イインンスストトーールル先先]の画面で、[パパッッケケーージジ]ファイル(.EXE)の保存先を選択し
て、[パパッッケケーージジ名名]を入力します。
また、以下のオプションを選択することもできます。

[ササイイレレンントトイインンスストトーールル] (デフォルトとして選択されている)
インストール中の進捗画面等を表示せずにインストールを行うパッケージを作
成します。

[通通知知をを許許可可すするる] (デフォルトとして選択されていない)
パッケージのサイレントインストール中に、エラーが発生した場合に通知しま
す。[ササイイレレンントトイインンスストトーールル]が選択されている場合のみ利用することができ
ます。

6 [OK]をクリックします。

7 [パパッッケケーージジをを作作成成中中]の画面が表示され、システムはパッケージを作成しま
す。

8 パッケージの準備が完了すると、[完完了了]画面が表示されます。[完完了了]をクリッ
クします。

9 任意のユーザーに、作成されたパッケージの保存先と [パパッッケケーージジ名名]を通知
してください。

ユユーーテティィリリテティィーーののみみををイインンスストトーールルすするる

1 [Product Library]ウィンドウで、[カカススタタムムイインンスストトーールル]をクリックしま
す。

2 [ユユーーテティィリリテティィーー]タブからユーティリティーを選択し、青い矢印をクリック
して、[イインンスストトーールルすするるププロロダダククトト]リストにユーティリティーを移動しま
す。より新しいバージョンのユーティリティーがインストールされている場
合、新しいバージョンがすでにインストールされていることを知らせるメッ
セージが表示されます。

参参考考: 必須条件が満たされていない場合も、ユーティリティーの横にそれを
知らせるメッセージが表示されます。

3 [イインンスストトーールルすするるププロロダダククトト]リストから製品を削除する場合、製品を選択
し、[削削除除]をクリックします。すべての製品を削除するには、リストボックス
の下部にある [すすべべてて削削除除]アイコンをクリックします。
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4 設定を確認します。[イインンスストトーールル]ボタンを有効にするために、ユーティリ
ティーを最低 1つ選択する必要があります。設定が正しいことを確認して、
[イインンスストトーールル]をクリックします。

5 インストーラーを終了するには、[完完了了]をクリックします。
ソフトウェアのインストールに失敗すると、メッセージが表示されます。[完完
了了]をクリック後、再度インストールしてください。同じメッセージが再び表
示された場合は、システム管理者にお問い合わせください。

以上で、ユーティリティーのインストールが完了しました。必要に応じて、
コンピューターを再起動してください。

ドドラライイババーーののププロロパパテティィーーをを編編集集すするる

1 [Product Library]ウィンドウで、[カカススタタムムイインンスストトーールル]をクリックしま
す。

2 [デデババイイスス]リストからデバイスを選択し、青い矢印をクリックして、[イインンスス
トトーールルすするるププロロダダククトト]リストに移動します。

3 [ドドラライイババーー]リストからドライバーを選択し、青い矢印をクリックして、[イイ
ンンスストトーールルすするるププロロダダククトト]リストに移動します。

4 [イインンスストトーールルすするるププロロダダククトト]リストの中の、 [編編集集]をクリックします。

5 [デデババイイスス]ダイアログボックスが開き、モデル名と IPアドレスまたは USBが
表示されます。ドライバーが複数ある場合、各ドライバーの設定はタブに分か
れています。設定するドライバーのタブを選択します。割り当てられているす
べてのドライバーについて、次のドライバー設定が表示されます。

[ププリリンンタターー名名]
デバイスのプリンター名を入力します (最大 63文字)。
[ププリリンンタターーのの共共有有]
このプリントデバイスを他と共有する場合にこのオプションを選択しま
す。選択されている場合、プリントデバイスの [共共有有名名]を入力できます(最
大 63文字)。
[通通常常使使ううププリリンントトシシスステテムムにに設設定定]
ほとんどまたはすべての印刷ジョブをこのプリントデバイスに送信する場
合にこのオプションを選択します。

6 [OK]をクリックします。

ユユーーテティィリリテティィーーののププロロパパテティィーーをを編編集集すするる

1 [Product Library]ウィンドウで、[カカススタタムムイインンスストトーールル]をクリックしま
す。

2 [ユユーーテティィリリテティィーー]タブから [KYOCERA Net Viewer]を選択し、青い矢印を
クリックして、[イインンスストトーールルすするるププロロダダククトト]リストへ移動します。

3 [イインンスストトーールルすするるププロロダダククトト]リストの中で、[KYOCERA Net Viewer]の [編編
集集]をクリックします。
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4 ダイアログボックスが開き、ユーティリティーのオプションを表示します。任
意の項目を選択します。

[KYOCERA Net Viewer]
[デデババイイスス管管理理]
デバイスを検出し、デバイス設定を管理します。

[部部門門管管理理]
デバイスグループの部門を設定し、部門設定を管理します。

[ホホスストト管管理理]
プリンタードライバーおよび印刷キューを管理します。

5 [OK]をクリックします。

アアッッププググレレーードド

インストーラーは、古いドライバーやユーティリティーのコンポーネントを検
出します。ドライバーまたはユーティリティーコンポーネントを選択して、最
新バージョンにアップグレードできます。アップグレードが可能な場合、
[アアッッププググレレーードド]をクリックするとリストが表示されます。
クライアント/サーバー環境では、古いドライバーをアップグレードできませ
ん。詳しくは、プリントデバイスの販売店にお問い合わせください。

ドドラライイババーーココンンポポーーネネンントトををアアッッププググレレーードドすするる

1 [Product Library]ウィンドウで、[アアッッププググレレーードド]をクリックします。

2 [アアッッププググレレーードド]リストから、PC上でアップグレードするドライバーやユー
ティリティーを選択します。

3 [アアッッププググレレーードド]ボタンをクリックして、アップグレードを開始します。

4 [完完了了]ダイアログボックスで、[完完了了]をクリックします。

メメンンテテナナンンスス

便利な機能を提供するユーティリティーにアクセスできます。利用可能なユー
ティリティーを選択して、実行します。

[オオププシショョンンププリリンンタターーココンンポポーーネネンントト]
このオプションにより、共通プロファイル、プラグインモジュール、およ
び [Net Manager]アプリケーションを使用して、プリンタードライバーの
機能を拡張できます。

[Quick Network Setup]
最も一般的なネットワーク設定を行います。

[Wi-Fiセセッットトアアッッププツツーールル]
Wi-Fiの設定を行います。
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ププリリンンタターーのの追追加加ココンンポポーーネネンントト

追加コンポーネントをインストールすることにより、プリンタードライバーの
機能を拡張することができます。

および [共共通通ププロロフファァイイルル]をインストールすることもできます。

オオププシショョンンププリリンンタターーココンンポポーーネネンントトををイインンスストトーールルすするる

1 [メメンンテテナナンンスス]をクリックします。

2 [オオププシショョンンププリリンンタターーココンンポポーーネネンントト]を選択し、[実実行行]をクリックします。

3 [ププリリンンタターーのの選選択択]ページで、 1つ以上のプリントデバイスを選択して、[次次
へへ]をクリックします。どのページにおいても、設定を訂正する場合は、[戻戻
るる]をクリックします。

4 [ココンンポポーーネネンントトのの選選択択]ページで、プラス (＋)アイコンをクリックし、オプ
ションを展開します。各オプションをクリックして、より詳細なダイアログ
ボックスを開きます。

5 各プリントデバイスのモデルの下で、あらかじめ定義された印刷設定の共通プ
ロファイルを 1つ以上選択できます。

6 各プリントデバイスのモデルの下で、プラグインモジュールを 1つ以上選択で
きます。

[PDF作作成成]
さまざまなデータを、Adobe PDF形式で印刷および保存できるオプションで
す。

[セセキキュュリリテティィーー・・ウウォォーータターーママーークク]
ほとんど目で見ることのできない画像やテキストを、背景に印刷するオプショ
ンです。セキュリティー・ウォーターマークは、印刷したページをコピーした
場合にのみ表示されます。

[簡簡単単色色調調整整]
印刷で単一の色を正確に一致させることができるオプションです。

[中中国国紅紅]
この機能は、特定の赤色や他の色を選択またはカスタマイズして印刷できま
す。

参参考考: OSの設定地域が中国の場合は、標準機能として使用できます。

7 各プリントデバイスの機種の下で [Net Manager連連携携機機能能をを有有効効ににししまますす]を
選択できます。

8 設定が正しければ、[イインンスストトーールル]をクリックします。

9 [ププリリンンタターーココンンポポーーネネンントトののイインンスストトーールルがが完完了了ししままししたた。。]のページが開い
たら、[終終了了]をクリックします。
プリントデバイスと追加コンポーネントのインストールが完了した後、コン
ピューターの再起動の指示が表示された場合は、コンピューターを再起動して
ください。
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ドドキキュュメメンントト

ドライバー、ユーティリティー、およびプリントデバイス操作手順に関するド
キュメントにアクセスできます。利用可能なファイルを選択して開きます。
PDFファイルの閲覧には、Acrobat Reader 8.0以降のバージョンが必要です。

アアンンイインンスストトーールル

アンインストーラーは、ローカルドライブのプリントデバイスドライバーを検
出します。[アアンンイインンスストトーールル]ウィンドウでそれらのコンポーネントのリスト
を作成します。ドライバーをアンインストールした場合、そのドライバーを使
用しているデバイスもまた削除されます。

ドドラライイババーーココンンポポーーネネンントトををアアンンイインンスストトーールルすするる

1 [Product Library]ウィンドウで、[アアンンイインンスストトーールル]をクリックします。

2 リストからアンインストールするコンポーネントを選択します。デバイスを選
択するか、プラス (＋)をクリックして、個々のデバイスリストを展開しま
す。リスト上部の [すすべべてて選選択択]のチェックボックスをオン/オフすると、すべ
てのアイテムの選択または解除ができます。

3 アンインストールを開始するには、[アアンンイインンスストトーールル]ボタンをクリックしま
す。

4 [完完了了]ダイアログボックスで、[完完了了]をクリックします。

ププリリンンタターードドラライイババーーのの設設定定ににつついいてて

プリンタードライバーの設定は、アプリケーションの [印印刷刷]ダイアログボッ
クスまたは [ススタターートト]からアクセスできます。アプリケーションから行った
設定は、そのアプリケーションが終了するまで有効です。[ススタターートト]からアク
セスした場合は、変更はデフォルトのプリンター設定として保持されます。

デデフフォォルルトトののドドラライイババーー設設定定をを変変更更すするる

1 オペレーティングシステムによって、次の手順で行います。

Windows 10、Windows 8.1およびWindows Server 2012 R2: [ススタターートト] >
[ココンントトロローールルパパネネルル] > [デデババイイススととププリリンンタターーのの表表示示]をクリックします。
Windows 8およびWindows Server 2012: [ココンントトロローールルパパネネルル] > [デデババイイスス
ととププリリンンタターーのの表表示示]を開きます。
Windows 7およびWindows Server 2008 R2: [ススタターートト] > [デデババイイススととププリリ
ンンタターー]をクリックします。
Windows VistaおよびWindows Server 2008: [ススタターートト] > [ココンントトロローールルパパ
ネネルル] > [ププリリンンタターー]をクリックします。

2 お使いのプリントデバイスのアイコンを右クリックし、[印印刷刷設設定定]をクリック
します。

3 [印印刷刷設設定定]ダイアログボックスにて、各タブで設定したい項目を変更します。

4 [OK]をクリックします。
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2 ドドラライイババーーのの概概要要

[印印刷刷設設定定]ダイアログボックスの下側の画面にあるオーバービューや設定リス
トには、ドライバーで設定されている内容が表示されます。ドライバーの設定
を行うと、オーバービューイメージと設定リストに反映されます。ドライバー
設定を選択した後、[印印刷刷ププレレビビュューー]を選択して印刷ジョブを確認することが
できます。

コンピューターの縦方向の画面解像度が 864ピクセル以下の場合、[印印刷刷設設定定]
ダイアログボックスの下側の画面は表示されません。この場合、現在の PDL
を示すボタンは、ダイアログボックスの左下に、[印印刷刷ププレレビビュューー]チェック
ボックスは右下に表示されます。

オオーーババーービビュューーイイメメーージジ

[印印刷刷設設定定]ダイアログボックスの画面下側に、オーバービューイメージが表示
されます。イメージは、ドライバーの設定によって表示が変わります。ドライ
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バー設定が選択されるとイメージは自動的に変わり、左側のタブをクリックす
ると別のイメージに変更することもできます。

プリントデバイスのイメージには、接続されているほとんどのデバイスが
表示されます。[給給紙紙元元]や [排排紙紙先先]として選択されているデバイスが緑で
強調表示されます。[ジジョョブブ保保存存]タブでジョブ保留オプションが選択され
ている場合、ストレージデバイスアイコンが表示されます。

ページイメージは、[簡簡単単設設定定]タブ、[基基本本設設定定]タブ、[レレイイアアウウトト]タブ
でのページ設定にしたがって更新されます。

カラーイメージには、カラー設定が表示されます。[白白黒黒]を選択すると、
イメージには [印印刷刷品品質質]タブで選択されたグレースケール設定が表示され
ます。

現在のページ記述言語 (PDL)は、すべてのイメージに表示されます。アプリ
ケーションから印刷する際、PDL設定を一時的に変更することができます。

印印刷刷設設定定でで PDLをを選選択択すするる

1 オーバービューイメージの部分にある [PDL]をクリックします。

2 [PDL (ペペーージジ記記述述言言語語)]ダイアログボックスの [言言語語のの選選択択]リストから、ペー
ジ記述言語を選択します。

[PCL XL]を選んだ場合は、[ススママーートト両両面面印印刷刷]、[白白紙紙ペペーージジををススキキッッ
ププ]、および [印字領域互換]を選択できます。
[KPDL]を選択すると、[ススママーートト両両面面印印刷刷]、[白白紙紙ペペーージジををススキキッッププ]、ま
たは[パパススススルルーーモモーードド]を選択できます。[パパススススルルーーモモーードド]を選択する
と、[拡拡張張機機能能]タブの [EMFススププーールルをを行行うう]は使用できません。アプリ
ケーションの [印印刷刷]ダイアログボックスからプリンタードライバーにアク
セスした場合は、[パパススススルルーーモモーードド]の設定は変更できません。
[PDF]を選択すると、[PDF詳詳細細設設定定]をクリックして、[PDF詳詳細細設設定定]ダ
イアログボックスを開くことができます。

XPSドライバーをインストールした場合は、[XPS設設定定]をクリックして、
[XPS設設定定]ダイアログボックスを開くことができます。

3 [GDI互互換換モモーードド]を選択すると、アプリケーションで作成したグラフィック
データの印刷品質を向上できる場合があります。

[白白紙紙ペペーージジををススキキッッププ]をオン、または [レレイイアアウウトト設設定定をを使使用用]を設定する
と、[GDI互互換換モモーードド]は使用できません。

4 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。

設設定定リリスストト

各タブの画面下側にある設定リストには、ドライバーの機能（一部機能を除
く）の現在の設定が表示されます。スクロールダウンすると、すべてのドラ
イバータブの機能を確認できます。各オプションが選択されると、現在選択
されているオプションが設定リストに表示されます。マイナス (-)またはプラ
ス (+)をクリックして詳細の表示/非表示を切り替えられます。

印印刷刷ププレレビビュューー

各タブの下のペインに、[印印刷刷ププレレビビュューー]チェックボックスが表示されます。
ドライバー設定を選択した後、[印印刷刷ププレレビビュューー]を選択して印刷ジョブを確認
することができます。プレビューには、テキストとイメージの他、設定によっ
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ては [ウウォォーータターーママーークク]または [セセキキュュリリテティィーーウウォォーータターーママーークク]が表示さ
れます。[印印刷刷ププレレビビュューー]は、[2色色カカララーー]が設定されている場合でも、フル
カラーの [印印刷刷ププレレビビュューー]になります。
プレビューで問題がないことを確認して印刷を行います。設定を変更して印刷
したい場合には、キャンセルすることができます。

印印刷刷ジジョョブブををププレレビビュューーすするる

1 各タブでドライバーの設定をするか、プロファイルを選択します。

2 任意のタブで [印印刷刷ププレレビビュューー]を選択します。

3 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。

4 [印印刷刷ププレレビビュューー]ダイアログボックスが表示されたら、必要に応じて次の操作
を行えます。

矢印ボタンをクリックして、文書のページを確認します。

虫眼鏡アイコンをクリックして、拡大または縮小表示にします。

プレビューを閉じて印刷前にドライバー設定を変更する場合は、[X]ボタン
をクリックします。

プレビューに問題がなければ、プリンターボタンをクリックし、ジョブを
印刷します。

Kyoceraロロゴゴ
[Kyocera]ロゴは、[デデババイイスス設設定定]、および [印印刷刷設設定定]ダイアログボックスの
下部に表示されます。ロゴをクリックすると、ドライバーのバージョンとドラ
イバーのプラグインの情報を表示した [ババーージジョョンン情情報報]、および [デデーータタ収収集集]
のボタンを表示したダイアログボックスが開きます。

ババーージジョョンン情情報報をを表表示示すするる

1 [デデババイイスス設設定定]または [印印刷刷設設定定]ダイアログボックスで、[Kyocera]ロゴ >
[詳詳細細ババーージジョョンン]をクリックすると、次のドライバー情報が表示されます。

[フファァイイルル名名]
[詳詳細細ババーージジョョンン]
[説説明明]
[日日付付]
[製製造造元元]
[ココメメンントト]

2 著作権情報を表示するには、[使使用用条条件件]をクリックします。

3 [OK]をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

ププララググイインン情情報報をを表表示示すするる

1 [デデババイイスス設設定定]または [印印刷刷設設定定]ダイアログボックスで、[Kyocera]ロゴ >
[ププララググイインン]をクリックすると、次のプラグイン情報が表示されます。
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[モモジジュューールル]
[説説明明]
[詳詳細細ババーージジョョンン]

2 [OK]をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。

使使用用状状況況のの情情報報をを提提供供すするる

1 [デデババイイスス設設定定]または [印印刷刷設設定定]ダイアログボックスで、[Kyocera]ロゴ >
[デデーータタ収収集集]をクリックします。

2 プライバシーポリシーを読み、参加のオプションを選択します。

3 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。
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3 デデババイイスス設設定定

[デデババイイスス設設定定]では、インストールされているプリントデバイスのオプション
を選択し、プリンタードライバーで関連機能を利用できるようにします。さら
に、ドライバーのメモリー設定を、プリントデバイスにインストールされてい
るメモリーと合わせることによって、ドライバーはフォントのダウンロードを
より効率的に管理できます。また、管理者、ユーザー、PDL (ページ記述言
語)、互換性の各設定が可能です。

デデババイイスス設設定定へへアアククセセススすするる

1 オペレーティングシステムによって、次の手順で行います。

Windows 10、Windows 8.1およびWindows Server 2012 R2: [ススタターートト] >
[ココンントトロローールルパパネネルル] > [デデババイイススととププリリンンタターーのの表表示示]をクリックします。
Windows 8およびWindows Server 2012: [ココンントトロローールルパパネネルル] > [デデババイイスス
ととププリリンンタターーのの表表示示]を開きます。
Windows 7およびWindows Server 2008 R2: [ススタターートト] > [デデババイイススととププリリ
ンンタターー]をクリックします。
Windows VistaおよびWindows Server 2008: [ススタターートト] > [ココンントトロローールルパパ
ネネルル] > [ププリリンンタターー]をクリックします。

2 目的のプリントデバイスのアイコンを右クリックします。

Windows 10、Windows 8.1、Windows Server 2012 R2、Windows 8、
Windows Server 2012、Windows 7、およびWindows Server 2008 R2: [ププ
リリンンタターーののププロロパパテティィーー]をクリックします。
Windows VistaおよびWindows Server 2008: [ププロロパパテティィーー]をクリックし
ます。

3 [デデババイイスス設設定定]をクリックします。

デデババイイススオオププシショョンン

使用できるオプションを設定すると、給紙元や仕上げ、ジョブ拡張機能など、
プリントデバイスの機能を拡張できます。

[ジジョョブブ保保存存]タブの [ユユーーザザーーボボッッククスス]機能を使用するには、まず [デデババイイスス
設設定定]タブでユーザーボックスを作成します。印刷ジョブを保存するため最大
1000個のユーザーボックスを作成し、印刷ジョブを保存できます。ユーザー
ボックスは、後でプリントデバイスの操作パネルからジョブを印刷できるユー
ザーに割り当てることができます。

クライアント/サーバー環境では、制限ユーザーとしてログインしたクライア
ントはこの機能を使用できません。

使使用用ででききるるオオププシショョンンをを設設定定すするる

1 [デデババイイスス設設定定] > [使使用用ででききるるオオププシショョンン]で、インストールされているすべて
のオプションのチェックボックスをオンにします。
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2 [OK]をクリックします。

ユユーーザザーーボボッッククススをを設設定定すするる

1 [デデババイイスス設設定定] > [使使用用ででききるるオオププシショョンン]で、[ハハーードドデディィススクク]を選択しま
す。すでに選択してある場合は [ハハーードドデディィススクク]をダブルクリックします。

2 [ハハーードドデディィススクク設設定定]ダイアログボックスで、[追追加加]をクリックします。

3 [定定義義さされれたたユユーーザザーーボボッッククスス]リストに、新しい [ボボッッククスス番番号号]と [ボボッッククスス
名名称称]が表示されます。必要に応じて、[ボボッッククスス番番号号]および [ボボッッククスス名名称称]
のボックスの番号および名前を変更します。番号は 1から 1000までの整数、
名前は最大 32文字以内である必要があります。また、ユーザー名は 20文字
以内で入力してください。

4 [共共有有ボボッッククスス]をオンにすると、複数のユーザーでボックスを共有できます。
チェックボックスがオンの場合、すべてのネットワークユーザーが、ボックス
にジョブを保存できます。

チェックボックスがオフの場合、ボックスの所有者およびネットワーク管理者
だけが、ボックスにジョブを保存できます。

5 印刷を開始する前にユーザーに共有ボックスのパスワードを入力するよう要求
するには、[パパススワワーードドのの確確認認]を選択し、最大 16文字のパスワードを入力し
ます。

6 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。
印刷中は [ユユーーザザーーボボッッククスス]ダイアログボックスに新しいユーザーボックス
が表示されます。

ユーザーボックスを削除するには、[定定義義さされれたたユユーーザザーーボボッッククスス]リスト
からボックスを選択して、[削削除除]をクリックします。
ユーザーボックスリストをインポートするには、[イインンポポーートト]をクリック
して有効なユーザーボックスリストファイル (.CSVまたは .KXU)を選択し
ます。

[エエククススポポーートト]をクリックすると、 PCまたはネットワーク内の現在の
ユーザーボックスリスト (.CSVまたは .KXU)を保存できます。保存された
リストは他のプリンタードライバーにインポートできます。

自自動動設設定定

この機能を使うと、ネットワークで接続しているプリントデバイスに装着され
ているデバイスを検出します。[自自動動設設定定]は入力デバイス、出力デバイス、ス
トレージデバイス、メモリーの容量を検出します。コンピューターが TCP/IP
またはWSDポート経由で直接プリントデバイスに接続されている場合、[自自
動動設設定定]ボタンが [デデババイイスス設設定定]に表示されます。[自自動動設設定定]は [使使用用ででききるる
オオププシショョンン]のリスト、[メメモモリリーー]、オーバービューイメージを更新して、プ
リントデバイスとプリンタードライバーの設定を自動的に一致させます。[自自
動動設設定定]は OSごとに動作が異なります。
[自自動動設設定定]を使用しても、装着されているすべてのデバイスが検出されるわけ
ではありません。設定内容が正しいことを確認してから、 [デデババイイスス設設定定]で
[OK]をクリックします。
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ササイイレレンントト自自動動設設定定

[ササイイレレンントト自自動動設設定定]機能を選択すると、ドライバーは 10分おきにプリント
デバイスをチェックし、追加デバイスやメモリーに変更がないかを確認しま
す。変更が検知されると、ドライバーは自動的に新しい設定に更新されます。

クライアント/サーバー環境では、制限ユーザーとしてログインしたクライア
ントはこの機能を使用できません。

自自動動設設定定をを有有効効ににすするる

1 すべてのオプションデバイスがプリントデバイスに接続され、電源がオンに
なっており、印刷の準備が整っていることを確認してください。

2 [デデババイイスス設設定定]で、[自自動動設設定定]をクリックします。
[自自動動設設定定]ダイアログボックスが開きます。自動設定オプションから選択しま
す。

[自自動動設設定定のの開開始始]
ボタンをクリックして、いつでもプリントデバイスの現在の設定を取得で
きます。[ササイイレレンントト自自動動設設定定]がオフになっているときに、実行すること
をお勧めします。

[ササイイレレンントト自自動動設設定定]
ドライバーがプリントデバイスへの変更を指定時間ごとに確認するように
設定する際に選択します。ドライバーはオプションデバイスやメモリーの
変更を定期的に確認します。

3 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。

メメモモリリーー

プリンターデバイスのメモリー容量を表示できます。

管管理理者者設設定定

この機能を使うと、管理者は、ユーザーや部門の制御、ドライバーの表示タブ
の設定および [管管理理者者設設定定]オプションへのアクセスを制御するためのパス
ワード設定などのオプション設定ができます。

クライアント/サーバー環境では、制限ユーザーとしてログインしたクライア
ントはこの機能を使用できません。

一一般般

管理者は、[一一般般]タブで、 [簡簡単単設設定定]タブの表示を制御できます。いくつか
の [SNMP]設定や、ジョブの Eメール通知、その他各種設定も選択できま
す。

簡簡単単設設定定タタブブをを表表示示すするる

この機能を使うと、管理者は、[簡簡単単設設定定]タブの表示を制御できます。よく使
う印刷時の設定をあらかじめ定義しておき、アクセシビリティーを改善するこ
とができます。

[簡簡単単設設定定タタブブをを表表示示すするる]チェックボックスをオフにすると、[印印刷刷設設定定]ダイ
アログボックスにタブは表示されません。
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この機能を有効にするには[デデババイイスス設設定定] > [管管理理者者設設定定] > [一一般般]で、[簡簡単単設設
定定タタブブをを表表示示すするる]をクリックします。
[簡簡単単設設定定タタブブをを表表示示すするる]チェックボックスをオンにすると、[印印刷刷設設定定]ダイ
アログボックスにタブが表示されます。[簡簡単単設設定定タタブブをを表表示示すするる]チェック
ボックスを選択する際に、追加のチェックボックスにアクセスできます。

[簡簡単単設設定定タタブブ以以外外をを隠隠すす]を選択すると、[簡簡単単設設定定]タブのみがユーザー
に表示されます。

[初初期期画画面面をを簡簡単単設設定定タタブブににすするる]を選択すると、[印印刷刷設設定定]画面を開いた
ときの初期画面になります。

[編編集集/追追加加ボボタタンンをを隠隠すす]を選択すると、ユーザーが [簡簡単単設設定定]タブをカス
タマイズできなくなります。

カカウウンントト情情報報

管理者は、印刷ジョブにカウント情報を埋め込み、この機能に対応しているア
プリケーションで部門管理のために使用できます。カウント情報には、印刷
ページ数、両面印刷、ページ集約、カラーモード、カラーページカウント、用
紙サイズなどが含まれます。

[Net Manager]が選択されている場合は、[カカウウンントト情情報報]は自動的に選択され
ます。[PDF]が PDLとして選択されている場合、または XPSドライバーの場
合は、カラーページカウント情報のみが印刷ジョブに埋め込まれます。

この機能を有効にするには、[デデババイイスス設設定定] > [管管理理者者設設定定] > [一一般般]で、[カカウウ
ンントト情情報報]をクリックします。

アアププリリケケーーシショョンン名名をを発発行行

この機能を使うと、管理者は、異なる印刷プロセスを各アプリケーションで使
用できるように、印刷ジョブにアプリケーション名を付加して送信できます。

この機能は、[PDF]が PDLとして選択されている場合は使用できません。
この機能を有効にするには、[デデババイイスス設設定定] > [管管理理者者設設定定] > [一一般般]で、[アアププ
リリケケーーシショョンン名名をを発発行行]をクリックします。

アアププリリケケーーシショョンン別別のの印印刷刷設設定定をを有有効効ににすするる

管理者は、インスト－ルされた各アプリケーションから行うすべての印刷を、
プロファイルで定義されたドライバー設定を使用して印刷するよう設定できま
す。この機能を使用する前に以下を行ってください。

[印印刷刷設設定定]からアクセスする [ププロロフファァイイルル]ダイアログボックスで、プロ
ファイルを追加します。

同じく [ププロロフファァイイルル]ダイアログボックスで、プロファイルを選び、[アアププ
リリケケーーシショョンン別別のの印印刷刷設設定定]ダイアログボックスでアプリケーションを追加
して有効にします。

デフォルトでは、この機能は有効です。この機能を無効にするには、[デデババイイ
スス設設定定] > [管管理理者者設設定定] > [一一般般]で、[アアププリリケケーーシショョンン別別のの印印刷刷設設定定をを有有効効にに
すするる]のチェックボックスを外します。

パパススワワーードドでで管管理理者者設設定定をを保保護護すするる

この機能を使うと、管理者は、[管管理理者者設設定定]ダイアログボックスで [設設定定をを保保
護護すするる]をオンにし、このダイアログボックスに対して不正な変更が行われる
のを防ぐことができます。この設定を選択すると、パスワードの入力および確
認のための再入力を求められます。このパスワード保護により、すべての [管管
理理者者設設定定]オプションへのアクセスがブロックされます。
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管管理理者者パパススワワーードドをを設設定定すするる

1 [デデババイイスス設設定定] > [管管理理者者設設定定] > [一一般般]で [設設定定をを保保護護すするる]を選択します。

2 [パパススワワーードド設設定定]ダイアログボックスで、4～16文字のパスワードを入力しま
す。[新新ししいいパパススワワーードドのの確確認認]にパスワードを再入力して、[OK]をクリック
します。

管管理理者者パパススワワーードドををククリリアアすするる

1 [デデババイイスス設設定定]で、 [管管理理者者設設定定]をクリックします。

2 [パパススワワーードド設設定定]ダイアログボックスで、パスワードを入力し [OK]をクリッ
クします。

3 [管管理理者者設設定定]ダイアログボックスで、[設設定定をを保保護護すするる]チェックボックスを外
し、[OK]をクリックします。

初初期期設設定定ププロロフファァイイルルをを隠隠すす

この機能を使うと、管理者は、[簡簡単単設設定定]タブと [ププロロフファァイイルル]ダイアログ
ボックスで、[初初期期設設定定]プロファイルを表示したり、非表示にしたりできま
す。

チェックボックスをオンにすると [初初期期設設定定]プロファイルがリストに表示
されません。

チェックボックスをオフにすると [初初期期設設定定]プロファイルがリストに表示
されます。

下下ののペペイインンをを隠隠すす

この機能を使うと、管理者は、下のペインを隠して [印印刷刷設設定定]ダイアログ
ボックスのサイズを小さくできます。オーバービューイメージと設定リストが
ビューから削除されます。PDL選択、[ププロロフファァイイルル]ボタン、[印印刷刷ププレレ
ビビュューー]チェックボックスは使用できます。
一部の画面表示や画面解像度の設定では、[下下ののペペイインンをを隠隠すす]チェックボック
スが自動的に選択されます。

SNMP設設定定
簡易ネットワーク管理プロトコル ([SNMP])は、デバイスエージェントの管理
およびネットワーク管理システムを制御する、アプリケーションレイヤーのプ
ロトコルです。プリントデバイスなどの管理対象デバイスは、ネットワーク管
理システム用の管理情報を収集して格納します。[SNMP]のセキュリティーレ
ベルは、[SNMP設設定定]ダイアログボックスの設定により指定されます。
[SNMPv3]では、暗号化と認証がサポートされます。[SNMP]設定は、プリン
タードライバーおよびプリントデバイスのホームページで設定する必要があり
ます。

使用可能な [SNMP]オプションは、次のとおりです。
[SNMPv1/v2c]
[リリーードドココミミュュニニテティィーー名名]と [ラライイトトココミミュュニニテティィーー名名]を使用して管理対
象デバイスと通信します。

[SNMPv3]
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認証と暗号化のセキュリティー拡張機能には、ユーザー名とパスワードが
必要です。[設設定定]をクリックすると、認証オプションやプライバシーオプ
ションが利用できるようになります。

[設設定定をを他他のの機機種種にに反反映映]
このオプションを使用すると、設置したプリントデバイスのリストが表示
され、選択した [SNMP]設定を適用することができます。

SNMPv3オオププシショョンン
[SNMPv3]オプションを選択すると、プリントデバイスとの接続に信頼性を高
めることができます。

[認認証証]
転送されたファイルが完全な状態で到達し受信されたかどうかを、チェックす
るアルゴリズムを実行します。Message Digest 5 ([MD5])および Secure Hash
Algorithm 1 ([SHA1])は、パケットデータの認証に用いられるアルゴリズムで
す。

[MD5]
このオプションは、128ビットのハッシュ値を生成する暗号化用ハッシュ
関数を実行します。

[SHA1]
160ビット長のメッセージダイジェストを生成します。[SHA1]は、[MD5]
の後継アルゴリズムです。

[暗暗号号通通信信]
通信の信頼性を高めるために暗号化が使用されます。このオプションは、 [認認
証証]オプションを選択すると選択できるようになります。次の [暗暗号号通通信信]オプ
ションから1つ選択してください。

[DES]
暗号化技術として Data Encryption Standardが使用されます。[DES]は、
暗号化アルゴリズムを使用して平文を暗号文に変換します。暗号化と復号
化には、8バイト長のブロックと 56ビット長のキーが使用されます。
[AES]
暗号化技術として Advanced Encryption Standardが使用されます。[AES]
は、対称的に構成されたブロックによる暗号文で、128、192、256ビット
長の暗号キーを使用して 128ビットのデータブロックを処理することがで
きます。この方法は、[DES]よりも安全性が高くなります。

SNMP設設定定をを選選択択すするる

1 [デデババイイスス設設定定] > [管管理理者者設設定定] > [一一般般]で [SNMP設設定定]をクリックします。

2 [SNMPv1/v2c]または [SNMPv3]を選択します。
[SNMPv1/v2c]の場合は、[リリーードドココミミュュニニテティィーー名名]と [ラライイトトココミミュュニニ
テティィーー名名]を最大 32文字で入力します。
[SNMPv3]の場合は、[ユユーーザザーー名名]を最大 32文字で入力して、[パパススワワーー
ドド]を 8～ 32文字で入力します。

3 [SNMPv3]に認証とプライバシーオプションを設定するには、[設設定定]をクリッ
クします。

4 [SNMPv3設設定定]ダイアログボックスで、使用可能なオプションを選択し、
[OK]をクリックします。
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5 [設設定定をを他他のの機機種種にに反反映映]から、設定を適用できるモデルを選択できます。
[SNMP]の設定が、選択したすべてのモデルに適用されます。

6 [OK]をクリックします。

ジジョョブブのの Eメメーールル通通知知
この機能を使うと、管理者は、印刷ジョブと同時にメールアドレスを送信でき
ます。ジョブの印刷が終了すると、送信されたアドレスに、デバイスからメー
ルが送信されます。デバイスが複数のジョブを印刷していて、印刷が終了まで
時間がかかる場合に便利です。

クライアント/サーバー環境の制限されたユーザーの場合、[デデババイイスス設設定定]の
[管管理理者者設設定定]ボタンが、[認認証証]ボタンになります。メール通知のデータは、
[認認証証設設定定]ダイアログボックスで入力できます。

Eメメーールル通通知知オオププシショョンンをを選選択択すするる

1 [デデババイイスス設設定定] > [管管理理者者設設定定] > [一一般般]で、[印印刷刷完完了了通通知知]を選択します。

2 メールアドレスのオプションを選択します。

[特特定定のの Eメメーールルアアドドレレススをを使使用用]を選択し、有効なメールアドレスを入力
します。クライアント/サーバー環境では、クライアントユーザーによるア
ドレス変更が可能です。

[印印刷刷時時にに Eメメーールルアアドドレレススをを入入力力]を選択し、[OK]をクリックします。印
刷の際に、[印印刷刷]ダイアログボックスで [OK]をクリックし、[印印刷刷オオププ
シショョンン]または [認認証証設設定定]ダイアログボックスで有効なメールアドレスを
入力し、[OK]をクリックします。

3 印刷中の問題に対しての通知が欲しい場合は、[印印刷刷中中断断時時にに通通知知]を選択しま
す。

4 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。

ロロッックク設設定定

管理者は、ドライバーの各タブの設定や機能レベルを指定し、それらをロック
することができます。ロックされた設定は、すべての印刷ジョブに適用され、
変更が制限されます。ロック設定は、[デデババイイスス設設定定] > [管管理理者者設設定定] > [ロロッックク
設設定定]で行います。例えば、印刷は両面で行うようにドライバーを設定してお
くことができます。用紙が節約されるため、経費の削減および環境保護につな
がります。

設定をロックすると、他のタブで表示される同じ機能もロックされます。例え
ば、[両両面面印印刷刷]を選択すると、[簡簡単単設設定定]および [基基本本設設定定]タブでもその機能
がロックされます。

また管理者は、一時的に機能のロックを解除するためのパスワードを設定する
こともできます。

クライアント/サーバー環境では、制限ユーザーとしてログインしたクライア
ントはこの機能を利用できません。

ロロッックク設設定定ののオオププシショョンン

[ロロッックク設設定定]タブには、管理者がロックできるドライバー設定が表示されま
す。ロックすると、ユーザーの変更は制限され、設定はすべての印刷ジョブ
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に適用されます。設定が有効になると、[パパススワワーードドのの設設定定]オプションにア
クセスできます。これにより、管理者は用紙やトナー量の使用を制御できま
す。

[白白黒黒モモーードド]
すべてのカラー設定が無効になり、黒トナーのみを使用してジョブが印刷
されます。これは、[簡簡単単設設定定]、[基基本本設設定定]、および [印印刷刷品品質質]タブで
ロックされます。

[エエココププリリンントト]
[簡簡単単設設定定]、[基基本本設設定定]、または [印印刷刷品品質質]タブで選択されている [エエココププ
リリンントト]設定をロックします。
[両両面面印印刷刷]
[簡簡単単設設定定]または [基基本本設設定定]タブで選択されている [両両面面印印刷刷]設定をロッ
クします。

[ペペーージジ集集約約]
[簡簡単単設設定定]タブの現在の [ペペーージジ集集約約]設定、および [レレイイアアウウトト]タブの
[ペペーージジ集集約約]設定がロックされます。 [レレイイアアウウトト]タブでは、[ペペーージジ集集
約約]オプションはロックされていません。
[アアププリリケケーーシショョンン別別のの印印刷刷設設定定]
アプリケーションごとに定義されている、ドライバー設定のプロファイル
をロックします。

[ジジョョブブ保保存存タタブブ]
[ジジョョブブ保保存存]タブで選択された設定がロックされます。
[セセキキュュリリテティィーー・・ウウォォーータターーママーークク]
[拡拡張張機機能能]タブの [セセキキュュリリテティィーー・・ウウォォーータターーママーークク]設定をロックしま
す。 [セセキキュュリリテティィーー・・ウウォォーータターーママーークク]は、オプションのプラグインで
す。

[ウウォォーータターーママーークク]
[拡拡張張機機能能]タブの [ウウォォーータターーママーークク]設定をロックします。
[パパススワワーードドのの設設定定]
管理者が設定したパスワードを使用して、選択したドライバー機能をロッ
クできます。管理者がパスワードを設定している場合、ドライバーのタ
ブ、または [アアププリリケケーーシショョンン別別のの印印刷刷設設定定]ダイアログボックスに、[ロロッッ
クク解解除除]アイコンが表示されます。ロックを解除するには、[ロロッックク解解除除]
をクリックし、パスワードを入力します。

ドドラライイババーー設設定定ををロロッッククすするる

1 [デデババイイスス設設定定] > [管管理理者者設設定定]で [ロロッックク設設定定]をクリックします。

2 ロックする各ドライバー機能のチェックボックスを選択します。

3 一時的に設定をアンロックするためにパスワードを設定する場合は、[パパスス
ワワーードドのの設設定定]のチェックボックスを選択します。
[パパススワワーードドのの設設定定]ダイアログボックスで、4～16文字のパスワードを入力し
ます。[新新ししいいパパススワワーードドのの確確認認]にもう一度パスワードを入力し、[OK]をク
リックします。

パスワードを削除するには、[パパススワワーードドのの設設定定]チェックボックスのチェック
を外します。[パパススワワーードドのの解解除除]ダイアログボックスで、パスワードを入力
し、[OK]をクリックします。
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4 [ロロッックク設設定定]の内容を保存するには、[OK]をクリックします。

パスワードが設定されている場合は、ロックされている機能が表示されている
ドライバータブに、[ロロッックク解解除除]アイコンが表示されます。機能のロックを解
除し一時的に設定を変更するには、[ロロッックク解解除除]をクリックし、パスワードを
入力します。

ユユーーザザーー管管理理

この機能を使うと、管理者は、部署や部門ごとに権限を割り当てる [部部門門管管理理]
とは異なり、ユーザーごとにジョブ制限を提供します。プリントデバイスには
最大 1000個のログインユーザー名とパスワードを登録することができ、プリ
ンタードライバーに保存されます。

ユーザーはユーザー名とパスワードによって認識されます。ユーザー名は、
UPN形式 (username@domain.com)にすることも可能です。この機能によ
り、指定されたユーザーのみに印刷の権限が制限されるため、安全な印刷およ
び課金が行えます。各ユーザーが印刷したページ数は、プリントデバイスに
よって管理されます。

また、プリンタードライバーに追加されたユーザーをプリントデバイスの操作
パネルに手動で登録する必要があります。

クライアント/サーバー環境では、クライアントは一部のオプションを利用で
きません。

クライアント/サーバー環境の制限されたユーザーの場合、[デデババイイスス設設定定]の
[管管理理者者設設定定]ボタンが、[認認証証設設定定]ボタンになります。ユーザーログインの
データは、[認認証証設設定定]ダイアログボックスで入力できます。

ユユーーザザーー管管理理ののオオププシショョンン

ドライバーで選択した [ユユーーザザーー管管理理]の設定は、PCから送信されたすべての
印刷ジョブに適用されます。

[特特定定ののロロググイインンユユーーザザーー名名をを使使用用]
このオプションは、特定のユーザー名とパスワードを指定して、すべての
印刷ジョブに対して同じ [ユユーーザザーー管管理理]が使用できます。このオプション
が選択されていると、ユーザーは印刷ジョブごとにユーザー名とパスワー
ドを入力する必要がありません。

クライアント PCはクライアント/サーバー環境で、管理者によって設定さ
れたデフォルトのユーザー名とパスワードを使用するか、他の名前とパス
ワードを入力することができます。[標標準準にに戻戻すす]をクリックするとデフォ
ルトの設定に戻ります。

[印印刷刷時時ににロロググイインンユユーーザザーー名名をを入入力力]
印刷の際にユーザー名とパスワードの入力を求められます。リストにはな
いユーザー名を使用し、リストにユーザー名を追加しないでおくこともで
きます。印刷ジョブを送信する際、プロンプトが表示されたらユーザー名
とパスワードを入力し、[OK]をクリックして印刷します。
[印印刷刷時時ににロロググイインンユユーーザザーー名名をを入入力力 (ロロググイインンユユーーザザーーのの確確認認)]
印刷の際にユーザー名とパスワードの入力を求められます。印刷するジョ
ブに関して、入力されるユーザー名とパスワードは [登登録録ロロググイインンユユーーザザーー
リリスストト]にある必要があります。ドライバーの [登登録録ロロググイインンユユーーザザーー]リ
ストに入力されている [ロロググイインンユユーーザザーー名名]を使用できます。印刷ジョブ
を送信する際、プロンプトが表示されたらユーザー名とパスワードを入力
し、[OK]をクリックして印刷します。このオプションは、選択されたユー
ザー名がドライバーに保存されていることが確認された場合にのみ、ジョ
ブを印刷します。

[ユユーーザザーー (ホホスストト)毎毎ににロロググイインンユユーーザザーー (デデババイイスス)をを確確認認]
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このオプションは、Windows [ユユーーザザーー名名]をドライバーの [登登録録ロロググイインン
ユユーーザザーーリリスストト]で検索します。確認は、ユーザーがジョブを印刷する際に
行われます。Windows [ユユーーザザーー名名]が [登登録録ロロググイインンユユーーザザーーリリスストト]に存
在する場合、そのリスト内の関連付けられたドライバーの[ロロググイインンユユーー
ザザーー名名]とパスワードを使用してジョブを印刷できます。[登登録録ロロググイインン
ユユーーザザーーリリスストト]がWindows [ユユーーザザーー名名]と関連付けられていない場合、
ユーザー名と関連付けたい [登登録録ロロググイインンユユーーザザーーリリスストト]とパスワードの
入力が求められます。

一致したユーザー名が見つからなかった場合、ドライバーは管理者権限ま
たはユーザー権限のチェックを行います。ユーザー権限のみ持つユーザー
は、印刷ジョブはキャンセルされ、管理者に問い合わせて印刷権限を取得
するよう促すメッセージが表示されます。管理者権限を持つユーザーは、
ドライバーにより、[ロロググイインンユユーーザザーー名名]とパスワードの入力を求められ
ます。Windows [ユユーーザザーー名名]とともに、これらをリストに追加しておく
と、印刷ジョブを続行するためにユーザーが [ロロググイインンユユーーザザーー名名]とパス
ワードを再入力する必要がなくなります。

[登登録録ロロググイインンユユーーザザーーリリスストト]
クリックして、ログインユーザー名とパスワードを追加、削除、編集、イ
ンポート、またはエクスポートすることができます。[登登録録ロロググイインンユユーー
ザザーーリリスストト]を作成すると、このリストをテキストファイル
(.CSV、.KXC、.TXT)形式で保存することにより、まとめてエクスポート
することができます。[登登録録ロロググイインンユユーーザザーーリリスストト]をインポートするに
は、既存のリストを参照し、それをプリンタードライバーに保存します。

ユユーーザザーー管管理理をを使使用用ししてて印印刷刷すするる

ログインユーザー名が割り当てられ、プリントデバイスのユーザーログイン
モードが [オオンン]に設定された後、[ユユーーザザーー管管理理]を選択して、ユーザーログイ
ンモードで印刷を実行できます。

クライアント/サーバー環境では、クライアントには自動的にサーバーで設定
した [ユユーーザザーー管管理理]の設定が適用されます。

1 [デデババイイスス設設定定] > [管管理理者者設設定定] > [ユユーーザザーー管管理理]で、[ユユーーザザーー管管理理]を選択し
ます。

2 [ユユーーザザーー管管理理]オプションを選択します。
[特特定定ののロロググイインンユユーーザザーー名名をを使使用用]
[印印刷刷時時ににロロググイインンユユーーザザーー名名をを入入力力]

[特特定定ののロロググイインンユユーーザザーー名名をを使使用用]または、[印印刷刷時時ににロロググイインンユユーーザザーー名名をを
入入力力]を選択した場合は手順 5に進みます。

参参考考: ログインユーザー名リストを作成すると、上記以外の [ユユーーザザーー管管理理]
オプションも選択可能になります。

3 [登登録録ロロググイインンユユーーザザーーリリスストト]は、ボタンをクリックして確認や管理ができま
す。

4 以下の [ユユーーザザーー管管理理]オプションから選択します。
[印印刷刷時時ににロロググイインンユユーーザザーー名名をを入入力力 (ロロググイインンユユーーザザーーのの確確認認)]
[ユユーーザザーー (ホホスストト)ごごととににロロググイインンユユーーザザーー (デデババイイスス)をを確確認認]

5 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。
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6 アプリケーションから文書を印刷します。

7 [印印刷刷オオププシショョンン]または [認認証証設設定定]ダイアログボックスが表示されたらユー
ザー名とパスワードを入力または選択して、[OK]をクリックします。

部部門門管管理理

この機能を使うと、管理者は、プリントデバイスを制御できます。[部部門門管管理理]
で、ユーザーあるいは部署に部門コード (識別番号)を割り当てられます。特
定の部門コードを割り当て、印刷の際に入力を求める設定を行うことができま
す。部門コードを作成すると、プリントデバイスの操作パネルから、特定の部
門コードに関連付けられている印刷枚数を確認したり、部門コードごとに印刷
枚数を制限したりできるようになります。部門コードは、最大 8桁まで指定可
能です。

参参考考: プリントデバイスで [部部門門管管理理]がオンに設定されている必要がありま
す。最大 1000件の部門コードをプリントデバイスに割り当て、プリンタード
ライバーに保存することができます。

クライアント/サーバー環境では、クライアントコンピューターは一部のオプ
ションを利用できません。

クライアント/サーバー環境の制限されたユーザーの場合、[デデババイイスス設設定定]の
[管管理理者者設設定定]ボタンが、[認認証証]ボタンになります。部門管理のデータは、[認認
証証設設定定]ダイアログボックスで入力できます。

部部門門管管理理オオププシショョンン

[部部門門管管理理]では、次の設定が行えます。
[特特定定ののココーードドをを使使用用]
このオプションでは、部門コードを使用してユーザーまたはグループの印
刷ジョブを管理します。印刷ジョブごとに部門コードが送信されます。

印刷時、ユーザーは [ジジョョブブ保保存存]タブで、異なる部門コードを選択するこ
とができます。[管管理理者者設設定定] > [部部門門管管理理]のデフォルトの選択は変更されま
せん。

クライアントコンピューターはクライアント/サーバー環境で、管理者に
よって設定されたデフォルトの部門コードを使用するか、他の部門コード
を入力することができます。[標標準準にに戻戻すす]をクリックするとデフォルトの
設定に戻ります。

[印印刷刷時時ににココーードドをを入入力力]
このオプションでは、部門コードを入力するよう求めるだけでなく、部門
コードを使用してユーザーまたはグループの印刷ジョブを管理します。印
刷ジョブが送信されるとき、ユーザーは部門コード IDを入力するよう求め
られます。

[部部門門ココーードド]
リストに部門コードを追加、および編集、または削除できます。最大 1000
件の部門コードを、プリンタードライバーに保存できます。プリントデバ
イスが TCP/IPポートやWSDポートに接続されている場合、プリントデバ
イスに保存されている部門コードリストを取得することができます。部門
コードリストを作成すると、このリストをテキストファイル
(.CSV、.KXC、.TXT)形式で保存することにより、まとめてエクスポート
することができます。部門コードリストをインポートするには、既存のリ
ストを参照して開きます。

[印印刷刷時時ににココーードドをを入入力力（（ココーードドリリスストトのの確確認認））]
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このオプションでは、ドライバーに保存された部門コードを指定するよう
求められます。印刷ジョブを送信する際、部門コードの入力を促すメッ
セージが表示されたら、コードを入力し、 [OK]をクリックして印刷しま
す。部門コードは、部門コードリストと照合されます。入力を間違えた場
合は、もう一度部門コードを入力するよう求められます。

[印印刷刷時時ににココーードドリリスストトかからら選選択択]
このオプションでは、印刷時に部門コードリストを表示します。ユーザー
またはグループに印刷ジョブを割り当てることができます。部門コードは
ドライバーに保存され、リストを表示するには 1つ以上の部門コードを作
成しておく必要があります。

[ユユーーザザーー (ホホスストト)ごごととにに部部門門ココーードドをを確確認認]
このオプションは、Windowsユーザー名をドライバーの [部部門門ココーードド]で検
索します。確認は、ユーザーがジョブを印刷する際に行われます。
Windowsユーザー名が [部部門門ココーードド]に存在する場合は、そのリスト内の関
連付けられたドライバーの部門コードを使用してジョブを印刷できます。
[部部門門ココーードド]が、Windowsユーザー名と関連付けられていない場合、ユー
ザー名と関連付けたい [部部門門ココーードド]の入力が求められます。
一致したユーザー名が見つからなかった場合、ドライバーは管理者権限ま
たはユーザー権限のチェックを行います。ユーザー権限のみ持つユーザー
には、印刷ジョブがキャンセルされ、管理者に問い合わせて印刷権限を取
得するよう促すメッセージが表示されます。管理者権限を持つユーザー
は、ドライバーにより、部門コードの入力を求められます。Windowsユー
ザー名とともに、これをリストに追加しておくと、印刷ジョブを続行する
ためにユーザーが部門コードを再入力する必要がなくなります。

部部門門ココーードドリリスストトをを取取得得すするる

1 [デデババイイスス設設定定] > [管管理理者者設設定定] > [部部門門管管理理]で [部部門門管管理理]を選択して、[取取得得]
をクリックします。

2 [部部門門管管理理リリスストトをを取取得得]ダイアログボックスで、[ユユーーザザーー名名]および [パパスス
ワワーードド]と認証モードを選択します。

3 [OK]をクリックします。

既存のリストは、新しく取得された部門コードリストに置き換えられます。

部部門門ココーードドをを追追加加ままたたはは編編集集

1 [デデババイイスス設設定定] > [管管理理者者設設定定] > [部部門門管管理理]から、 [部部門門管管理理]を選択します。
部門コードを作成するには、[追追加加]をクリックします。
既存の部門コードを編集するには、リストから部門コードを選択し [編編集集]を
クリックします。

2 [ココーードド]で、最大 8桁の数字を入力します。

3 [説説明明]に、ユーザーやグループ名などの部門コードの説明を入力できます。

4 [ユユーーザザーー名名]で、Windowsユーザー名を、最大 20文字で入力します。ユー
ザー名は大文字と小文字の区別がありません。
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5 [追追加加]をクリックして [ユユーーザザーー名名 (ホホスストト)]リストに名前を追加します。各部
門コードに最大 1000個の名前を追加できます。

6 部門コードをリストから削除するには、削除する部門コードを選択し [削削除除]
をクリックします。

7 [OK]をクリックします。

部部門門管管理理をを使使用用ししてて印印刷刷すするる

1 [デデババイイスス設設定定] > [管管理理者者設設定定] > [部部門門管管理理]から、 [部部門門管管理理]を選択します。

2 次の [部部門門管管理理]オプションを選択します。
[特特定定ののココーードドをを使使用用]
[印印刷刷時時ににココーードドをを入入力力]

[特特定定ののココーードドをを使使用用]または [印印刷刷時時ににココーードドをを入入力力]を選択した場合は手順 5
に進みます。

参参考考: 部門コードをリストに登録すると、上記以外の [部部門門管管理理]オプション
も選択可能になります。

3 [部部門門ココーードド]リストは、ボタンをクリックして確認や管理ができます。

4 次の [部部門門管管理理]オプションから選択します。
[印印刷刷時時ににココーードドをを入入力力（（ココーードドリリスストトのの確確認認））]
[印印刷刷時時ににココーードドリリスストトかからら選選択択]
[ユユーーザザーー (ホホスストト)ごごととにに部部門門ココーードドをを確確認認]

5 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。

6 アプリケーションから文書を印刷します。

7 一部のオプションでは、[印印刷刷オオププシショョンン]または [認認証証設設定定]ダイアログボック
スが表示されるため、部門コードを入力または選択して、[OK]をクリックし
ます。

Net Manager
[Net Manager]は、ユーザー認証の一括管理、承認、ユーザーアクセス管理、
セキュアプルプリント機能を提供するサーバーベースのアプリケーションで
す。[Net Manager]アプリケーションを別途インストールする必要がありま
す。また、[Net Manager]と連係するには、プリンタードライバーの [デデババイイ
スス設設定定] > [管管理理者者設設定定] > [Net Manager]での設定が必要です。[Net Manager]
のドライバー機能は、プリンタードライバーのオプションとしてインストール
されます。

XPSドライバーは [Net Manager]をサポートしていません。[Net Manager]
の詳細については、お買い求めの京セラドキュメントソリューションズ株式会
社正規特約店、または弊社お客様相談窓口にお問い合わせください。
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管理者は、ポリシーに基づいた印刷を行うため、ユーザーとグループに対して
[Net Manager]サーバーとユーザー情報を設定できます。
ポリシーで印刷機能を制限した場合、[Net Manager]はプリンタードライバー
の設定を変更するため、一部の印刷機能が対象のユーザーまたはグループに対
して制限されます。ポリシーとプリンタードライバーの設定に不一致がある場
合の対処は、プリンタードライバーの [Net Manager]タブで設定できます。
セキュアプルプリントでは、ジョブを送信した後に印刷するプリントデバイス
を選択できます。セキュアプルプリント機能を使用するには、プリンタードラ
イバーは、 [Net Manager]のスプーラーのポートを使用して、 [Net Manager]
のスプーラーのサーバーに接続する必要があります。プリントデバイスでユー
ザーが認証されるまで、印刷ジョブは [Net Manager]スプーラーサーバーで保
持されます。

クライアント/サーバー環境の制限されたユーザーの場合、[デデババイイスス設設定定]の
[管管理理者者設設定定]ボタンが、[認認証証設設定定]ボタンになります。[Net Manager]のデー
タは、[認認証証設設定定]ダイアログボックスで入力できます。[Windows認認証証をを使使
用用]を選択している場合は、[認認証証設設定定]ボタンは使用できません。

Net Managerオオププシショョンンをを選選択択すするる

1 [デデババイイスス設設定定] > [管管理理者者設設定定] > [Net Manager]で、[Net Manager]を選択し
ます。

2 サーバーアドレスとポート番号を入力します。デフォルトのポート番号は
9094です。

3 認証のオプションを選択します。

[Windows認認証証をを使使用用]
[Net Manager]の認証にWindowsのログイン情報を使用します。Windows
認証が失敗した場合を除き、印刷中に [Net Managerロロググイインン]ダイアログ
ボックスは表示されません。選択した場合は、手順 5に進みます。
ワークグループ環境では、 [Windows認認証証をを使使用用]は設定できません。
[特特定定ののロロググイインンユユーーザザーー名名をを使使用用]
特定のログイン情報を入力します。選択した場合は、手順 4に進みます。

4 [ロロググイインンユユーーザザーー名名]と [パパススワワーードド]を入力します。ログインユーザー名は、
複数のドメインをサポートするため、ユーザープリンシパル名 (UPN)形式
username@domain.comで入力することができます。

5 印刷中にポリシーが不一致を示すメッセージを非表示にする場合は、[ポポリリ
シシーーがが不不一一致致のの場場合合にに通通知知をを表表示示ししなないい]を選択します。この選択後、印刷動
作を選択します。

[印印刷刷をを続続けけるる]
ポリシーを適用し、印刷を続けます。

[印印刷刷ををキキャャンンセセルルすするる]
印刷ジョブをキャンセルします。

6 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。
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Net Managerをを使使用用ししてて印印刷刷すするる

1 アプリケーションの [印印刷刷]ダイアログボックスを開きます。[印印刷刷設設定定]または
[ププロロパパテティィーー]をクリックして、[ププロロパパテティィーー]ダイアログボックスを開き、
ポリシーで設定された印刷制限を確認できます。

2 [Net Managerロロググイインン]または [認認証証設設定定]ダイアログボックスが表示された
場合は、ユーザー名とパスワードを入力します。ドライバーで [Net Manager]
のユーザー名またはパスワードが無効または空白の場合は、ダイアログボック
スが表示されます。[管管理理者者設設定定] > [Net Manager]で、[Windows認認証証をを使使用用]
が選択されている場合、Windows認証が失敗した場合を除き、[Net Manager
ロロググイインン]ダイアログボックスは表示されません。

3 各印刷ジョブに前回保存したユーザー名とパスワードを使用する場合、[次次回回
かからら表表示示ししなないい]をクリックします。選択すると、これ以降、[Net Managerロロ
ググイインン]ダイアログボックスは表示されません。

4 [ロロググイインン]をクリックして、ログインユーザー名とパスワードが認証された
[Net Manager]スプーラーサーバーに印刷ジョブを送信します。
印刷ジョブは [Net Manager]の [ジジョョブブ]に表示されます。

5 [Net Manager]の設定によっては、ジョブが印刷される前に [印印刷刷オオププシショョンン]
ダイアログボックスが開き、印刷割り当ての情報を表示します。[OK]をク
リックし続行します。

6 プリントデバイスの操作パネルで、認証のための情報を入力しスプールのジョ
ブを実行します。[Net Manager]サーバーが管理するあらゆるプリントデバイ
スからの印刷が可能です。

ユユーーザザーー設設定定

この機能を使うと、ユーザー名や部署・部門名の指定、デフォルトの単位の選
択を行うことができます。

クライアント/サーバー環境では、制限ユーザーとしてログインしたクライア
ントは [部部署署・・部部門門名名]と [単単位位]は使用できません。[ユユーーザザーー名名]および [言言語語
設設定定]は変更できます。

ユユーーザザーー登登録録

この機能を使うと、最大 31文字の [ユユーーザザーー名名]と [部部署署・・部部門門名名]を使用し
て、印刷ジョブを識別できます。2バイト文字もサポートしています。[ユユーー
ザザーー名名]は、ストレージデバイスに保存されている印刷ジョブの識別に使用す
ることができます。

クライアント/サーバー環境では、クライアントユーザーは [ユユーーザザーー名名]を変
更することができます。これにより、サーバーのデフォルトユーザー名は変更
されません。

ユユーーザザーー登登録録情情報報をを設設定定すするる

1 [デデババイイスス設設定定] > [ユユーーザザーー設設定定]で、[ユユーーザザーー名名]テキストボックスにユー
ザー名を入力します。

2 [部部署署・・部部門門名名]テキストボックスに、部署・部門名またはグループ名を入力し
ます。
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[ユユーーザザーー名名]および [部部署署・・部部門門名名]テキストボックスには、最大 31文字まで
入力することができます。

3 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。

単単位位

単位には、 [イインンチチ]または [ミミリリ]のいずれかを設定することができます。こ
れは、次の設定に使用されます。

[基基本本設設定定]タブの [原原稿稿ササイイズズ]設定。
[拡拡張張機機能能]タブの [ウウォォーータターーママーーククのの追追加加]および [ウウォォーータターーママーーククのの編編
集集]ダイアログボックスにある [間間隔隔]の設定。
[レレイイアアウウトト]タブの [ポポススタターー印印刷刷]設定。
[レレイイアアウウトト]または [仕仕上上げげ]タブでの [ととじじししろろ設設定定]。

単単位位をを選選択択すするる

1 [デデババイイスス設設定定] > [ユユーーザザーー]で [イインンチチ]または [ミミリリ]のいずれかを選択しま
す。

2 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。

ペペーージジ記記述述言言語語 (PDL)
この機能を使うと、印刷ページのコンテンツおよびレイアウトを指定できま
す。[デデババイイスス設設定定]で、[PCL XL] (Printer Command Language XL)、[PCL
5c]、[KPDL] (京セラページ記述言語)、または [PDF] (ポータブルドキュメン
トフォーマット)から選択できます。PDLとして [PDF]を追加するには、
[Output to PDF] (PDF作成)プラグインをインストールする必要があります。
デフォルトは、一般的に使用されている [PCL XL]に設定されています。
PDLを選択すると、[デデババイイスス設設定定]および [印印刷刷設設定定]のすべてのタブにある
オーバービューイメージの下隅に、選択した PDLが表示されます。[印印刷刷設設定定]
の任意のタブで PDLを一時的に変更することもできます。
[GDI互互換換モモーードド]は、ベクトルグラフィックのラスターライズを行い、ビット
マップイメージとして印刷します。[GDI互互換換モモーードド]を使用すると、アプリ
ケーションで作成したグラフィックを高品質で出力することができます。

クライアント/サーバー環境では、制限ユーザーとしてログインしたクライア
ントはこの機能を使用できません。

使用するアプリケーションが XML Print Specificationをサポートしている場
合、XPSドライバーをインストールした後で XPS印刷を実行できます。XPS
ドライバーの場合、選択可能な PDLは [XPS]のみです。

PDLオオププシショョンン
PDLオプションは、[デデババイイスス設設定定]の [PDL (ペペーージジ記記述述言言語語)]ダイアログ
ボックスで選択できます。

PCL XL
HP PCLと PCL 6の最新バージョンです。この PDLには、PCL 5cの機能が含
まれています。 PCL XLには、PCLの旧バージョンとの下位互換性がありませ
んが、次の点において、PCL 5cの機能よりも強化されています。
ファイルサイズの圧縮

印刷速度の高速化
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アプリケーションに戻る速度の高速化

[セセキキュュリリテティィーー・・ウウォォーータターーママーークク]に対応
[細細線線化化]に対応

PCL 5c
PCLの旧バージョンとの完全な互換性
双方向通信のサポート

Microsoft Windowsのアプリケーションで使用できるフォントの種類の拡大
複雑なグラフィックは印刷できない場合があります

[ププロロロローーググ/エエピピロローーググ]で、[ペペーージジののははじじめめ/ペペーージジのの終終わわりり]が使用でき
ます

KPDL
PostScript 2または 3がサポートされているアプリケーションから印刷する場
合は、KPDLを使用します。

PostScript印刷のエミュレーション
グラフィックの再生機能の強化

印刷速度は、PCL 5cよりも遅くなる場合があります
PCL 5cよりも大きなデバイスメモリー容量が必要です
ネイティブ TrueTypeフォントのダウンロードが可能です
多彩な [ググララフフィィッックク詳詳細細設設定定]オプションをサポートしています
[EMFススププーールルをを行行うう]は、[パパススススルルーーモモーードド]が選択されている場合は使
用できません

PDF
[Output to PDF] (PDF作成)は、さまざまなデータ元から文書を Adobe PDF
形式に印刷または保存できるプラグインです。 PDF形式は、文書の作成に使
われたオペレーティングシステムや、アプリケーションに依存しません。

PDF文書作成のため、既存の市販アプリケーションの代用として使用可能
元の文書のレイアウトを保持

PDFコンテンツを表示できる OS上で閲覧や印刷が可能
いくつかのドライバー機能は使用不可

PDL設設定定

ページ記述言語によっては、[PDL (ペペーージジ記記述述言言語語)]ダイアログボックスで追
加の設定を行うことができます。

PCL XL詳詳細細設設定定
[白白紙紙ペペーージジををススキキッッププ]
このオプションは、印刷データのないページや、空白 (スペース)文字のみ
のページの出力を防ぎます。これにより、用紙の節約と印刷時間の多少の
短縮が可能です。

白紙ページを含む全ページを印刷する場合は、[オオフフ]を選択してくださ
い。

白紙ページに含めない場合は、[オオンン]を選択してください。
[ブブッッククレレッットト]、[両両面面印印刷刷]、または [ペペーージジ集集約約]機能を使用する場合、
白紙ページを含めた全ページを印刷する場合、[レレイイアアウウトト設設定定をを使使用用]を
選択してください。そうでない場合、白紙は印刷されません。
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[ススママーートト両両面面印印刷刷]
このオプションを使うと、両面印刷で、片面のみに印刷が必要な場合に、
自動的に用紙が両面ユニットをパイパスします。片面 1ページのみの文書
を印刷する場合、複数ページの文書から 1ページのみを印刷する場合、複
数ページをページ集約機能で 1ページに印刷する場合は、用紙は両面ユ
ニットをパイパスします。このオプションを選択すると、両面ユニットの
消耗を低減でき、印刷時間の短縮にもつながります。

[印印字字領領域域互互換換]
[印印字字領領域域互互換換]をチェックすると、印刷領域が他社製製品の印刷領域と異
なる際に、近づけることができる場合があります。

KPDL詳詳細細設設定定
[白白紙紙ペペーージジををススキキッッププ]
このオプションは、印刷データのないページや、空白 (スペース)文字のみ
のページの出力を防ぎます。これにより、用紙の節約と印刷時間の多少の
短縮が可能です。このオプションが選択されている場合、[パパススススルルーーモモーー
ドド]は使用できません。
白紙ページを含む全ページを印刷する場合は、[オオフフ]を選択してくださ
い。

白紙ページをに含めない場合は、[オオンン]を選択してください。
[ブブッッククレレッットト]、[両両面面印印刷刷]、または [ペペーージジ集集約約]機能を使用する場合、
白紙ページを含めた全ページを印刷する場合、[レレイイアアウウトト設設定定をを使使用用]を
選択してください。そうでない場合、白紙は印刷されません。

[ススママーートト両両面面印印刷刷]
このオプションを使うと、両面印刷で、片面のみに印刷が必要な場合に、
自動的に用紙が両面ユニットをパイパスします。片面 1ページのみの文書
を印刷する場合、複数ページの文書から 1ページのみを印刷する場合、複
数ページをページ集約機能で 1ページに印刷する場合は、用紙は両面ユ
ニットをパイパスします。このオプションを選択すると、両面ユニットの
消耗を低減でき、印刷時間の短縮にもつながります。

[パパススススルルーーモモーードド]
このオプションは、PostScript形式のアプリケーションによる複雑なジョ
ブを印刷する際に、エラーを減らすことができます。チェックすると [拡拡張張
機機能能]タブの [EMFススププーールルをを行行うう]は使用できません。

[PDF詳詳細細設設定定]
文書を Adobe PDFフォーマットで印刷および保存するオプションを提供し
ます。詳細については、 PDFの項を参照してください。

デデババイイスス設設定定でで PDLをを選選択択すするる

1 [デデババイイスス設設定定] > [PDL]で、[言言語語のの選選択択]リストから、ページ記述言語を選択
します。

[PCL XL]を選んだ場合は、[ススママーートト両両面面印印刷刷]、[白白紙紙ペペーージジををススキキッッ
ププ]、および [印印字字領領域域互互換換]を選択できます。
[KPDL]を選択すると、[ススママーートト両両面面印印刷刷]、[白白紙紙ペペーージジををススキキッッププ]、ま
たは [パパススススルルーーモモーードド]を選択できます。[パパススススルルーーモモーードド]を選択する
と、[拡拡張張機機能能]タブの [EMFススププーールルをを行行うう]は使用できません。
[PDF]を選択すると、[PDF詳詳細細設設定定]をクリックして、[PDF詳詳細細設設定定]ダ
イアログボックスを開くことができます。

2 [GDI互互換換モモーードド]を選択すると、アプリケーションで作成したグラフィック
データの印刷品質を向上できる場合があります。
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[白白紙紙ペペーージジををススキキッッププ]がオン、または [レレイイアアウウトト設設定定をを使使用用]が設定されて
いる場合、[GDI互互換換モモーードド]は使用できません。

3 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。

PDF
[PDF作作成成]プラグインは、さまざまなデータ元から文書を Adobe PDF形式に
印刷または保存できます。この機能は、PDF文書を作成する場合に、既存の
商用アプリケーションの代わりとして利用することができます。PDF形式で
保存された文書は、元の文書のレイアウトを保持し、PDFコンテンツを表示
できる OS上で閲覧、印刷ができます。
複数の用紙サイズが混在する文書の場合は、PDFのすべてのページで、最初
のページのサイズが使用されます。

参参考考: PDLとして [PDF]を選択した場合は、一部のドライバーのオプション
のみ利用できます。

PDFオオププシショョンン
[Output to PDF] (PDF作成)プラグインがインストールされている場合、PDF
オプションを選択できます。

[PDF詳詳細細設設定定]ダイアログボックスで、次のオプションが使用できます。
[フフォォンントトをを埋埋めめ込込むむ]
このオプションを使用すると、文書のフォントは PDFファイルで設定され
たとおりに画面に表示されます。このオプションを使用すると、ファイル
の見ばえを正確に再現することができますが、ファイルサイズが非常に大
きくなります。

[デデーータタをを圧圧縮縮すするる]
このオプションを使用すると、PDF文書を圧縮できます。ファイルサイズ
が大幅に小さくなります。

[印印刷刷とと保保存存オオププシショョンン]
リストから、印刷 ([印印刷刷ののみみ])、PDFファイルに保存 ([フファァイイルルにに保保存存])、
またはその両方 ([印印刷刷とと保保存存])を選択します。保存オプションを選択する
と、[PDF詳詳細細設設定定]ダイアログボックスで追加オプションを選択できま
す。

[カカララーーととししてて保保存存]
このオプションでは、PDFファイルをカラー文書として保存します。 [印印
刷刷ののみみ]が選択された場合は表示されません。
[既既定定ののフフォォルルダダーーにに自自動動保保存存]
PDFファイルを自動的に既定のフォルダーに保存します。 PDFファイル
を保存する場所を指定します。

[日日付付とと時時間間]
チェックボックスを選択すると、同じファイル名に、ファイル保存時の日
付と時間が追加されます。チェックボックスを非選択にすると、同名の
ファイルがすでに存在する場合、そのファイルを上書きします。

[暗暗号号化化]
暗号化では、PDFファイルの暗号化のレベルを選択します。暗号化で [な
し]以外を選択すると、パスワードによる保護をかけることができ、許可さ
れていないユーザーが文書を開いたり、変更したりすることを防げます。

[Arc4 40]
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この暗号化オプションによって、PDF文書に低レベルのセキュリティーを
かけることができます。この機能は、Adobe Acrobatおよび Adobe
Reader 6.0以前のバージョンに対応しています。
[Arc4 128]
この暗号化オプションによって、PDF文書に低レベルのセキュリティーを
かけることができます。この機能は、Adobe Acrobatおよび Adobe
Reader 6.0以降のバージョンに対応します。
[AES 128]
この暗号化オプションによって、PDF文書に高レベルのセキュリティーを
かけることができます。この機能は、Adobe Acrobatおよび Adobe
Reader 7.0以降のバージョンに対応します。
[AES 256]
この暗号化オプションによって、PDF文書に高レベルのセキュリティーを
かけることができます。この機能は、Adobe Acrobatおよび Adobe
Reader 9.0以降のバージョンに対応します。
[パパススワワーードド保保護護]
セキュリティー設定を変更したり、文書を開いたりする場合は、パスワー
ドを選択します。パスワードには、最大 16文字まで設定できます。
[セセキキュュリリテティィーー設設定定をを変変更更すするるパパススワワーードド]
チェックボックスを選択し、オーナーパスワードを入力します。 Adobe
Acrobatでは、[フファァイイルル] > [ププロロパパテティィーー] > [セセキキュュリリテティィーー]タブから、
セキュリティー設定を変更する際にこのパスワードが必要となります。こ
のパスワード保護付きの PDFファイルを Adobe Readerで開いた場合、文
書の印刷、編集、内容のコピーなどはできません。

[文文書書をを開開くくパパススワワーードド]
チェックボックスを選択し、ユーザーパスワードを入力します。 PDF文書
を開く際は、ユーザーパスワードを入力する必要があります。このパス
ワードは、オーナーパスワードとは異なるものに設定しなければなりませ
ん。

PDFをを印印刷刷おおよよびび保保存存すするる

1 [デデババイイスス設設定定] > [PDL]で、[言言語語のの選選択択]リストから [PDF]を選択します。

2 [PDF詳詳細細設設定定]をクリックします。

3 [PDF詳詳細細設設定定]ダイアログボックスの、[印印刷刷とと保保存存オオププシショョンン]で、PDF
ファイルを印刷、保存、または印刷して保存するかどうかを選択します。

4 手順 3で保存オプションを選択した場合は、保存先フォルダー、暗号化、パス
ワードオプションを指定します。

5 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。

6 文書を開いて印刷します。

7 PDFファイルに名前を付けて、保存します。
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XPSドドラライイババーー
Windows 10、Windows 8.1、Windows Server 2012 R2、Windows 8、
Windows Server 2012、Windows 7、Windows Server 2008 R2、Windows
Vista (最新のプラットフォームアップデートを含む SP2)、およびWindows
Server 2008では、 XML Paper Specification ([XPS])を使用できます。ページ
記述言語は、書類の表示、処理、印刷方法を提供します。PDLと文書形式の
どちらとしても、 [XPS]は、互換性のあるプリントデバイス機器とWindows
Presentation Foundation (WPF)アーキテクチャー向けに書かれたソフトウェ
アが必要となります。[PCL]および [KPDL]は、[XPS]環境と互換性がありま
せん。そのため、[XPS]ドライバーは、単一の PDL設定のみをサポートしま
す。[XPS]ドライバーは、[Product Library]ディスクからインストールでき
ます。[イインンスストトーールル方方法法]メニューで、[カカススタタムムモモーードド]をクリックし、[カカ
ススタタムムイインンスストトーールル]ページで [KX XPS DRIVER]を選択します。
[XPS]ドライバーの使用時には、一部のドライバー機能は使用できません。
[KX XPS DRIVER]と [KX DRIVER]との間では、ユーザーインターフェイス
が異なる部分があります。

XPSオオププシショョンン
XPSドライバーを使用している場合、XPSオプションを選択できます。
[XPS設設定定]ダイアログボックスで、次のオプションが使用できます。

[印印刷刷とと保保存存オオププシショョンン]
リストから、印刷、保存、または印刷して保存するかどうかを選択しま
す。保存オプションを選択すると、[XPS設設定定]ダイアログボックスで追加
オプションを選択できます。

[既既定定ののフフォォルルダダーーにに自自動動保保存存]
XPSファイルを自動的に規定のフォルダーに保存します。 XPSファイル
を保存する場所を指定します。

[日日付付とと時時間間]
チェックボックスを選択すると、同じファイル名に、ファイル保存時の日
付と時間が追加されます。チェックボックスを非選択にすると、同名の
ファイルがすでに存在する場合、そのファイルを上書きします。

XPSをを印印刷刷おおよよびび保保存存すするる

1 [デデババイイスス設設定定] > [PDL]で、[XPS設設定定]をクリックします。

2 [XPS設設定定]ダイアログボックスの [印印刷刷とと保保存存オオププシショョンン]で、印刷、保存、
または印刷して保存するかどうかを選択します。

3 手順 2で保存オプションを選択した場合は、保存先フォルダーオプションを指
定します。

4 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。

5 文書を開いて印刷します。

6 XPSファイルに名前を付けて、保存します。
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互互換換性性設設定定

[互互換換性性設設定定]では、給紙元の値の指定、[部部単単位位印印刷刷]設定のプリンタードライ
バー優先、および [基基本本設設定定]タブの [給給紙紙元元]と [用用紙紙種種類類]（メディアタイ
プ）リストの統合などの操作を行います。

クライアント/サーバー環境では、制限ユーザーとしてログインしたクライア
ントはこの機能を使用できません。

[互互換換性性設設定定]ダイアログボックスのすべてのオプションをデフォルトに戻すに
は、[標標準準にに戻戻すす]をクリックします。

給給紙紙方方法法のの設設定定

[給給紙紙方方法法のの設設定定]は、カセットやフィーダー用の値など、プリンタードライ
バーに固有の給紙値との互換性をサポートします。新しくプリンタードライ
バーをインストールした場合でも、そのドライバーのメーカーには関係なく、
交換したドライバーと同じ給紙サポートを維持します。古いドライバーに給紙
のマクロが残っていても、給紙値の調整が維持されるため、マクロを変更する
必要はありません。

[ドドラライイババーー情情報報]ユーティリティー (\Utility\Driver Info\DrvInfo.exe)を使用し
て、インストールされているすべてのドライバーの給紙値を比較できます。

プリンタードライバー間で指定された給紙元が異なる場合、設定値を割り当て
直してドライバー間で一致するようにできます。

給給紙紙をを設設定定

1 [デデババイイスス設設定定] > [互互換換性性]で、[給給紙紙方方法法のの設設定定]リストから給紙方法を選択し
ます。現在の値は、[設設定定値値]ボックスに表示されています。

2 [設設定定値値]に値を入力して、[適適用用]をクリックします。異なるドライバーの設定
を同じにするため、この値は他のドライバーの値と揃えておく必要がありま
す。

3 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。

ドドラライイババーーのの部部単単位位設設定定をを優優先先すするる

この機能を使うと、ソフトウェアアプリケーションの [部部単単位位印印刷刷]設定を無
視し、プリンタードライバーの設定を優先させます。

オンにすると、プリンタードライバーの [部部単単位位印印刷刷]設定が使用されま
す。

オフにすると、アプリケーションの [部部単単位位印印刷刷]設定が使用されます。

ププリリンンタターードドラライイババーーのの部部単単位位印印刷刷設設定定をを優優先先選選択択すするる

1 [デデババイイスス設設定定] > [互互換換性性]で、[ドドラライイババーーのの部部単単位位設設定定をを優優先先すするる]を選択し
ます。

2 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。

給給紙紙元元リリスストトににメメデディィアアタタイイププもも表表示示すするる

この機能を使うと、ドライバーの [基基本本設設定定]タブを変更して、[用用紙紙種種類類]と
[給給紙紙元元]を [給給紙紙元元]という名前の 1つのリストに統合できます。統合したリス
トでは、最初に用紙種類が表示され、次にカセットと [手手差差ししトトレレイイ]が続い
て表示されます。
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統統合合さされれたた給給紙紙元元リリスストトをを作作成成すするる

1 [デデババイイスス設設定定] > [互互換換性性]で、[給給紙紙元元リリスストトににメメデディィアアタタイイププもも表表示示すするる]を
選択します。

2 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。

ププララググイインンをを削削除除すするる

ドライバーに設定されているプラグインを削除できます。削除すると、ドライ
バーのインターフェイスにはプラグインの機能は表示されません。

参参考考: [Output to PDF] (PDF作成)モジュールを削除する場合は、[PDF]が
PDLとして選択されていないことを確認してください。

1 [デデババイイスス設設定定]で、[Kyocera]ロゴ > [ププララググイインン]を順にクリックします。

2 リストからプラグインモジュールを選択して、[削削除除]をクリックし、次に [はは
いい]をクリックします。

3 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。
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4 簡簡単単設設定定

[簡簡単単設設定定]タブでは、印刷ジョブに基本的な印刷設定を適用することができま
す。簡単なユーザーインターフェイスですばやくオプションを選択できます。

[簡簡単単設設定定]の設定はプロファイルと呼ばれるグループとして保存し、すべての
印刷ジョブに適用できます。プロファイルでは一般的な印刷タスクがサポート
されています。

元の設定に戻すには、[標標準準にに戻戻すす]をクリックします。[標標準準にに戻戻すす]ボタン
は、アプリケーションの [印印刷刷]ダイアログボックスからプリンタードライ
バーにアクセスした場合に表示されます。

[簡簡単単設設定定]タブを表示するかどうかは、[イインンスストトーールル]処理中、または [デデババ
イイスス設設定定] > [管管理理者者設設定定]で管理者が設定できます。

簡簡単単設設定定オオププシショョンン

[簡簡単単設設定定]タブでは、最大 5つまで印刷オプションを設定できます。 [編編集集/追追
加加]機能を使用すると、印刷オプションの表示をカスタマイズできます。よく
使う印刷ジョブを、事前に定義した設定と登録されたプロファイルを選択して
印刷を行えます。

印印刷刷のの向向きき

この機能を使うと、印刷ジョブの用紙の向きを指定できます。[印印刷刷のの向向きき]ア
イコンを繰り返しクリックすると、印刷方向を縦、横、縦回転、横回転に変更
できます。回転オプションは、印刷の向きを 180度回転させます。
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[印印刷刷のの向向きき]は、[基基本本設設定定]タブにも表示されます。[簡簡単単設設定定]または [基基本本
設設定定]タブのどちらかで行った変更は、もう一方のタブにも適用されます。

カカララーー

この機能を使うと、フルカラー印刷、エコカラー印刷、黒トナーだけの印刷、
または 2色カラー印刷を選択できます。[カカララーー]アイコンを繰り返しクリック
して、[フフルルカカララーー]、[エエココカカララーー]、[白白黒黒]、および [2色色カカララーー]を切り替えま
す。

[エエココカカララーー]が選択された場合、黒とグレースケールの印刷には黒トナーのみ
が使用されます。

[2色色カカララーー]を選択すると、[印印刷刷品品質質]タブで、色の組み合わせを選択できま
す。[2色色カカララーー]は、 [PCL XL]または [PCL 5c]が PDLとして選択されてい
る場合に使用できます。

[カカララーー]は、[基基本本設設定定]タブおよび [印印刷刷品品質質]タブにも表示されます。[簡簡単単
設設定定]、[基基本本設設定定]、または [印印刷刷品品質質]タブのいずれかで行った変更は、他の 2
つのタブにも適用されます。

管理者は、[デデババイイスス設設定定] > [管管理理者者設設定定] > [ロロッックク設設定定]を選択し、[白白黒黒モモーー
ドド]を選択することによって、すべてのジョブを黒トナーのみで印刷できま
す。

部部単単位位印印刷刷

この機能を使うと、複数部数の印刷で、印刷の順番を指定できます。

[部部単単位位印印刷刷]アイコンをクリックし、[オオフフ]、[オオンン]、[オオンン (逆逆順順印印刷刷)]を切り
替えます。

[オオンン]を選択すると、印刷ジョブがプリントデバイスに送信された後、データ
はページイメージとしてプリントデバイスのメモリーに保存されます。残りの
ジョブは、保存されたデータから印刷されます。これにより、部数ごとにデー
タを複数回 PCからプリントデバイスに送信することなく、複数部数が印刷で
きます。

[オオンン]を選択すると、ドライバーは 1冊分を部数分印刷します (123、123)。
[オオフフ]を選択すると、ドライバーは各ページごとに部数分印刷します (111、
222)。例えば、[オオンン]を選択し、5ページの原稿を 3部出力する場合、1ペー
ジから 5ページまで連続して、3回印刷します。
アプリケーションの [部部単単位位印印刷刷]設定は自動的に無視され、プリンタードラ
イバーの設定が使用されます。アプリケーションの [部部単単位位印印刷刷]を使用する
には、[デデババイイスス設設定定]の [互互換換性性]ダイアログボックスで、[ドドラライイババーーのの部部単単
位位設設定定をを優優先先すするる]のチェックボックスをはずします。
[オオンン (逆逆順順印印刷刷)]を選択すると、印刷されたページは逆の順番で出力されます
(321、321)。[基基本本設設定定]タブの [排排紙紙先先]で、[ププリリンンタターーのの設設定定]が選択されて
いない場合に設定できます。

[部部単単位位印印刷刷]は [基基本本設設定定]タブにも表示されます。[簡簡単単設設定定]または [基基本本設設
定定]タブのどちらかで行った変更は、もう一方のタブにも適用されます。

両両面面印印刷刷

この機能を使うと、ページの両面に印刷できます。[両両面面印印刷刷]アイコンを繰り
返しクリックし、長辺とじ、短辺とじ、オフに変更できます。両面ユニットに
より、用紙を反転させて裏面への印刷が可能です。表紙と合紙の両面に印刷す
るには、[長長辺辺ととじじ]または [短短辺辺ととじじ]を選択する必要があります。

[長長辺辺ととじじ]
長辺を軸にして開くように見る場合に選択します。

[短短辺辺ととじじ]
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短辺を軸にして開くように見る場合に選択します。

ドキュメントが白紙ページを含み、印刷ジョブにそれらを含めたくない場合、
[PDL (ペペーージジ記記述述言言語語)] > [白白紙紙ペペーージジををススキキッッププ]で、[オオンン]を選択します。
印刷ジョブに白紙ページを含める場合は、[オオフフ]または [レレイイアアウウトト設設定定をを使使
用用]を選択します。
管理者は、[デデババイイスス設設定定] > [管管理理者者設設定定] > [ロロッックク設設定定]を選択し、[両両面面印印刷刷]
を選択することによって、すべてのジョブを両面に印刷できます。

[ロロッックク設設定定]を行う前に、[両両面面印印刷刷]をオンにしておく必要があります。[両両
面面印印刷刷]がオフのまま [ロロッックク設設定定]を行った場合、すべてのユーザーは [両両面面
印印刷刷]が使用できなくなります。
[両両面面印印刷刷]は [基基本本設設定定]タブにも表示されます。[簡簡単単設設定定]または [基基本本設設定定]
タブのどちらかで行った変更は、もう一方のタブにも適用されます。

ペペーージジ集集約約

[ペペーージジ集集約約]は、文書のレビューや用紙節約などの目的で 1枚の用紙に複数の
ページを印刷します。1枚の用紙に印刷するページが増えるため、ページサイ
ズが小さくなり読みやすさは低下します。[ペペーージジ集集約約]アイコンを繰り返しク
リックし、1枚の用紙に印刷するページ数を 2ページ、4ページ、またはオフ
に変更します。

この機能は、[レレイイアアウウトト]タブで、[ペペーージジ集集約約]としても表示されます。1
シートあたりのページ数を追加したり、ページの並べ方を設定したり、または
各ページの境界線を印刷したりできます。

[ペペーージジ集集約約]が選択されている場合、[レレイイアアウウトト]タブで [縮縮小小/拡拡大大]、[全全面面
印印刷刷]および [ポポススタターー印印刷刷]は使用できません。
ドキュメントが白紙ページを含み、印刷ジョブにそれらを含めたくない場合、
[PDL (ペペーージジ記記述述言言語語)] > [白白紙紙ペペーージジををススキキッッププ]で、[オオンン]を選択します。
印刷ジョブに白紙ページを含める場合は、 [オオフフ]または [レレイイアアウウトト設設定定をを使使
用用]を選択します。
[ロロッックク設設定定]を行う前に、[ペペーージジ集集約約]をオンにしておく必要があります。
[ペペーージジ集集約約]がオフのまま [ロロッックク設設定定]を行った場合、すべてのユーザーは
[ペペーージジ集集約約]が使用できなくなります。
管理者は、[デデババイイスス設設定定] > [管管理理者者設設定定] > [ロロッックク設設定定]の順に進み、[ペペーージジ
集集約約]を選択することによって、すべてのジョブをページ集約で印刷するよう
にできます。

エエココププリリンントト

この機能を使うと、印刷ジョブ内のテキスト、およびグラフィックス全体を薄
い濃度で印刷します。[エエココププリリンントト]は、印刷速度に影響しません。[エエココププ
リリンントト]アイコンをクリックし、オン/オフを切り替えます。
[エエココププリリンントト]は、[基基本本設設定定]タブと [印印刷刷品品質質]タブにも表示されます。[簡簡
単単設設定定]、[基基本本設設定定]、または [印印刷刷品品質質]タブのいずれかで行った変更は、他
の 2つのタブにも適用されます。
[ロロッックク設設定定]を行う前に、[エエココププリリンントト]をオンにしておく必要があります。
[エエココププリリンントト]がオフのまま [ロロッックク設設定定]を行った場合、すべてのユーザーは
[エエココププリリンントト]が使用できなくなります。
管理者は、[デデババイイスス設設定定] > [管管理理者者設設定定] > [ロロッックク設設定定]を選択し、[エエココププリリ
ンントト]を選択することによって、すべてのジョブを [エエココププリリンントト]モードで印
刷できます。
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スステテーーププルル

文書をステープルでとじて作成できます。[スステテーーププルル]アイコンをクリックし
て、印刷ジョブをステープルする ([オオンン])、しない ([オオフフ])を変更します。ス
テープルの追加機能は、[仕仕上上げげ]タブで選択できます。

パパンンチチ

この機能を使うと、印刷された用紙の端にパンチ穴をあけ、バインダーなどで
とじられるようにします。[パパンンチチ]アイコンをクリックして、印刷ジョブをパ
ンチする ([オオンン])、しない ([オオフフ])を変更します。パンチの追加機能は、[仕仕上上
げげ]タブで選択できます。

簡簡単単設設定定オオププシショョンンのの編編集集/追追加加
[簡簡単単設設定定]タブ上部のアイコンは、頻繁に使用する機能を表示するようにカス
タマイズできます。アイコンは 0 - 5個表示できます。 [簡簡単単設設定定]タブで [ププ
ロロフファァイイルル]のオプションだけを使用したい場合、すべてのアイコンをビュー
から削除できます。

参参考考: 管理者は、[デデババイイスス設設定定] > [管管理理者者設設定定]で [編編集集/追追加加ボボタタンンをを隠隠すす]
を選択することにより、[編編集集/追追加加]ボタンを非表示にすることができます。
アプリケーションの [印印刷刷]メニューからドライバー画面にアクセスした場合
は、[編編集集/追追加加]ボタンは表示されません。

簡簡単単設設定定オオププシショョンンをを選選択択すするる

1 オペレーティングシステムによって、次の手順で行います。

Windows 10、Windows 8.1およびWindows Server 2012 R2: [ススタターートト] >
[ココンントトロローールルパパネネルル] > [デデババイイススととププリリンンタターーのの表表示示]をクリックします。
Windows 8およびWindows Server 2012: [ココンントトロローールルパパネネルル] > [デデババイイスス
ととププリリンンタターーのの表表示示]を開きます。
Windows 7およびWindows Server 2008 R2: [ススタターートト] > [デデババイイススととププリリ
ンンタターー]をクリックします。
Windows VistaおよびWindows Server 2008: [ススタターートト] > [ココンントトロローールルパパ
ネネルル] > [ププリリンンタターー]をクリックします。

2 お使いのプリントデバイスの機種を右クリックし、[印印刷刷設設定定]をクリックしま
す。

3 [簡簡単単設設定定]タブを選択します。

4 [編編集集/追追加加]をクリックします。

5 [簡簡単単設設定定オオププシショョンンのの編編集集/追追加加]ダイアログボックスでは、次の操作を行え
ます。

[簡簡単単設設定定]タブに機能を追加するには、[利利用用可可能能なな機機能能]で機能を選択
し、矢印をクリックして [選選択択ししたた機機能能]に移動します。[選選択択ししたた機機能能]に
は最大 5つの機能を表示できます。
[簡簡単単設設定定]タブから機能を削除するには、[選選択択ししたた機機能能]で機能を選択
し、矢印をクリックして [利利用用可可能能なな機機能能]に移動します。[簡簡単単設設定定]タブ
で [ププリリンンタターーププロロフファァイイルル]のみを使用するには、すべての機能を [利利用用
可可能能なな機機能能]に移動します。
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上矢印または下矢印をクリックして、[選選択択ししたた機機能能]で各機能の位置を変
更します。一番上の機能は [簡簡単単設設定定]タブでは左側に表示されます。
リストを初期設定に戻すには、[標標準準にに戻戻すす]をクリックします。

6 [OK]をクリックして、設定内容を保存します。

ププロロフファァイイルル

この機能を使うと、プリンタードライバーの設定をプロファイルとして保存で
きます。[簡簡単単設設定定]タブと [印印刷刷設設定定]の各タブで各種設定を行い、それらをプ
ロファイルに保存して、印刷を行う際に一括で適用することができます。プロ
ファイルを使用すると、印刷ジョブごとに各種の印刷設定を繰り返す必要がな
く、同一の印刷設定を使う印刷ジョブの実行が簡単になります。[印印刷刷設設定定]で
は [名名前前をを付付けけてて保保存存]と [ププロロフファァイイルル]ボタンが各タブの下部に表示されま
す。

[初初期期設設定定]プロファイルも含めて、1つのドライバーに最大 26のプロファイ
ルを作成できます。[デデババイイスス設設定定] > [管管理理者者設設定定]で、[初初期期設設定定]プロファイ
ルを隠す選択ができます。[デデババイイスス設設定定]で行った設定は、プロファイルには
保存できません。

[初初期期設設定定]以外のプロファイルは、編集、削除、インポート、およびエクス
ポートすることができます。

ププロロフファァイイルルをを選選択択すするる

簡簡単単設設定定タタブブ

1 [簡簡単単設設定定]タブで、プロファイルを選択します。選択されたプロファイルの設
定内容が下の設定リストに表示されます。

2 [適適用用]をクリックします。

3 [OK]をクリックします。

ププロロフファァイイルルダダイイアアロロググボボッッククスス

1 [印印刷刷設設定定]画面の任意のタブで [ププロロフファァイイルル]をクリックします。

2 [ププロロフファァイイルル]ダイアログボックスで、プロファイルを選択します。選択され
たプロファイルの設定内容が下の設定リストに表示されます。

3 [適適用用]をクリックします。

4 [OK]をクリックします。

ププロロフファァイイルルをを保保存存すするる

[名名前前をを付付けけてて保保存存]ボボタタンン

1 [印印刷刷設設定定]を開き、すべての設定を行い、印刷ジョブ用の印刷オプションを設
定します。

2 任意のタブで、[名名前前をを付付けけてて保保存存]をクリックします。
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3 プロファイルを識別するため、[名名称称]を入力し、[アアイイココンン]を選択して、[ココ
メメンントト]を入力します。

4 [OK]をクリックしてプロファイルを保存します。

[ププロロフファァイイルル]ダイアログボックスと [簡簡単単設設定定]タブに新しく追加したプロ
ファイルが表示されます。

参参考考: プリンタードライバーを初期設定にリセットするには、[初初期期設設定定]プ
ロファイルを選択し、[適適用用]をクリックします。これにより、選択したプロ
ファイルの設定は消去されます。

[ププロロフファァイイルル]ボボタタンン

1 [印印刷刷設設定定]を開き、すべての設定を行い、印刷ジョブ用の印刷オプションを設
定します。

2 任意のタブで [ププロロフファァイイルル]をクリックします。

3 [追追加加]をクリックします。

4 プロファイルを識別するため、[名名称称]を入力し、[アアイイココンン]を選択して、[ココ
メメンントト]を入力します。

5 [OK]をクリックしてプロファイルを保存します。
新しく追加したプロファイルが、[ププロロフファァイイルル]ダイアログボックスに表示さ
れます。

6 [OK]をクリックしてダイアログボックスを閉じます。
新しく追加したプロファイルが、[簡簡単単設設定定]タブに表示されます。

参参考考: プリンタードライバーを初期設定にリセットするには、[初初期期設設定定]プ
ロファイルを選択し、[適適用用]をクリックします。これにより、選択したプロ
ファイルの設定は消去されます。

ププロロフファァイイルルをを編編集集すするる

1 いずれかのタブで [ププロロフファァイイルル]をクリックします。

2 [ププロロフファァイイルルのの選選択択]で、編集するプロファイルを選択し、[編編集集]をクリック
します。

3 [名名称称]、[アアイイココンン]、および[ココメメンントト]のオプションを編集できます。

4 [OK]をクリックして変更を保存します。
[ププロロフファァイイルル]ダイアログボックスと [簡簡単単設設定定]タブに、編集されたプロファ
イルが表示されます。

5 [適適用用]をクリックして、選択したプロファイルを現在の印刷ジョブで使用する
か、[OK]をクリックしてダイアログボックスを閉じます。
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ププロロフファァイイルルをを削削除除すするる

1 任意のタブで [ププロロフファァイイルル]をクリックします。

2 [ププロロフファァイイルルのの選選択択]で、削除するプロファイルを選択し、 [削削除除]をクリック
します。

3 削除を確認するボックスが表示されたら、確認して [ははいい]をクリックしま
す。

4 [閉閉じじるる]をクリックして [ププロロフファァイイルル]ダイアログボックスを閉じます。

ププロロフファァイイルルををイインンポポーートトすするる

1 任意のタブで [ププロロフファァイイルル] > [イインンポポーートト]をクリックします。

2 既存プロファイル (.KXP)を選択し、[開開くく]をクリックします。
インポートされたファイルの中に、既存のドライバーでは使用できないプロ
ファイル設定が含まれている場合は、メッセージが表示されます。プロファイ
ルをインポートするには [ははいい]を、インポートをキャンセルするには [いいいいええ]
をクリックします。

[ははいい]を選択すると、[ププロロフファァイイルル]ダイアログボックスに新しくインポート
したプロファイルが表示されます。

3 [適適用用]をクリックして、選択したプロファイルを現在の印刷ジョブで使用する
か、[OK]をクリックしてダイアログボックスを閉じます。
新しく追加したプロファイルが、[簡簡単単設設定定]タブに表示されます。

ププロロフファァイイルルををエエククススポポーートトすするる

1 任意のタブで [ププロロフファァイイルル]をクリックします。

2 [ププロロフファァイイルルのの選選択択]で、エクスポートするプロファイルを選択し、[エエククスス
ポポーートト]をクリックします。

3 [ププロロフファァイイルルののエエククススポポーートト]ダイアログボックスで、プロファイルに名前を
付けて保存します。

4 [OK]をクリックして [ププロロフファァイイルル]ダイアログボックスを閉じます。

アアププリリケケーーシショョンン別別のの印印刷刷設設定定

この機能を使うと、管理者は、プロファイルをアプリケーションと関連付け、
そのアプリケーションからのすべての印刷に同一のプロファイル設定を適用で
きます。これによりプロファイルが一層使いやすくなり、アプリケーションか
らの印刷の一貫性が保証されます。例えば、用紙を節約するために両面印刷プ
ロファイルをすべてのスプレッドシートに適用することや、Microsoft Wordに
よるレポート印刷に対して、同一のステープルや一貫した印刷品質を設定する
ことができます。

[アアププリリケケーーシショョンン別別のの印印刷刷設設定定]ダイアログボックス ([ププロロフファァイイルル]ダイア
ログボックスからアクセスできます)で、いつでもプロファイルとアプリケー
ションを関連付けることができます。最大 25のアプリケーション別の印刷設
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定を作成できます。アプリケーションを使用して印刷するには、[デデババイイスス設設
定定] > [管管理理者者設設定定] > [一一般般]で [アアププリリケケーーシショョンン別別のの印印刷刷設設定定をを有有効効ににすするる]
をクリックします。

クライアント/サーバー環境で、クライアント PCのユーザーはサーバー上の
アプリケーション印刷設定の詳細を確認できますが、設定の変更や別のプロ
ファイルの選択はできません。

管理者は、[デデババイイスス設設定定] > [管管理理者者設設定定] > [ロロッックク設設定定]を選択し、[アアププリリ
ケケーーシショョンン別別のの印印刷刷設設定定]を選択することによって、アプリケーションからの
すべてのジョブに関連付けられたプロファイル設定を適用できます。

アアププリリケケーーシショョンン印印刷刷設設定定をを追追加加すするる

1 いずれかのタブで [ププロロフファァイイルル]をクリックします。

2 [ププロロフファァイイルル]ダイアログボックスで、[アアププリリケケーーシショョンン]をクリックしま
す。

3 [アアププリリケケーーシショョンン別別のの印印刷刷設設定定]ダイアログボックスで [追追加加]をクリックしま
す。

4 [設設定定名名称称]テキストボックスに最大 15文字までの設定名称を入力します。

5 [アアププリリケケーーシショョンンをを選選択択ししててくくだだささいい]にて、次の方法でアプリケーションを
選択します。

[アアププリリケケーーシショョンン名名]を選択し、リストに登録されているアプリケーショ
ンを選択します。

[フファァイイルル名名]を選択し、印刷可能なアプリケーションの実行ファイル名
(.EXE)を入力するか、[参参照照]をクリックして PC上にあるファイルを参照
します。

6 [ププロロフファァイイルルをを選選択択ししててくくだだささいい]で、リストからプロファイルを選択しま
す。

7 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。

アアププリリケケーーシショョンン印印刷刷設設定定をを削削除除すするる

1 任意のタブで [ププロロフファァイイルル]をクリックします。

2 [ププロロフファァイイルル]ダイアログボックスで、[アアププリリケケーーシショョンン]をクリックしま
す。

3 [アアププリリケケーーシショョンン別別のの印印刷刷設設定定]ダイアログボックスで、削除するアプリケー
ション印刷設定を選択し、[削削除除]をクリックします。

4 削除を確認するボックスが表示されたら、確認して [OK]をクリックします。

5 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。
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アアププリリケケーーシショョンン印印刷刷設設定定をを編編集集すするる

1 いずれかのタブで [ププロロフファァイイルル]をクリックします。

2 [ププロロフファァイイルル]ダイアログボックスで、[アアププリリケケーーシショョンン]をクリックしま
す。

3 [アアププリリケケーーシショョンン別別のの印印刷刷設設定定]ダイアログボックスで、編集するアプリケー
ション印刷設定を選択し、[編編集集]をクリックします。

4 [アアププリリケケーーシショョンン印印刷刷設設定定のの編編集集]ダイアログボックスで、[設設定定名名称称]、[アアププ
リリケケーーシショョンンをを選選択択ししててくくだだささいい]または [ププロロフファァイイルルをを選選択択ししててくくだだささいい]
で設定を変更します。

5 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。
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5 基基本本設設定定

[基基本本設設定定]タブでは、最もよく使うプリンタードライバーの設定を指定できま
す。

元の設定に戻すには、[標標準準にに戻戻すす]をクリックします。[標標準準にに戻戻すす]ボタン
は、アプリケーションの [印印刷刷]ダイアログボックスからプリンタードライ
バーにアクセスした場合に表示されます。

出出力力用用紙紙ササイイズズ

この機能を使うと、文書を出力する用紙のサイズを選択できます。この設定を
使用する際は、 [原原稿稿ササイイズズ]の設定がアプリケーションで設定されている原
稿サイズと一致していることを確認してください。出力用紙サイズがアプリ
ケーションの原稿サイズと異なると、各ページは出力用紙サイズと一致させ
るために拡大または縮小されます。

カッコ内の数値 (%)は、原稿用紙サイズに対する出力用紙サイズの比率です。

原原稿稿ササイイズズ

この機能を使うと、アプリケーション内の原稿サイズを選択できます。選択す
ると、[出出力力用用紙紙ササイイズズ]リストは、原稿サイズに対する出力用紙サイズの比率
を示します。
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参参考考: 大きな用紙サイズ (A0, A1, A2, B1, B2, B3)が選択された場合、縮小・
拡大率は 20%未満となる場合があります。印刷結果は保証されないことを示
すメッセージが表示されます。[レレイイアアウウトト]タブの [ポポススタターー印印刷刷]機能は、
大きな用紙サイズでは使用できません。

標準サイズ以外の不定形サイズの用紙に印刷することもできます。カスタム用
紙サイズとして、[原原稿稿ササイイズズ]および [出出力力用用紙紙ササイイズズ]リストに保存しておく
と、後でそのサイズを選択できます。

[原原稿稿ササイイズズ]ダイアログボックスには、単位がインチまたはミリメートルで表
示されます。[デデババイイスス設設定定]からアクセスして、[ユユーーザザーー設設定定]ダイアログ
ボックスの [単単位位]設定を変更できます。

カカススタタムム用用紙紙ササイイズズをを作作成成すするる

1 [基基本本設設定定]タブで、[原原稿稿ササイイズズ]をクリックします。

2 [原原稿稿ササイイズズ]ダイアログボックスで、[新新規規]をクリックします。

3 [名名称称]ボックスに、デフォルトのカスタム名が表示されます。カスタム用紙サ
イズ名を入力します。

4 短辺および長辺の値を入力または選択します。入力した値が制限値を超えた場
合、値が自動的に制限値に調整されます。

5 完了したら、[追追加加]をクリックします。

6 [OK]をクリックして [原原稿稿ササイイズズ]ダイアログボックスを閉じます。

[出出力力用用紙紙ササイイズズ]のリストにカスタム用紙サイズが表示され、これは出力サイ
ズを拡大または縮小するために使用されます。

カカススタタムム用用紙紙ササイイズズをを削削除除すするる

1 [基基本本設設定定]タブで、[原原稿稿ササイイズズ]をクリックします。

2 [原原稿稿ササイイズズ]ダイアログボックスで、削除するカスタムサイズを選択します。

3 [削削除除]をクリックします。

4 [OK]をクリックして [原原稿稿ササイイズズ]ダイアログボックスを閉じます。

カカススタタムム用用紙紙ササイイズズをを使使用用ししてて印印刷刷すするる

1 カスタムサイズの用紙を [手手差差ししトトレレイイ]に入れます。

2 [基基本本設設定定]タブで、[出出力力用用紙紙ササイイズズ]リストのカスタム用紙サイズ名を選択し
ます。

3 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。
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用用紙紙種種類類

この機能を使うと、用紙種類を選択できます。選択した用紙が印刷ジョブに使
用されます。選択可能な用紙の種類は、[給給紙紙元元]の選択によって異なります。
デフォルト設定は [指指定定ななしし]に設定されており、給紙元が用紙切れとなって
も他の給紙元に切り替わりません。[自自動動選選択択]を選択した場合、プリントデバ
イスは指定と同一の種類とサイズの用紙が給紙されているカセットまたはトレ
イを選択します。

プリントデバイスからカスタム用紙種類名を表示できます。プリントデバイス
で名前が変更された場合は、新しい名前がデフォルト名に替わり表示されま
す。プリントデバイス名を表示するには、[デデババイイスス設設定定]の [自自動動設設定定]を使用
します。

OHPフィルム、ラベル紙、封筒などの用紙種類は、[手手差差ししトトレレイイ]から給紙
する必要があります。プリントデバイスの『使用説明書』の指示にしたがっ
て、用紙が正しく給紙されていることを確認してください。

参参考考: ダイアログボックスでは、[給給紙紙元元]と [用用紙紙種種類類]は異なる項目となっ
ていますが、[デデババイイスス設設定定] > [互互換換性性]の [給給紙紙元元リリスストトにに用用紙紙種種類類もも表表示示すす
るる]を使用すると、1項目として設定することができます。この場合、[基基本本設設
定定]タブの [用用紙紙種種類類]は使用できず、[給給紙紙元元]リストから用紙種類を選択しま
す。

給給紙紙元元

この機能を使うと、印刷ジョブに給紙するトレイまたはカセットを指定できま
す。デフォルト設定は [自自動動選選択択]で、プリントデバイスはアプリケーション
またはプリンタードライバーから要求されている用紙を検索します。印刷中に
選択したトレイまたはカセットが用紙切れとなった場合、プリントデバイスは
他の給紙元を選択し、印刷を続行します。

OHPフィルム、ラベル紙、封筒などの用紙種類は、[手手差差ししトトレレイイ]から給紙
する必要があります。プリントデバイスの『使用説明書』の指示にしたがっ
て、用紙が正しく給紙されていることを確認してください。

参参考考: ダイアログボックスでは、[給給紙紙元元]と [用用紙紙種種類類]は異なる項目となっ
ていますが、[デデババイイスス設設定定] > [互互換換性性]の [給給紙紙元元リリスストトにに用用紙紙種種類類もも表表示示すす
るる]を使用すると、1項目として設定することができます。この場合、[基基本本設設
定定]タブの [用用紙紙種種類類]は使用できず、[給給紙紙元元]リストから用紙種類を選択しま
す。

排排紙紙先先

印刷ジョブの出力先の排紙トレイを指定できます。

メメーールルボボッッククスス

オプションのメールボックスが装着され、[デデババイイスス設設定定]で選択されている場
合、７段あるメールボックストレイのいずれかに印刷ジョブを送信することが
できます。

メメーールルボボッッククススへへ印印刷刷ジジョョブブをを送送信信

メールボックストレイに印刷ジョブを送信できます。

1 [基基本本設設定定] > [排排紙紙先先]から、[メメーールルボボッッククスス (フフェェイイススダダウウンン)]を選択しま
す。
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2 [メメーールルボボッッククスス]ボタンをクリックします。

3 ダイアログボックスで、使用するメールボックストレイをリストから選択しま
す。

4 [OK]をクリックします。

部部数数

この機能を使うと、印刷する部数を指定できます。最大 999部まで設定でき
ます。

カカーーボボンンココピピーー

この機能を使うと、別のトレイやカセットから給紙した用紙を使用して追加の
印刷ができます。この機能は、例えば請求書のような文書を、異なるカラー用
紙または用紙の種類で印刷するときに便利です。カーボンコピーは、最大枚数
まで設定して印刷できます。

[拡拡張張機機能能]タブの [ププロロロローーググ/エエピピロローーググ]機能を使用して、各カーボンコ
ピーにロゴや見出しを追加できます。

[カカーーボボンンココピピーー]が選択されている場合、[一一括括ココピピーー]と、[レレイイアアウウトト]タブ
の [ブブッッククレレッットト]および [表表紙紙/合合紙紙]タブにあるすべての機能が利用できませ
ん。

[デデババイイスス設設定定] > [管管理理者者設設定定] > [Net Manager]で、 [Net Manager]が選択さ
れている場合、[カカーーボボンンココピピーー]は使用できません。

カカーーボボンンココピピーーをを印印刷刷すするる

1 [基基本本設設定定]タブで、給紙元と原稿の印刷部数を選択します。

2 カーボンコピーを行うために、各給紙元にカラー用紙など任意の種類の用紙を
セットします。

3 [カカーーボボンンココピピーー]チェックボックスを選択します。

4 [設設定定]をクリックします。

5 [カカーーボボンンココピピーー設設定定]ダイアログボックスで、各給紙元の印刷部数を選択しま
す。

すべての給紙元の印刷部数の合計が、[合合計計]に表示されます。

6 各カーボンコピーの [給給紙紙元元]、 [用用紙紙種種類類]、あるいは両方を選択します。

7 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。

一一括括ココピピーー

印刷ジョブをバッチに分けて印刷できるようにします。バッチごとの枚数を選
択することもできます。この機能を使用するためには、ストレージデバイスが
装着されている必要があります。
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設定したバッチリストは、印刷ジョブとして名前を付けて保存することができ
ます。これは、他のプリンターデバイスで同じ設定を使用する際に、エクス
ポートやインポートして使用できます。

それぞれのバッチに表紙を追加したり、必要に応じてジョブ名とタイトルを追
加して印刷することもできます。表紙は、本文とは違う用紙サイズ、用紙種
類、印刷の向きを選択することもできます。用紙サイズ、用紙種類、および給
紙元の設定は、[基基本本設設定定]タブの設定と異なっていてもかまいません。[デデババ
イイスス設設定定] > [管管理理者者設設定定]で、[ユユーーザザーー管管理理]または [部部門門管管理理]が選択されて
いる場合は、表紙を追加することはできません。

この機能を使用すると、[簡簡単単設設定定]および [基基本本設設定定]タブの [部部単単位位印印刷刷]が
自動的にオンに設定されます。[ククイイッッククココピピーー]を使用する場合は、ストレー
ジデバイスに保存されるバッチは 1つだけで、バッチの表紙は保存も印刷もさ
れません。

[一一括括ココピピーー]は、[PCL XL]または [PCL 5c]が PDLとして選択されている場
合に使用できます。この機能は、[部部数数]および [カカーーボボンンココピピーー]とは併用でき
ません。また、[一一括括ココピピーー]は、[Net Manager]との併用もできません。

一一括括ココピピーーでで印印刷刷すするる

1 [基基本本設設定定]タブで、[一一括括ココピピーー]を選択します。

2 [設設定定]をクリックします。

3 [一一括括ココピピーー設設定定]ダイアログボックスで、[新新規規]をクリックして、バッチをリ
ストに追加します。

4 [部部数数]には、選択されたバッチのコピー枚数を入力します。

5 すべてのバッチに表紙を追加するには、[一一括括ココピピーーのの表表紙紙をを印印刷刷]を選択し
て、表紙のオプションを選択します。

すべてのバッチの表紙にジョブ名を印刷したい場合は、[一一括括ココピピーーののジジョョ
ブブ名名]に任意の文字を入力します。
それぞれのバッチのタイトルを印刷したい場合は、[一一括括ココピピーーのの表表紙紙タタイイ
トトルル]に任意の文字を入力します。
[出出力力用用紙紙ササイイズズ]、[給給紙紙元元]、[用用紙紙種種類類]、および [印印刷刷のの向向きき]のオプショ
ンを選択します。設定内容を変更すると、変更による互換性を保つため、
他の選択も調整されることに注意してください。

6 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。

リストからバッチを選択し、[削削除除]をクリックするとバッチを削除できます。
[イインンポポーートト]をクリックすると、PCまたはネットワークから有効なバッチ
ファイル (.BCI)を検索してインポートできます。
[エエククススポポーートト]をクリックすると、PCまたはネットワークの任意の場所に、
設定したリスト(.BCI)を保存できます。保存されたリストは他のプリンタード
ライバーにインポートできます。

部部単単位位印印刷刷

この機能を使うと、複数部数の印刷で、印刷の順番を指定できます。
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[部部単単位位印印刷刷]アイコンをクリックし、[オオフフ]、[オオンン]、[オオンン (逆逆順順印印刷刷)]を切り
替えます。

[オオンン]を選択すると、印刷ジョブがプリントデバイスに送信された後、データ
はページイメージとしてプリントデバイスのメモリーに保存されます。残りの
ジョブは、保存されたデータから印刷されます。これにより、部数ごとにデー
タを複数回 PCからプリントデバイスに送信することなく、複数部数が印刷で
きます。

[オオンン]を選択すると、ドライバーは 1冊分を部数分印刷します (123、123)。
[オオフフ]を選択すると、ドライバーは各ページごとに部数分印刷します (111、
222)。例えば、[オオンン]を選択し、5ページの原稿を 3部出力する場合、1ペー
ジから 5ページまで連続して、3回印刷します。
アプリケーションの [部部単単位位印印刷刷]設定は自動的に無視され、プリンタードラ
イバーの設定が使用されます。アプリケーションの [部部単単位位印印刷刷]を使用する
には、[デデババイイスス設設定定]の [互互換換性性]ダイアログボックスで、[ドドラライイババーーのの部部単単
位位設設定定をを優優先先すするる]のチェックボックスをはずします。
[オオンン (逆逆順順印印刷刷)]を選択すると、印刷されたページは逆の順番で出力されます
(321、321)。[基基本本設設定定]タブの [排排紙紙先先]で、[ププリリンンタターーのの設設定定]が選択されて
いない場合に設定できます。

[部部単単位位印印刷刷]は [簡簡単単設設定定]タブにも表示されます。[簡簡単単設設定定]または [基基本本設設
定定]タブで行った変更は、もう一方のタブにも適用されます。

文文書書をを部部単単位位印印刷刷すするる

1 [基基本本設設定定]タブで、[部部単単位位印印刷刷]アイコンをクリックして、オン/オフを切り替
えます。

2 [部部数数]ボックスで、印刷ジョブの最終部数を入力するか数字を選択します。

3 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。

印印刷刷のの向向きき

この機能を使うと、印刷ジョブの用紙の向きを指定できます。[縦縦]、[横横]、[縦縦
(180°回回転転)]、[横横 (180°回回転転)]のいずれかのアイコンをクリックします。回転オ
プションを選択すると、印刷ジョブの向きが 180度回転します。
[印印刷刷のの向向きき]は、[簡簡単単設設定定]タブにも表示されます。[簡簡単単設設定定]または [基基本本
設設定定]タブのどちらかで行った変更は、もう一方のタブにも適用されます。

両両面面印印刷刷

ページの両面に印刷できます。両面ユニットにより、用紙を反転させて裏面へ
の印刷が可能です。表紙と合紙の両面に印刷するには、[長長辺辺ととじじ]または [短短
辺辺ととじじ]を選択する必要があります。

[長長辺辺ととじじ]
長辺を軸にして開くように見る場合に選択します。

[短短辺辺ととじじ]
短辺を軸にして開くように見る場合に選択します。
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長長辺辺ととじじ

短短辺辺ととじじ

ドキュメントが白紙ページを含み、印刷ジョブにそれらを含めたくない場合、
[PDL (ペペーージジ記記述述言言語語)] > [白白紙紙ペペーージジををススキキッッププ]で、[オオンン]を選択します。
印刷ジョブに白紙ページを含める場合は、[オオフフ]または [レレイイアアウウトト設設定定をを使使
用用]を選択します。
[両両面面印印刷刷]は [簡簡単単設設定定]タブにも表示されます。[簡簡単単設設定定]または [基基本本設設定定]
タブのどちらかで行った変更は、もう一方のタブにも適用されます。

管理者は、[デデババイイスス設設定定] > [管管理理者者設設定定] > [ロロッックク設設定定]を選択し、[両両面面印印刷刷]
を選択することによって、すべてのジョブを両面に印刷できます。

[ロロッックク設設定定]を行う前に、[両両面面印印刷刷]をオンにしておく必要があります。[両両
面面印印刷刷]がオフのまま [ロロッックク設設定定]を行った場合、すべてのユーザーは [両両面面
印印刷刷]が使用できなくなります。

両両面面印印刷刷モモーードドでで印印刷刷すするる

1 [基基本本設設定定]タブで、[長長辺辺ととじじ]または [短短辺辺ととじじ]いずれかのアイコンをクリッ
クします。

2 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。

カカララーー

使用可能なオプションは、次のとおりです。

[フフルルカカララーー]
このモードは、テキストやグラフィックを 4色でフルカラー印刷します。
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[エエココカカララーー]
[エエココカカララーー]が選択された場合、黒とグレースケールの印刷には黒トナー
のみが使用されます。

[白白黒黒]
このモードは、カラー設定を無効にして黒トナーのみで印刷します。

[2色色カカララーー]
このモードは、黒と他の色を組み合わせて 2色で印刷します。[印印刷刷品品質質]
タブで、色の組み合わせを選択できます。[2色色カカララーー]は、[PCL XL]また
は [PCL 5c]が、PDLとして選択されている場合に使用できます。

アイコンをクリックして、[フフルルカカララーー]、[エエココカカララーー]、[白白黒黒]、または [2色色
カカララーー]を選択します。
[カカララーー]は、[簡簡単単設設定定]タブと [印印刷刷品品質質]タブにも表示されます。[簡簡単単設設
定定]、[基基本本設設定定]、または [印印刷刷品品質質]タブで行った変更は、他のタブにも適用
されます。

管理者は、[デデババイイスス設設定定] > [管管理理者者設設定定] > [ロロッックク設設定定]を選択し、[白白黒黒モモーー
ドド]を選択することによって、すべてのジョブを黒トナーのみで印刷できま
す。

エエココププリリンントト

この機能を使うと、印刷ジョブ内の画像、テキスト、およびグラフィック全体
を、薄い濃度で印刷します。[エエココププリリンントト]は、印刷速度に影響しません。
[エエココププリリンントト]は、[簡簡単単設設定定]タブと [印印刷刷品品質質]タブにも表示されます。[簡簡
単単設設定定]、[基基本本設設定定]、または [印印刷刷品品質質]タブで行った変更は、他のタブにも
適用されます。

管理者は、[デデババイイスス設設定定] > [管管理理者者設設定定] > [ロロッックク設設定定]を選択し、[エエココププリリ
ンントト]を選択することによって、すべてのジョブを [エエココププリリンントト]モードで印
刷できます。

[ロロッックク設設定定]を行う前に、[エエココププリリンントト]をオンにしておく必要があります。
[エエココププリリンントト]がオフのまま [ロロッックク設設定定]を行った場合、すべてのユーザーは
[エエココププリリンントト]を利用できなくなります。

エエココププリリンントトをを選選択択すするる

1 [基基本本設設定定]タブで、オン/オフを切り替えます。[エエココププリリンントト]チェックボック
スをクリックします。

2 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。
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6 レレイイアアウウトト

[レレイイアアウウトト]タブで、元の文書のレイアウトを変更することなく、さまざまな
レイアウトで印刷できます。

元の設定に戻すには、[標標準準にに戻戻すす]をクリックします。[標標準準にに戻戻すす]ボタン
は、アプリケーションの [印印刷刷]ダイアログボックスからプリンタードライ
バーにアクセスした場合に表示されます。

ペペーージジ集集約約

この機能を使うと、文書のレビューや用紙節約などの目的で 1枚の用紙に複数
のページを印刷できます。1枚の用紙に印刷するページが増えるため、ページ
サイズが小さくなり読みやすさは低下します。[レレイイアアウウトト]タブから、各ペー
ジの境界線の印刷、およびページの並べ方の設定ができます。

この機能は、[簡簡単単設設定定]タブの [ペペーージジ集集約約]にも表示され、2ページ/シー
ト、4ページ/シート、またはオフを選択できます。
[ペペーージジ集集約約]が選択されている場合、[縮縮小小/拡拡大大]、[ポポススタターー印印刷刷]、[全全面面印印
刷刷]は使用できません。
ドキュメントが白紙ページを含み、印刷ジョブにそれらを含めたくない場合、
[PDL (ペペーージジ記記述述言言語語)] > [白白紙紙ペペーージジををススキキッッププ]で、[オオンン]を選択します。
印刷ジョブに白紙ページを含める場合は、 [オオフフ]または [レレイイアアウウトト設設定定をを使使
用用]を選択します。
[ロロッックク設設定定]を行う前に、[ペペーージジ集集約約]をオンにしておく必要があります。
[ペペーージジ集集約約]がオフのまま [ロロッックク設設定定]を行った場合、すべてのユーザーは
[ペペーージジ集集約約]が使用できなくなります。
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管理者は、[デデババイイスス設設定定] > [管管理理者者設設定定] > [ロロッックク設設定定]の順に進み、[ペペーージジ
集集約約]を選択することによって、すべてのジョブをページ集約で印刷するよう
にできます。

ペペーージジ集集約約印印刷刷すするる

1 [レレイイアアウウトト]タブで、[ペペーージジ集集約約]アイコンをクリックします。

2 [1シシーートトののペペーージジ数数]リストで、1枚の用紙に印刷するページ数を指定しま
す。

3 [レレイイアアウウトト (順順序序)]リストから、ページを並べる方向を選択します。

4 各ページの境界線を印刷するには [境境界界線線をを印印刷刷]をオンにします。

5 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。

縮縮小小/拡拡大大
テキストやグラフィックを含むページを拡大または縮小して印刷します。

また、とじしろ設定を選択すると、ステープルや穴あけを行うために、とじし
ろを拡大することができます。

[レレイイアアウウトト]タブの他のオプションが選択されている場合、[縮縮小小/拡拡大大]は使用
できません。

ペペーージジ内内ででのの縮縮小小/拡拡大大をを設設定定すするる

1 [レレイイアアウウトト]タブで、20～500%の範囲で比率を入力または選択します。

2 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。

ととじじししろろ

[ととじじししろろ]を増やすと、用紙左側および上側のマージン (余白)が拡大します。
[ととじじししろろ]は、印刷文書をステープルでとじたり、パンチを行ったりする際
に、読みやすくするためによく使用されます。印刷領域を右または下にずら
し、余白を広くとることができます(最大25.4mm)。
[ととじじししろろのの幅幅]には、単位がインチまたはミリメートルで表示されます。[デデ
ババイイスス設設定定]からアクセスして、[ユユーーザザーー設設定定]ダイアログボックスの [単単位位]
設定を変更できます。

参参考考: PDLとして、[PCL XL]、[PCL 5c]または [KPDL]が選択されている場
合、[ととじじししろろ]は、[仕仕上上げげ]タブで利用することができます。

ととじじししろろをを作作成成すするる

1 [レレイイアアウウトト]タブで、[ととじじししろろ設設定定]をクリックします。

2 [ととじじししろろのの幅幅]で、5.0から 25.4 mm (0.20から 1.00インチ)の範囲で値を入
力するか選択します。

[短短辺辺ととじじ (上上)]



レイアウト

プリンタードライバー 6-3

これを選択すると、ページ上部の外側のマージンを変更できます。

[長長辺辺ととじじ (左左)]
これを選択すると、ページ左側の外側のマージンを変更できます。

参参考考: [ととじじししろろ設設定定]が使用できるかどうかは、[基基本本設設定定]タブの [印印刷刷のの向向
きき]と [両両面面印印刷刷]の設定によって異なります。

3 印刷内容が用紙の端に寄りすぎる場合は、[ペペーージジにに合合わわせせてて縮縮小小すするる]を選択
します。印刷内容は用紙の端から離れ少しだけ縮小されます。

とじしろを増やしてもページからはみ出ない場合は [ペペーージジにに合合わわせせてて縮縮小小すす
るる]をオフにします。

4 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。

全全面面印印刷刷

この機能は、元の文書よりも大きいサイズの用紙に印刷することにより、余白
なしのフルページ印刷を可能にします。これにより、用紙の端を切り取ること
ができます。印刷後に文書を切り取ることで、トナーが文書の端まで完全にカ
バーしていることが確認できます。小冊子やポスター、その他マーケティング
文書の印刷が可能です。この機能を使うと、切り取りやズームを行うことがで
き、目的に合わせた本格的な文書を仕上げることが可能です。

トンボ印刷を使用し、文書の端を切り取ることができます。トンボ印刷は、文
書の周りを正確かつ均一に切るのに役立ちます。アイコンをクリックして、
[ななしし]、[角角トトンンボボ]、[枠枠線線]、[オオフフ]に変更できます。

[ななしし]
トンボを印刷しない。

[角角トトンンボボ]
トンボがページの四角に印刷されるため、左右に線を合わせページを正確
に切ることができます。

[枠枠線線]
原稿サイズに合わせて、細くて黒い枠線を作成します。文書の余分な部分
をこの枠線に沿って切り取ることができます。

[全全面面印印刷刷]が選択されている場合、[レレイイアアウウトト]タブのその他の機能と [仕仕上上
げげ]タブ ( [仕仕分分けけ]を除く)および [表表紙紙/合合紙紙]タブのすべての機能は使用でき
ません。

[全全面面印印刷刷]が選択されている場合、印刷サイズと用紙サイズの組み合わせにか
かわらず、[縮縮小小/拡拡大大]は 100%に固定されます。
[基基本本設設定定]タブの [用用紙紙ササイイズズ]が原稿サイズより大きいことを確認します。例
えば、[全全面面印印刷刷]が選択されている状態で、[基基本本設設定定]タブで [出出力力用用紙紙ササイイ
ズズ] > [レレタターー]、[原原稿稿ササイイズズ] > [Envelope #10]を選択している場合、印刷後に
切り取る空白スペースができます。

全全面面印印刷刷でで印印刷刷すするる

用紙の端まで印刷できます。

1 [レレイイアアウウトト]タブの [全全面面印印刷刷]で、アイコンをクリックし、[ななしし]、[角角トトンン
ボボ]、[枠枠線線]のいずれかを選択します。

2 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。
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ポポススタターー印印刷刷

この機能を使うと、プリントデバイスで印刷可能な用紙サイズより大きなサイ
ズの文書を印刷できます。元の大きさの最大 25倍までの大きさの、ポスター
やバナーを印刷できます。ポスター文書は分割されて複数枚の用紙に印刷さ
れ、ポスター設定の機能を使って再びこれらの用紙を集めることにより、簡単
にポスターを作成できます。

[ポポススタターー印印刷刷]が選択されている場合、[レレイイアアウウトト]タブの他のオプションは
選択できません。

[分分割割ペペーージジ数数]を使用して、元の文書サイズに対応するポスターのサイズを選
択します。各オプションには印刷されるページ数と最大ポスターサイズが表示
されます。

[分分割割ペペーージジ数数]には、単位がインチまたはミリメートルで表示されます。[デデ
ババイイスス設設定定]からアクセスして、[ユユーーザザーー設設定定]ダイアログボックスの [単単位位]
設定を変更できます。

印刷されたポスター用紙をどのようにつなぎ合わせるのかを見るには、ポス
ター設定を選択後、[印印刷刷条条件件]を選択してテスト印刷を行います。

[ポポススタターー印印刷刷]
指定した枚数に実際に分割して印刷します。

[テテスストト印印刷刷]
すべてのポスターページを 1枚の用紙に印刷して、どのように仕上がるの
か表示します。

[ポポススタターー印印刷刷 +テテスストト印印刷刷]
すべてのポスター用紙の印刷 (ポスター印刷)と 1枚のテスト印刷の両方が
実行されます。

[ポポススタターー設設定定]を使用して、ポスターの作成に最も便利なように、任意の組み
合わせでオプションを選択します。これらのオプションは、ポスター印刷され
た用紙に、ページの裁ち落としやページのつなぎ合わせに便利なガイドライン
を印刷します。

[ののりりししろろ幅幅]
隣り合う用紙の端をオーバーラップさせて印刷する機能です。このように
端をオーバーラップさせて印刷すると、ポスターの見栄えがよくなりま
す。チェックボックスをオンにして、のりしろ幅を 0.0から 30.4 mm (0.00
から 1.20インチ)の範囲で入力または選択します。この機能を使用する
と、最終的なポスターのサイズが少し小さくなります。

[枠枠線線をを印印刷刷]
ポスター用紙の端を示す枠線を印刷します。用紙をつなぎ合わせる前に、
枠線から外側を切り落としてください。これによって、隣り合う用紙どう
しの印刷内容が正確につながります。

[つつななぎぎ目目のの番番号号をを印印刷刷]
各用紙の端に番号を印刷し、隣り合う用紙と用紙を番号で合わせます。同
じ番号の用紙の端を重ね合わせて完成させます。

ポポススタターーをを印印刷刷すするる

1 [レレイイアアウウトト]タブで、[ポポススタターー印印刷刷]アイコンをクリックします。

2 [分分割割ペペーージジ数数]でポスターのサイズを選択します。各オプションには仕上がり
を 1枚の用紙に収めるため分割する枚数が記されています。
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3 [印印刷刷条条件件]では、仕上がり印刷条件のオプションを 1つ選択します。

4 [ポポススタターー設設定定]をクリックして、任意の組み合わせでオプションを選択しま
す。これらのオプションによって、ポスターを作成するためのより詳細な設定
が行えます。

5 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。

ブブッッククレレッットト印印刷刷

1枚の用紙に 2ページのレイアウトで両面印刷を行うことができます。ブック
レットは、用紙の中央で 2つに折りたたんでとじることができます。折りたた
んだブックレットは、選択した用紙の半分のサイズになります。

[ブブッッククレレッットト設設定定]ダイアログボックスで、ブックレット印刷のオプションを
設定できます。

[レレイイアアウウトト]では、ブックレット印刷のレイアウトを設定する方法を選択でき
ます。

[ドドラライイババーー側側でで作作成成]
ページの順序や 1枚あたりのページ数設定を、ドライバー設定を使って行
います。アプリケーションで、ブックレット印刷のレイアウトが作成され
ていない場合に、このオプションを選択します。

[アアププリリケケーーシショョンン側側でで作作成成]
ページの順序や 1枚あたりのページ数設定を、アプリケーション設定を
使って行います。アプリケーションで、ブックレット印刷のレイアウトが
作成されている場合、このオプションを選択します。

[中中ととじじ・・折折りり設設定定]では、ステープルまたはブックレット (中折り)を選択でき
ます。中折りユニットを装着している場合、このオプションを使用できます。

[ななしし]
ステープルおよび中折りをせずにブックレット印刷をします。

[中中ととじじ]
ブックレット印刷をし、ステープルおよび中折りをします。

[折折りりののみみ]
ブックレット印刷をし、ステープルせずに中折りをします。リストから、
中折りするシートの枚数を選択します。選択すると、[仕仕上上げげ]タブの [2つつ
折折りり]機能が自動的に選択されます。

[ブブッッククレレッットト印印刷刷]を選択した場合は、[レレイイアアウウトト]タブの他のオプションは
選択できません。

ブックレットの表紙には別の給紙元を選択できます。ブックレットに表紙を含
めるには、[表表紙紙/合合紙紙]タブで、[表表紙紙付付けけ]を選択します。
ドキュメントが白紙ページを含み、印刷ジョブにそれらを含めたくない場合、
[PDL (ペペーージジ記記述述言言語語)] > [白白紙紙ペペーージジををススキキッッププ]で、[オオンン]を選択します。
印刷ジョブに白紙ページを含める場合は、 [オオフフ]または [レレイイアアウウトト設設定定をを使使
用用]を選択します。

ブブッッククレレッットトをを印印刷刷すするる

1 [レレイイアアウウトト]タブで、次の2つのとじオプションのいずれかのアイコンをク
リックします。

[左左ととじじ]
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左から右に読む文書を印刷する場合に選択します。

[右右ととじじ]
右から左に読む文書を印刷する場合に選択します。

2 追加オプションを設定するには、[ブブッッククレレッットト設設定定]をクリックします。

3 [ブブッッククレレッットト設設定定]ダイアログボックスで、使用できる [レレイイアアウウトト]オプショ
ンから選択し、[OK]をクリックします。

4 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。
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7 仕仕上上げげ

[仕仕上上げげ]タブでは、印刷ジョブの仕分け、2つ折りや 3つ折り、文書中の異な
る 2つのページサイズの端揃え、とじしろの作成、ステープルやパンチ穴の作
成など、文書の仕上がりを指定できます。

元の設定に戻すには、[標標準準にに戻戻すす]をクリックします。これにより、[基基本本設設
定定]タブの [排排紙紙先先]も元に戻ります。[標標準準にに戻戻すす]ボタンは、アプリケーショ
ンの [印印刷刷]ダイアログボックスからプリンタードライバーにアクセスした場
合に表示されます。

仕仕分分けけ

[仕仕分分けけ]機能は、印刷出力された複数ジョブを、他と仕分けできるように積み
重ねて排紙します。

参参考考: [仕仕分分けけ]は、[ととじじ指指定定]または [スステテーーププルル]機能と同時に使用できま
せん。

振振りり分分けけ

[振振りり分分けけ]機能は、印刷された文書を排紙トレイ上で一部ごとに互い違いにず
らして出力します。

振り分けを効果的に使用するために、同じプリントデバイスを使用するすべて
のユーザーは、[振振りり分分けけ]をデフォルト設定として選択しておく必要がありま
す。
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[振振りり分分けけ]機能を使用するには、[デデババイイスス設設定定]の [使使用用ででききるるオオププシショョンン]で
フィニッシャーを選択しておく必要があります。[スステテーーププルル]や [ととじじ指指定定]機
能とは併用できません。

振振りり分分けけ

1 [仕仕上上げげ] > [仕仕分分けけ]で、[振振りり分分けけ]アイコンをクリックします。

2 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。

回回転転ソソーートト

[回回転転ソソーートト]は、印刷した文書を90度回転した状態で排紙します。本体側で、
[ジジョョブブごごととのの文文書書仕仕分分けけ]が [設設定定すするる]に設定されている場合、プリンタード
ライバーの [回回転転ソソーートト]設定は無視されます。
この機能を使用するには、次の点に注意してください。

用紙サイズの選択は、[Letter]、[A4]、[16K]、または [B5 (JIS)]に限定さ
れます。

選択した用紙サイズは 2つの給紙元に、縦向きと横向きで給紙される必要
があります。

印刷ジョブは複数のページを含んでおり、また複数の部数の印刷が指定さ
れている必要があります。

回回転転ソソーートト

1 [基基本本設設定定] > [排排紙紙先先]で、[ププリリンンタターーのの設設定定]を選択します。

2 印刷部数を 2部以上設定します。

3 [仕仕上上げげ] > [仕仕分分けけ]で、[回回転転ソソーートト]アイコンをクリックします。

4 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。

3つつ折折りり
[3つつ折折りり]機能は、カタログやパンフレットのような3つ折りの文書を作成で
きます。用紙サイズは、A4および Letterの用紙が使用できます。用紙の内側
に印刷するか、外側に印刷するかを選択できます。折り方を選択できます。
出力されるページ数の選択もできます。

中折りトレイを装着している場合に、この機能を使用できます。

3つつ折折りり印印刷刷すするる

1 [基基本本設設定定]タブの [排排紙紙先先]で、[ププリリンンタターーのの設設定定]または [中中折折りりトトレレイイ]を
選択します。

2 [仕仕上上げげ]タブで、[3つつ折折りり]アイコンをクリックします。

3 [印印刷刷面面]で、2つのオプションのいずれかを選択します。

[内内側側]
折った用紙の内側に印刷するオプションです。
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[外外側側]
折った用紙の外側に印刷するオプションです。

4 [折折りり方方]で、使用可能なオプションから選択します。
[左左→右右 /上上→下下]
このオプションを選択すると、縦向き原稿では上側を先に折り、次に下側
を折ります。横向き原稿では左側を先に折り、次に右側を折ります。

[右右→左左 /下下→上上]
このオプションを選択すると、縦向き原稿では下側を先に折り、次に上側
を折ります。横向き原稿では右側を先に折り、次に左側を折ります。

5 [折折りりのの枚枚数数]で、3つ折りする枚数 (最大 5枚まで)を選択してください。

6 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。

2つつ折折りり
[2つつ折折りり]機能は、カタログやパンフレットのような2つ折りの文書を作成で
きます。用紙サイズは、Letter、Legal、Ledger、A3、A4、B4、Oficio II、8K
の用紙が使用できます。用紙の外側に印刷されます。出力されるページ数の
選択もできます。

中折りトレイを装着している場合に、この機能を使用できます。

2つつ折折りり印印刷刷すするる

1 [基基本本設設定定]タブの [排排紙紙先先]で、[ププリリンンタターーのの設設定定]または [中中折折りりトトレレイイ]を
選択します。

2 [仕仕上上げげ]タブで、[2つつ折折りり]アイコンをクリックします。

3 [折折りりのの枚枚数数]で、2つ折りする枚数 (最大 5枚まで)を選択してください。

4 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。

ととじじ指指定定

[ととじじ指指定定]は、文書に含まれる異なる 2つのページサイズの端を揃えます。例
えば、A4サイズページの長辺を A3サイズページの短辺に揃えたり、Letterサ
イズページの短辺を Legalサイズページの短辺に揃えたりします。[ととじじ指指定定]
は、ステープル機能やパンチ機能と同時に使用可能です。

ページによって用紙サイズが異なる文書を、位置決めしてステープルできま
す。また、[ととじじ指指定定]を使用しないで用紙サイズの混在した文書を印刷する
と、ステープルの位置は給紙カセットの用紙サイズの設定 (縦または横)に
よって決まります。

[ととじじ指指定定]は、[スステテーーププルル]が選択された時、自動的に設定されます。[ととじじ
指指定定]の初期設定は、用紙サイズと [スステテーーププルル]の設定によって決まります。
[ととじじ指指定定]の設定は必要に応じて変更できます。
[ととじじ指指定定]を選択すると、[基基本本設設定定]タブにある [印印刷刷のの向向きき]機能の縦 (180°
回転)と横 (180°回転)回転などの機能が使用できなくなります。[ととじじ指指定定]
は、[ブブッッククレレッットト印印刷刷]または [ポポススタターー]機能と同時に使用できません。
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ととじじ指指定定ののオオププシショョンン

用用紙紙ササイイズズのの組組みみ合合わわせせ

[ととじじ指指定定]は、次の用紙サイズの組み合わせで使用できます。
[A4]と [A3] (210 x 297 mmと297 x 420 mm)
[B5 (JIS)]と [B4] (182 x 257 mmと257 x 364 mm)
[Letter]と [Legal] (8.5 x 11インチと 8.5 x 14インチ)
[Letter]と [Ledger] (8.5 x 11インチと11 x 17インチ)
[16K]と [8K] (197 x 273 mmと273 x 394 mm)

位位置置ののオオププシショョンン

[ととじじ方方向向]下の設定で、仕上げのページのとじ方法を指定できます。その他の
位置は [設設定定内内容容]ダイアログボックスで設定できます。使用可能なオプショ
ンは、[出出力力用用紙紙ササイイズズ]、[印印刷刷のの向向きき]、[ブブッッククレレッットト印印刷刷]、および [ペペーージジ
集集約約]の設定によって異なります。[イインンデデッッククスス紙紙]機能が使用されている場
合、長辺とじだけが使用可能です。

[ととじじ指指定定]と一緒に [スステテーーププルル]と [パパンンチチ]の位置が選択されている場合、
下のオーバービューに、現在選択されている位置がカラーの線で示されたペー
ジ画像が表示されます。[スステテーーププルル]オプションが使用されている場合、選択
した [ととじじ指指定定]によってステープルの位置が決まります。この画像を使用し
て、選択した [ととじじ指指定定]、[スステテーーププルル]、および [パパンンチチ]の位置を確認できま
す。

設設定定内内容容

[ととじじ方方向向]リストで、[ユユーーザザーー定定義義]を選択して [設設定定内内容容]ダイアログボック
スを開きます。

[設設定定内内容容]ダイアログボックスの図は、ページ揃えを視覚的に確認するのに便
利です。違うサイズの用紙を揃える場合に最も適した設定を選択してくださ
い。

上の 2つの設定 [(A4/Letter)]は、ページ指定のサイズが小さい用紙向けで
す。

次の 2つの設定 [(A3/Legal/Ledger)]は、ページ指定のサイズが大きい用紙
向けです。

設定内容を変更すると、変更による互換性を保つため他の選択も調整されるこ
とに注意してください。

ととじじ指指定定をを設設定定すするる

1 [基基本本設設定定]タブで、[出出力力用用紙紙ササイイズズ]と [原原稿稿ササイイズズ]を設定します。

2 [基基本本設設定定] > [給給紙紙元元]から、[自自動動選選択択]を選択します。

3 [仕仕上上げげ]タブで、[ととじじ指指定定]アイコンをクリックします。

4 [ととじじ方方向向]リストで、使用できるオプションから選択するか、[ユユーーザザーー定定義義]
を選択し、[設設定定内内容容]ダイアログボックスのオプションを選択します。

5 [OK]をクリックして [印印刷刷]ダイアログボックスに戻ります。

6 各サイズの用紙を、それぞれの給紙カセットにセットします。例えば、揃える
側の辺の長さが 297 mmの場合は、A4および A3サイズの用紙、 8.5インチの
場合は Letterおよび Legalサイズの用紙を使用できます。
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7 アプリケーションの [印印刷刷]ダイアログボックスで、[OK]をクリックして印刷
を開始します。

プリントデバイスで使用できない原稿サイズまたは方向 (短辺とじまたは長辺
とじ)を指定した場合、プリントデバイスの操作パネルに、正しい方向で適切
なサイズの用紙をセットするようメッセージが表示されます。

ととじじししろろ

[ととじじししろろ]を増やすと、用紙左側および上側のマージン (余白)が拡大します。
[ととじじししろろ]は文書の読みやすさを向上するため、印刷文書をステープルでとじ
たり、パンチを行ったりする場合に使用します。印刷領域を右または下にず
らし、余白を広くとることができます(最大25.4mm)。
[ととじじししろろのの幅幅]には、単位がインチまたはミリメートルで表示されます。 [デデ
ババイイスス設設定定]からアクセスして、[ユユーーザザーー設設定定]ダイアログボックスの [単単位位]
設定を変更できます。

参参考考: PDLとして [PDF]が選択された場合、[レレイイアアウウトト]タブで [ととじじししろろ]
が使用できます。

ととじじししろろをを作作成成すするる

1 [仕仕上上げげ]タブで [ととじじししろろ設設定定]を選択します。

2 [ととじじししろろのの幅幅]で、5.0から 25.4 mm (0.20から 1.00インチ)の範囲で値を入
力するか選択します。

[短短辺辺ととじじ (上上)]
これを選択すると、ページ上部の外側のマージンを変更できます。

[長長辺辺ととじじ (左左)]
これを選択すると、ページ左側の外側のマージンを変更できます。

参参考考: [ととじじししろろ設設定定]で指定できる設定は、[ととじじ指指定定]の設定や [基基本本設設定定]
タブの [印印刷刷のの向向きき]と [両両面面印印刷刷]の設定によって異なります。

3 印刷内容が用紙の端に寄りすぎる場合は、[ペペーージジにに合合わわせせてて縮縮小小すするる]をオン
にします。印刷内容は用紙の端から離れ少しだけ縮小されます。

とじしろを増やしてもページからはみ出ない場合は [ペペーージジにに合合わわせせてて縮縮小小すす
るる]をオフにします。

4 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。

スステテーーププルル

文書をステープルでとじて作成できます。[デデババイイスス設設定定] > [使使用用ででききるるオオププ
シショョンン]で、フィニッシャーを選択します。[スステテーーププルル]機能を選択すると [仕仕
分分けけ]は使用できません。最大の用紙枚数は、選択した出力用紙サイズの設定
によって異なります。[ととじじししろろ設設定定]では、ステープルの位置に応じて、上お
よび左マージンを増やすことができます。

[スステテーーププルル]と [仕仕分分けけ]機能は同時に使用できません。
[基基本本設設定定]タブで [排排紙紙先先]として [ププリリンンタターーのの設設定定]が指定されている場
合、[仕仕上上げげ]タブのオプションを選択すると、排紙先は仕上げオプションと互
換性を保つため、自動選択となります。排紙先は、選択された仕上げオプショ
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ンをサポートする、最初に使用可能な出力トレイに自動的に変更されます。
[仕仕上上げげ]オプションが変更されても、[排排紙紙先先]の選択には影響はありません。
[ととじじ指指定定]は、[スステテーーププルル]が選択されていると、自動的に設定されます。
[ととじじ指指定定]の初期設定は、用紙サイズと [スステテーーププルル]の設定によって決まりま
す。[ととじじ指指定定]の設定は必要に応じて変更できます。
[スステテーーププルル]は、[簡簡単単設設定定]タブで、[オオンン]と [オオフフ]を切り替えられます。

参参考考: ページによって用紙サイズが異なる文書を、ステープルして出力する
と、ステープルの位置がずれる場合があります。その場合は、[ととじじ指指定定] >
[設設定定内内容容]でそれぞれの用紙サイズに合ったとじ指定の位置を選択してくだ
さい。

文文書書ををスステテーーププルルすするる

1 [仕仕上上げげ]タブで、[スステテーーププルル]アイコンをクリックします。

2 使用可能なオプションから位置を選択します。位置は、[ととじじ指指定定]の設定に
よって異なり、文書に応じてステープルの位置を指定できます。

中折りユニットがインストールされていて、[レレイイアアウウトト]タブで、ブックレッ
トが選択されると、[中中ととじじ]が自動的に選択されます。文書がブックレット形
式で印刷され、中折りされ、さらにステープルで 2箇所がとじられます。

3 [スステテーーププルル枚枚数数]からステープルするページ数を選択するか、[全全ペペーージジ]を選
択して、全ページをステープルします。

4 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。

パパンンチチ

[パパンンチチ]機能は、印刷された用紙の端にパンチ穴をあけ、バインダーなどでと
じられるようにします。

[パパンンチチ]は、[デデババイイスス設設定定]の [使使用用ででききるるオオププシショョンン]で、[パパンンチチ]機能をサ
ポートするオプションフィニッシャーが選択されている場合に有効です。[使使
用用ででききるるオオププシショョンン]の一覧に青色で表示されているフィニッシャーのチェッ
クボックスをオンにすると、[パパンンチチユユニニッットト設設定定]ダイアログボックスが表示
されます。デバイスのリストがすでにオンになっている場合、オプションをダ
ブルクリックすると、[パパンンチチユユニニッットト設設定定]ダイアログボックスが表示されま
す。

[パパンンチチ]は、[レレイイアアウウトト]タブで [ブブッッククレレッットト]がオンになっている場合は使
用できません。

[ととじじ指指定定]の選択は、[仕仕上上げげ]タブで他の機能を選択する前に行ってくださ
い。[ととじじ指指定定]を最後に指定すると、その前に [パパンンチチ]で行った設定が変更さ
れる場合があります。

参参考考: ページによって用紙サイズが異なる文書を、パンチして出力すると、
パンチの位置がずれる場合があります。その場合は、[ととじじ指指定定] > [設設定定内内容容]
でそれぞれの用紙サイズに合ったとじ指定の位置を選択してください。

印印刷刷ジジョョブブのの実実行行時時ににパパンンチチ穴穴ををああけけるる

1 [仕仕上上げげ]タブで、[パパンンチチ]アイコンをクリックし、[オオフフ]を選択するか、[2
穴穴]を選択します。
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[パパンンチチ]の位置は [ととじじ指指定定]の設定によって異なります。

2 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。
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8 印印刷刷品品質質

[印印刷刷品品質質]タブで、印刷の品質やカラーモードなどを設定できます。
元の設定に戻すには、[標標準準にに戻戻すす]をクリックします。[標標準準にに戻戻すす]ボタン
は、アプリケーションの [印印刷刷]ダイアログボックスからプリンタードライ
バーにアクセスした場合に表示されます。

印印刷刷品品質質ととカカススタタムム品品質質

[印印刷刷品品質質]では、印刷ジョブの解像度を設定できます。解像度とは、印刷さ
れるテキストや画像の画質や鮮明度を、1インチあたりのドット数 (dpi)で表
したものです。 [カカススタタムム品品質質のの設設定定]では、より精度の高い解像度を印刷
ジョブに設定できます。

印印刷刷品品質質のの選選択択

[印印刷刷品品質質]タブで、リストから [品品質質設設定定]を選択します。
[高高品品質質]、[標標準準]
印刷の解像度を高と低のどちらで印刷するかを選択します。[標標準準]は、
[PDL (ペペーージジ記記述述言言語語)]ダイアログボックスで [PCL 5c]が選択されている
場合は使用できません。

[ユユーーザザーー定定義義]
[ユユーーザザーー定定義義]をクリックすると、[カカススタタムム品品質質のの設設定定]ダイアログボッ
クスを開きます。[解解像像度度]を、[1200 dpi]または [600 dpi]に設定できます
(PCL 5cでは使用できません)。[KIR (ススムムーージジンンググ)]は、テキストおよびベ
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クトルグラフィックの輪郭を滑らかにする機能で、[オオンン]または [オオフフ]に
設定できます。

これらすべての選択で [エエココププリリンントト]を選択できます。[エエココププリリンントト]を選択
した場合、節約するトナー量をリストから選択できます。

印印刷刷品品質質をを選選択択すするる

1 [印印刷刷品品質質] > [品品質質設設定定]で、リストから印刷品質を選択します。

2 以下を選択します。

[ユユーーザザーー定定義義]
[エエココププリリンントト]を選択できます。
[ユユーーザザーー定定義義] > [カカススタタムム品品質質のの設設定定]
[解解像像度度]を設定できます。
これら両方の選択で、[エエココププリリンントト]あるいは [光光沢沢モモーードド]を選択できま
す。[エエココププリリンントト]と [光光沢沢モモーードド]は同時に使用できません。[エエココププリリンン
トト]を選択した場合、節約するトナー量をリストから選択できます。
[KIR (ススムムーージジンンググ)]は、テキストおよびベクトルグラフィックの輪郭を滑
らかにする機能で、[オオンン]または [オオフフ]に設定できます。

3 [OK]をクリックします。

トトララッッピピンンググ

カラー印刷では、カラートナーは同一ページに各色別々に印刷されます。カ
ラー画像は、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの各色に分解された領域
から構成されます。高品質のカラー画像を生成するためには、これらの色分
解された領域を厳密に配置する (レジストレーションと言います)ことが必要
です。印刷中に用紙が給紙される際、わずかに位置がずれる場合がありま
す。ごくわずかな位置ずれであっても、カラー画像では目に見える色ずれと
なって現れる場合があります。カラートラッピングを行うと、各色領域の境
界を微細に重ね合わせることにより、この色ずれを補正できます。

参参考考: [PCL 5c]が PDLとして選択されている場合、トラッピングは使用で
きません。

トトララッッピピンンググ値値をを設設定定すするる

1 [印印刷刷品品質質] > [トトララッッピピンンググ]で、色を重ね合わせる幅を画素数 (ピクセル)で選
択します。

[低低]、0.5ピクセルのトラッピング
[中中間間]、1.0ピクセルのトラッピング
[高高]、1.5ピクセルのトラッピング
[最最大大]、2.0ピクセルのトラッピング

2 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。



印刷品質

操作手順書8-3

フフォォンントト詳詳細細設設定定

フォントは、書体デザインの同じ文字や記号などの一そろいを含むデータファ
イルです。フォントの一般的な用語は次のとおりです。

ビットマップフォントとは対照的に、アアウウトトラライインンフフォォンントトは、数学的な
線および曲線として定義されます。アウトラインフォントは、（ポイント
サイズにかかわらず、ゆがみなく表示および印刷が可能なため）ビット
マップフォントと異なり任意に拡大縮小が可能です。

[ビビッットトママッッププフフォォンントト]は、各文字をピクセル（画像を構成する最小単位
のドット）の組み合わせで表現するフォントです。ビットマップフォント
は、拡大または縮小を行うと、ゆがみが発生します。

[ネネイイテティィブブフフォォンントト]は、PCのオペレーティングシステムにインストール
されている、基本的なフォントです。TrueTypeフォントは、Microsoft
Windowsで使用されるネイティブフォントです。
[TrueTypeフフォォンントト]は、拡大縮小可能なアウトラインフォントの 1つで
す。TrueTypeは、Microsoft Windowsで最も多用されて来た汎用的なフォ
ント形式です。

[シシスステテムムフフォォンントト]は、オペレーティングシステムで使用される基本の
フォントです。システムフォントは通常、アプリケーションインターフェ
イス、または一般的なフォントダイアログボックスを介して使用されま
す。

デデババイイススフフォォンントトは、プリントデバイスメモリーに恒久的または一時的に
保存されています。

フフォォンントト詳詳細細設設定定オオププシショョンン

[フフォォンントト詳詳細細設設定定]ダイアログボックスでは、TrueTypeフォントのプリント
デバイスへの送信方法を選択します。選択した方法は、印刷ジョブの速度と品
質に影響を与えます。

[TrueTypeフフォォンントトををアアウウトトラライインンフフォォンントトととししててダダウウンンロローードド]
この方法は、複数の異なるフォントやフォントサイズを使用する大きな文
書や印刷ジョブに最適です。この設定の最適化機能により印刷の速度も速
くなります。同じフォントデータを繰り返しプリントデバイスに送信する
回数が減ることによって印刷速度が速くなります。日本語、中国語、韓国
語などのアジア言語は、これらの特定のフォントに対して大量の情報が使
用されているため、印刷速度は速くなりません。

[Type 42フフォォンントト送送信信モモーードド]
この方法は、TrueTypeフォントを Adobe Type 42フォント形式に変換す
ることによって、テキストの印刷品質を改良し、印刷速度を上げます。こ
の機能は、[KPDL]が PDLとして選択されている場合に使用できます。
[TrueTypeフフォォンントトををビビッットトママッッププフフォォンントトととししててダダウウンンロローードド]
ビットマップとしてフォントをダウンロードすると、より詳細になります
が、ファイルのサイズは非常に大きくなります。これは、ユーザー定義
フォント、非常に小さいフォント (ポイントサイズ 1-4)、またはアジアン
フォントなどを使用している印刷ジョブに最適です。

[ププリリンンタターーフフォォンントトにに代代替替ええすするる]
フォントの代替えは、プリントデバイスで目的のフォントが使用できない
場合に、代わりのフォントを使用する機能です。フォントの代替えは、
フォントを多数内蔵していないプリントデバイスに文書を送信する場合に
重要な機能です。代替えには標準 PostScriptフォントを使用できます。

参参考考: [GDI互互換換モモーードド]は [ププリリンンタターーフフォォンントトにに代代替替ええすするる]をサポートし
ていません。
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[ププリリンンタターーフフォォンントトをを使使用用ししなないい]
TrueTypeフォントを、アウトラインフォントまたはビットマップフォント
として送信しても、プリントデバイスのフォントと置き換えられることが
あります。TrueTypeフォントを、プリントデバイスのフォントと代替えし
ないようにするには、 [ププリリンンタターーフフォォンントトをを使使用用ししなないい]を選択します。
このオプションによって印刷可能データの可搬性も向上します。このオプ
ションをオフにすると、異なるプリントデバイスに送信した場合、プリン
ターフォントは一致しません。

一部の Adobeアプリケーションでは、プリンターフォントの使用に制限が
ある場合があります。これらの制限を回避するには、[ププリリンンタターーフフォォンントト
をを使使用用ししなないい]を選択します。プリンターフォントは、PC側に同等の
TrueTypeフォント(TrueTypeアイコンで表示)が存在しない場合、アプリ
ケーション内のフォント一覧などではフォント名のとなりにプリンターア
イコンが表示されて区別されます。

フフォォンントト詳詳細細設設定定をを選選択択すするる

1 [印印刷刷品品質質] > [フフォォンントト詳詳細細設設定定]で、いずれかの TrueTypeフォントの送信方
法を選択します。

2 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。

フフォォンントト代代替替ええをを設設定定すするる

1 フォントの代替えを設定するには、印刷ジョブを作成しているアプリケーショ
ンではなく、以下の手順によって [印印刷刷設設定定]を開く必要があります。オペ
レーティングシステムによって、次の手順で行います。

Windows 10、Windows 8.1およびWindows Server 2012 R2: [ススタターートト] >
[ココンントトロローールルパパネネルル] > [デデババイイススととププリリンンタターーのの表表示示]をクリックします。
Windows 8およびWindows Server 2012: [ココンントトロローールルパパネネルル] > [デデババイイスス
ととププリリンンタターーのの表表示示]を開きます。
Windows 7およびWindows Server 2008 R2: [ススタターートト] > [デデババイイススととププリリ
ンンタターー]をクリックします。
Windows VistaおよびWindows Server 2008: [ススタターートト] > [ココンントトロローールルパパ
ネネルル] > [ププリリンンタターー]をクリックします。

2 目的のプリントデバイスの機種を右クリックし、[印印刷刷設設定定]をクリックしま
す。

3 [印印刷刷品品質質] > [フフォォンントト詳詳細細設設定定]で [ププリリンンタターーフフォォンントトにに代代替替ええすするる]を選択
してから [フフォォンントトのの代代替替ええ]をクリックします。
[フフォォンントトのの代代替替ええ]ダイアログボックスの [シシスステテムムフフォォンントト]リストにはコン
ピューターにインストールされているフォントが表示されます。[使使用用可可能能ププ
リリンンタターーフフォォンントト]リストには、プリントデバイスのフォントが表示されま
す。

4 システムフォントを選択し、それに代替えするプリンターフォントを選択しま
す。

5 [標標準準にに戻戻すす]をクリックするとデフォルトの設定に戻ります。

6 [OK]をクリックして、設定内容を保存します。
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システムフォントと類似するフォントがプリンターフォントに存在しない場
合、文書内の文字間隔などが正しく表示されない場合があります。

ププリリンンタターーフフォォンントトをを無無効効ににすするる

1 [印印刷刷品品質質] > [フフォォンントト詳詳細細設設定定]で、[ププリリンンタターーフフォォンントトをを使使用用ししなないい]
チェックボックスを選択します。

2 [OK]をクリックして、設定内容を保存します。

ググララフフィィッックク詳詳細細設設定定

グラフィックは、情報を画像で表したものです。グラフィックを使って
チャートやダイアグラムなどの機能的な情報を表示したり、描画や写真などの
アートを表示したりできます。 [ググララフフィィッックク詳詳細細設設定定]では、選択したPDL
(ページ記述言語)で設定可能なオプションを使って、印刷したグラフィックの
視覚的な結果を調整することができます。

パパタターーンンススケケーーリリンンググ

[パパタターーンンススケケーーリリンンググ]は、印刷対象がモニター上で表示される画質と、実際
に印刷出力されたときの画質を、できるだけ同じにするための機能です。図
形やパスなどのオブジェクトには、ドットの集合体から構成される網目パター
ンや塗りつぶし領域が含まれることがあります。パターンとは、規則的ある
いは不規則的に反復された色や図形、線、値、背景から構成され、視覚的な配
列を作り出します。フィルとは、色または階調によってオブジェクトを塗り
つぶすものです。印刷されたパターンやフィルが画面の表示と一致しない場
合、[パパタターーンンススケケーーリリンンググ]を使用して、他のドット密度を使用してみてくだ
さい。

[印印刷刷品品質質] > [ググララフフィィッックク詳詳細細設設定定]で、[パパタターーンンススケケーーリリンンググ]設定を選択
します。

[自自動動] (デフォルト設定)
この設定は画面の表示に最も近いパターンおよびフィルで印刷します。

[粗粗いい]
この設定は、パターンやフィルを最も少ない数の線、パターン、または
ドットで印刷します。 [PCL XL]または [PCL 5c]が PDLとして選択されて
いる場合、 [粗粗いい]は [自自動動]と同じです。
[中中間間]
この設定は、線数やパターン、およびドットを、[粗粗いい]場合より上げて、
パターンおよびフィルを印刷します。 [KPDL]が PDLとして選択されてい
る場合、[中中間間]は、[自自動動]と同じです。
[精精細細]
細かいドットのパターンで印刷します。印刷結果は画面表示より濃くなる
場合があります。

細細線線化化

この機能を使うと、バーコードや線を描画する際のペン幅を縮小できます。ア
プリケーションで設定された線の太さは変更できません。

[印印刷刷品品質質] > [ググララフフィィッックク詳詳細細設設定定]で、細線化設定を選択します。[PCL XL]
が PDLとして選択されている場合、細線化機能を使用できます。[PDL (ペペーー
ジジ記記述述言言語語)]ダイアログボックスで、[GDI互互換換モモーードド]が選択されている場
合、細線化機能は使用できません。
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[印印刷刷品品質質] > [ググララフフィィッックク詳詳細細設設定定]で、[細細線線化化]設定を選択します。
[オオフフ]（デフォルト設定）
細線化は適用されません。

[ババーーココーードド]
この設定は、縦線と横線のペン幅を調整します。バーコードの読み取りや
すさが向上します。

[細細線線ののみみ]
この設定は、縦線、横線、斜線のペン幅を調整します。

[すすべべててのの線線]
バーコードや描画に使用する縦線、横線、斜線のペン幅を 1ドット減らし
ます。

ハハーーフフトトーーンンススククリリーーンン

[ハハーーフフトトーーンンススククリリーーンン]は、プリントデバイスが印刷するイメージを向上し
ます。ドライバーで [ハハーーフフトトーーンンススククリリーーンン]を設定後、プリントデバイス
に印刷ジョブを送信すると、設定にしたがって最適な印刷を行います。

[ハハーーフフトトーーンンススククリリーーンン]は、 [PDL設設定定]ダイアログボックスで [PDF]を選
択している場合は使用できません。

[印印刷刷品品質質] > [ググララフフィィッックク詳詳細細設設定定]で、[ハハーーフフトトーーンンススククリリーーンン]設定を選
択します。

[標標準準] (デフォルト設定)
これは、一般的なオフィス文書印刷向けの設定です。

[階階調調優優先先]
この設定は、滑らかなグラデーションイメージが実現できます。

[解解像像度度優優先先]
この設定は、文字や設定をはっきり印刷できます。

[高高精精細細]
この設定は、細かな文字や極細の線をよりはっきり印刷できます。

反反転転ののオオププシショョンン

オプションでは、印刷内容を写真のネガのようなイメージや、鏡像のように逆
になるように印刷します。

[印印刷刷品品質質] > [ググララフフィィッックク詳詳細細設設定定]で、[オオププシショョンン]の設定を選択します。
この設定は、[KPDL]が PDLとして選択されている場合に使用できます。

[ネネガガテティィブブイイメメーージジ印印刷刷]
この設定は、画像を写真のネガのように、画像の白と黒の領域を反転して
印刷します。

[ミミララーーイイメメーージジ印印刷刷]
この設定は、画像が鏡に映ったように、ページを左右反転して印刷しま
す。

イイメメーージジデデーータタ方方式式

[イイメメーージジデデーータタ方方式式]は、プリントデバイスの機能あるいは効率を向上するた
めの処理または方法です。

[印印刷刷品品質質] > [ググララフフィィッックク詳詳細細設設定定]で、 [イイメメーージジデデーータタ方方式式]を選択しま
す。この設定は、[KPDL]が PDLとして選択されている場合に使用できます。
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[ババイイナナリリーー]
この設定は印刷速度を上げ、スプールデータ量を削減します。イメージを
バイナリー形式で送信します。これはほとんどすべての印刷ニーズに対し
て使用できます。

[ASCII]
この設定は、ASCIIテキストエンコードで PostScriptファイルを作成しま
す。[ババイイナナリリーー]で作成したバイナリー形式とは異なり、この選択を使用
して作成した ASCIIテキストは編集可能です。

CIEオオププシショョンン
この機能を使うと、Adobe Acrobatや Photoshopなどのアプリケーションで使
用される、CIEカラースペースによる各処理で実行される通常の処理をバイパ
スします。この機能を使用すると、CIEデータの最適化によって、これらのア
プリケーションから印刷する文書の印刷速度が速くなります。CIEデータを使
用していない印刷ジョブに対しては効果はありません。[CIE最最適適化化]は精度よ
りも印刷速度を重視する場合に選択されるため、実際に印刷される出力と画面
上の表示が異なる場合があります。

[印印刷刷品品質質] > [ググララフフィィッックク詳詳細細設設定定]で、[CIE最最適適化化]チェックボックスを選
択します。[CIE最最適適化化]は、[KPDL]が PDLとして選択されている場合に使用
できます。

画画像像処処理理オオププシショョンン

[画画像像処処理理オオププシショョンン]では希望する印刷画像の品質に基づいて画像の圧縮方法
を選択することができます。 JPEG圧縮は、圧縮率重視の印刷画像出力を生成
し、デルタロー圧縮は、圧縮率を抑えて高品質の画像を生成します（ファイル
サイズ大）。 [画画像像処処理理オオププシショョンン]は、[PDL (ペペーージジ記記述述言言語語)]ダイアログ
ボックスで [KPDL]または [PCL XL]が選択されている場合に使用可能です。
[印印刷刷品品質質] > [ググララフフィィッックク詳詳細細設設定定]で、圧縮オプションを選択します。

[画画像像をを圧圧縮縮ししてて印印刷刷]
JPEG圧縮を使用します。
[画画像像ををききれれいいにに印印刷刷]
デルタロー圧縮を使用します。

光光沢沢モモーードド

印刷テキストおよび画像の外観につやを加えて光沢のある仕上がりにするに
は、[光光沢沢モモーードド]を選択します。

参参考考: [エエココププリリンントト]が [オオンン]の場合、[光光沢沢モモーードド]は使用できません。

エエココププリリンントト

[エエココププリリンントト]は、印刷ジョブの画像やテキスト、およびグラフィック全体を
薄く印刷し、トナー消費量を抑える機能です。[エエココププリリンントト]は、印刷速度に
影響しません。トナーの使用量は、使用する機種や印刷するデータの種類（テ
キスト、グラフィックなど）によって異なります。[エエココププリリンントト]と [光光沢沢
モモーードド]は同時に使用できません。
[エエココププリリンントト]は、[簡簡単単設設定定]または [基基本本設設定定]タブでも選択できます。[エエ
ココププリリンントト]を [簡簡単単設設定定]または [基基本本設設定定]タブから選択すると、トナー節約
量は一番最後に設定した節約量が表示されます。節約量が選択されていない場
合は、[トトナナーー節節約約量量中中間間]がデフォルトとなります。
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管理者は、[デデババイイスス設設定定] > [管管理理者者設設定定] > [ロロッックク設設定定]を選択し、[エエココププリリ
ンントト] を選択することによって、すべてのジョブを　[エエココププリリンントト]モードで
印刷できます。

[ロロッックク設設定定]を行う前に、[エエココププリリンントト]をオンにしておく必要があります。
[エエココププリリンントト]がオフのまま [ロロッックク設設定定]を行った場合、すべてのユーザーは
[エエココププリリンントト]を利用できなくなります。

エエココププリリンントトをを選選択択すするる

1 [印印刷刷品品質質]タブで、[エエココププリリンントト]アイコンをクリックし、[オオンン]と [オオフフ]を
切り替えます。

2 リストで、トナー節約量を選択します。

3 [OK]をクリックして [印印刷刷]ダイアログボックスに戻ります。

4 [OK]をクリックして印刷を開始します。

カカララーー

この機能を使うと、フルカラー印刷、エコカラー印刷、黒トナーだけの印刷、
または 2色カラー印刷を選択できます。
[印印刷刷品品質質] > [カカララーー]で、次のカラーモードが使用できます。

[フフルルカカララーー]
このモードは、テキストやグラフィックを 4色でフルカラー印刷します。
[エエココカカララーー]
[エエココカカララーー]が選択された場合、黒とグレースケールの印刷には黒トナー
のみが使用されます。

[白白黒黒]
このモードは、カラー設定を無効にして黒トナーのみで印刷します。

[2色色カカララーー]
このモードは、黒と他の色を組み合わせて 2色で印刷します。色の組み合
わせは、[色色のの組組みみ合合わわせせ]リストから選択できます。[2色色カカララーー]は、
[PCL XL]または [PCL 5c]が、PDLとして選択されている場合に使用でき
ます。この機能が選択されていると、[色色再再現現モモーードド]、[調調整整],および [色色変変
換換処処理理]は使用できません。

[カカララーー]は、[簡簡単単設設定定]タブと [基基本本設設定定]タブにも表示されます。[簡簡単単設設
定定]、[基基本本設設定定]、または [印印刷刷品品質質]タブで行った変更は、他のタブにも適用
されます。

管理者は、[デデババイイスス設設定定] > [管管理理者者設設定定] > [ロロッックク設設定定]を選択し、[白白黒黒モモーー
ドド]を選択することによって、すべてのジョブを黒トナーのみで印刷できま
す。

色色再再現現モモーードド

この機能は、写真やグラフィックの色再現を最適化します。[カカララーー]で [フフルル
カカララーー]あるいは [エエココカカララーー]が選択されている場合、この機能が使用できま
す。

[印印刷刷品品質質] > [色色再再現現モモーードド]で次のオプションを選択できます。
[ププリリンンタターー設設定定にに従従うう]
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このオプションは、プリンターの設定のみを使用します。

[文文書書+ググララフフ]
このオプションは、グラフ、チャート、図形などを多く含む文書に適して
います。

[文文書書+写写真真]
このオプションは、写真画像を多く含む文書の印刷に適しています。

[ああざざややかか]
このオプションは、グラフィックや写真を鮮やかに印刷します。

[DTP]
このオプションは、グラフィックや写真が混在した文書の印刷用です。画
面に近い色合いで印刷したい場合に選択します。

[線線画画]
このオプションは、線で描かれた図形やグラフィックなどの印刷に適して
います。色付きの線を単色で印刷する場合に、このオプションを選択しま
す。

[中中国国紅紅]
このオプションはプリンタードライバーをインストールした後、オプショ
ンプリンターコンポーネントで [中中国国紅紅]プラグインを選択した場合に表示
されます。OSの設定地域が中国の場合は標準機能として表示されます。
[カカススタタムムテテーーブブルル]
このオプションは、プリントデバイスにすでにインストールされているカ
スタムカラーテーブルを選択するためです。他のすべての [色色再再現現モモーードド]
オプションは、デフォルトのカラーテーブルを使用します。

[詳詳細細設設定定]
このオプションは、さまざまなデバイス間で一貫したカラー再現性を実現
するのに適しています。異なるカラープリントデバイス間の色空間の差を
補います。一連のプロファイルを選択し、適用することをカラープロファ
イルと呼びます。追加でカラー印刷のオプションを設定するには、[色色合合わわ
せせ]ダイアログボックスを開きます。

中中国国紅紅

[中中国国紅紅]プラグインを使用すると、目的とする赤の色合いを正確に表示して印
刷することができます。

[中中国国紅紅]ダイアログボックスでは、スポイトツールを画面上の文書にドラッグ
して色を選択するか、RGB値を入力できます。プリンターアイコンをクリッ
クして印刷する色調整テーブルの中から、1色を選択できます。

参参考考: [中中国国紅紅]が選択されると、[拡拡張張機機能能]タブの [簡簡単単色色調調整整]機能は利用
できません。

[中中国国紅紅]機能がインストールされると、[印印刷刷品品質質] > [色色再再現現モモーードド]メニュー
に表示されます。プリンタードライバーで以下の設定をしている場合は、[中中
国国紅紅]機能は利用できません。

[PDF]あるいは [XPS]が PDLとして選択されている場合
[管管理理者者設設定定] > [ロロッックク設設定定]で [白白黒黒モモーードド]が選択されている場合
[印印刷刷品品質質]、[基基本本設設定定]、または [簡簡単単設設定定]タブで [白白黒黒]が選択されている
場合
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参参考考: [パパススススルルーーモモーードド]が、[ペペーージジ記記述述言言語語 (PDL)]ダイアログボックス
で選択されている場合は、[中中国国紅紅]は選択できますが、[中中国国紅紅]の [設設定定]
は、利用できません。

中中国国紅紅をを使使用用ししてて印印刷刷すするる

1 特定の色を適用したい文書を開きます。

2 アプリケーションの [フファァイイルル]メニューから、[印印刷刷]をクリックし、次に [設設
定定]または [ププロロパパテティィーー]をクリックして [ププロロパパテティィーー]ダイアログボックス
を開きます。

3 [印印刷刷品品質質] > [色色再再現現モモーードド]で [中中国国紅紅]を選択します。

4 [設設定定]をクリックします。

5 次のいずれかの方法で色を選択します。

スポイトツールをドラッグし、画面上の目的の色を選択します。

色の RGB値がわかっている場合は、RGBの各ボックスにその値を入力す
るか、上矢印または下矢印ボタンをクリックして値を調整します。

色のプレビューボックスに色が表示されます。

6 プリンターアイコンをクリックして、選択した色のバリエーションが表示され
た色調整テーブルを 1ページ印刷します。印刷されたシートから、目的のバリ
エーションを選択します。

7 [中中国国紅紅]ダイアログボックスの、色のプレビューボックス横にあるスピンボッ
クスで、選択したバリエーションの番号/文字の組み合わせを入力または選択
します。

8 [OK]をクリックして、設定内容を保存します。

色色合合わわせせ

[色色再再現現モモーードド]の [色色合合わわせせ]で、プリントデバイスが色合わせを処理する方法
を選択することができます。

1 [色色再再現現モモーードド]から [詳詳細細設設定定]を選択します。 [色色合合わわせせ]ダイアログボック
スが表示され、次の項目が選択できます。

[ななしし (アアププリリケケーーシショョンン設設定定)]
このオプションを選択すると、プリントデバイス内部のカラー参照テーブ
ルを適用せずに色合わせ処理を行います。インクシミュレーションは実行
されません。これはアプリケーションが独自の色補正を行う場合に役立ち
ます。

[ICM (シシスステテムム調調整整)]
このオプションは、印刷ジョブでカラーレンダリングを指定し、できる限
り元の色を再現します。 ICMは、プリントデバイスなどの出力デバイスに
カラープロファイルを関連付ける技術です。プリントシデバイスに関連付
けられた ICMプロファイルには、そのデバイスで正確なカラー再現を行う
ための情報が含まれています。 ICMの設定は、プリンターのプロパティー
の [色の管理]タブで設定します。
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[ななしし (アアププリリケケーーシショョンン設設定定)]オプションを選択した場合、[OK]をクリック
し、[色色合合わわせせ]ダイアログボックスを閉じます。
[ICM（（シシスステテムム調調整整））]オプションを選択した場合、手順 2に進みます。

2 オプションを選択し、[OK]をクリックし選択を保存します。
[色色をを忠忠実実にに再再現現すするる (カカララーーメメトトリリッックク)]
このオプションは、会社のロゴなどのように、どのような印刷ジョブでも
正確に色を合わせたい場合に選択します。

[ココンントトララスストトでで最最適適化化すするる (イイメメーージジにに最最適適)]
このオプションは、階調範囲全体にわたってディテールを保つようコント
ラストを調整し、カラーコントラストを最適化します。さまざまな色や陰
影を含む画像やスキャンした写真などを印刷する場合に選択します。

[彩彩度度でで最最適適化化すするる (ググララフフィィッッククにに最最適適)]
このオプションは、色合いを調整して純色の鮮やかさを保持することによ
り、色の彩度を最適化します。ベタ色を含むグラフや表などを印刷する場
合に選択します。

3 [OK]をクリックして[色色合合わわせせ]ダイアログボックスを閉じます。

デデフフォォルルトトカカララーーププロロフファァイイルルをを設設定定すするる

1 オペレーティングシステムによって、次の手順で行います。

Windows 10、Windows 8.1およびWindows Server 2012 R2: [ススタターートト] >
[ココンントトロローールルパパネネルル] > [デデババイイススととププリリンンタターーのの表表示示]をクリックします。
Windows 8およびWindows Server 2012: [ココンントトロローールルパパネネルル] > [デデババイイスス
ととププリリンンタターーのの表表示示]を開きます。
Windows 7およびWindows Server 2008 R2: [ススタターートト] > [デデババイイススととププリリ
ンンタターー]をクリックします。
Windows VistaおよびWindows Server 2008: [ススタターートト] > [ココンントトロローールルパパ
ネネルル] > [ププリリンンタターー]をクリックします。

2 お使いの機種のアイコンを右クリックして、次の手順にしたがいます。

Windows 10、Windows 8.1、Windows Server 2012 R2、Windows 8、
Windows Server 2012、Windows 7、およびWindows Server 2008 R2: [ププ
リリンンタターーののププロロパパテティィーー]をクリックします。
Windows VistaおよびWindows Server 2008: [ププロロパパテティィーー]をクリックし
ます。

3 [色色のの管管理理]タブを選択し、[色色のの管管理理]をクリックします。

4 [デデババイイスス]タブ > [デデババイイスス]リストで、目的のカラープリントデバイスを選択
します。

5 [ここののデデババイイススにに自自分分のの設設定定をを使使用用すするる]チェックボックスを選択します。

6 [ププロロフファァイイルルのの選選択択]リストで、[手手動動]を選択し、[追追加加]をクリックします。
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7 [カカララーーププロロフファァイイルルのの関関連連付付けけ]ダイアログボックスで、ICCプロファイルを
選択するか、または [参参照照]をクリックしてプロファイルを指定し、[OK]をク
リックします。プロファイルは、[ここののデデババイイススにに関関連連付付けけらられれたたププロロフファァイイ
ルル]リストに追加されます。

8 リストから希望のカラープロファイルを選択し、[既既定定ののププロロフファァイイルルにに設設定定]
をクリックします。

9 [閉閉じじるる]をクリックします。

色色調調整整

色調整では、ドライバーが持つ 2つのカラースペースをカスタマイズさせ、3
つまでのカスタムグループを保存できます。カラースペースの変更は、色合
い、彩度、明るさ (HSL)に対して、またはカラーバランスレベルに対して行う
ことができます。

参参考考: [調調整整]と [拡拡張張機機能能]タブの [簡簡単単色色調調整整]とで異なるカスタム設定が選
択された場合は、最後に行った変更が優先され、印刷ジョブに適用されま
す。

クライアント/サーバー環境では、ユーザーがクライアントコンピューターで
行った設定は、今後の使用のために保存されます。

カカススタタムム色色調調整整をを選選択択すするる

カスタム色設定がすでに定義されている場合は、それを選択し、印刷ジョブに
適用できます。

1 [印印刷刷品品質質] > [カカララーー]で、[フフルルカカララーー]あるいは [エエココカカララーー]アイコンをク
リックします。

2 [調調整整]リストから、[カカススタタムム 1]、[カカススタタムム 2]、または [カカススタタムム 3]を選択し
ます。

3 [OK]をクリックします。

HSL (色色相相、、彩彩度度、、明明るるささ)をを調調整整すするる

1 [印印刷刷品品質質] > [カカララーー]で、[フフルルカカララーー]あるいは [エエココカカララーー]アイコンをク
リックします。

2 [調調整整]リストで、[カカススタタムム設設定定]を選択します。

3 [ババラランンスス調調整整] > [色色調調整整]で、[カカススタタムム 1]、[カカススタタムム 2]、または [カカススタタムム
3]を選択します。

4 [HSL (色色相相、、彩彩度度、、明明るるささ)]を選択します。

5 [色色見見本本イイメメーージジのの選選択択]のアイコンをクリックして、3つの異なるイメージの
いずれかを選択します。それぞれイメージ写真の強調している色の特徴が異
なっているので、色調整の度合いがわかりやすくなっています。
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6 色相の配分とバランスを調整します。

コーディネートされた色相調整の場合は、[色色選選択択]リストから、[ママススタターー]を
選択します。[色色合合いい]で -180から +180までの値を入力または選択します。
特定の色相を調整する場合は、[色色選選択択]リストから [赤赤]、[黄黄]、[緑緑]、[シシアア
ンン]、[青青]、または [ママゼゼンンタタ]を選択します。[色色合合いい]で -10から +10までの
値を入力または選択します。

7 [彩彩度度]、[明明るるささ]、[ココンントトララスストト]で -10から +10までの値を入力または選択
します。

8 [標標準準にに戻戻すす]をクリックするとデフォルトの設定に戻ります。

9 [OK]をクリックして、新規の HSL調整を保存します。

カカララーーババラランンススをを調調整整すするる

1 [印印刷刷品品質質] > [カカララーー]で、[フフルルカカララーー]あるいは [エエココカカララーー]アイコンをク
リックします。

2 [調調整整]リストで、[カカススタタムム設設定定]を選択します。

3 [ババラランンスス調調整整] > [色色調調整整]で、[カカススタタムム 1]、[カカススタタムム 2]、または[カカススタタムム 3]
を選択します。

4 [カカララーーババラランンスス]を選択します。

5 [色色見見本本イイメメーージジのの選選択択]のアイコンをクリックして、3つの異なるイメージの
いずれかを選択します。それぞれイメージ写真の強調している色の特徴が異
なっているので、色調整の度合いがわかりやすくなっています。

6 各カラーバーの下で、各カラーの相対値を -10から +10の間で入力または選択
します。

7 [標標準準にに戻戻すす]をクリックするとデフォルトの設定に戻ります。

8 [OK]をクリックして、新規のカラーバランス設定を保存します。

白白黒黒印印刷刷ののババラランンスス調調整整

白黒印刷のバランス調整は、グラフィックの明るさとコントラストを変更しま
す。これらの設定は、グラフィックイメージが明るすぎる、薄すぎる、ある
いは暗すぎる場合に便利です。テキストには何も影響はありません。

白白黒黒設設定定をを調調整整すするる

1 [印印刷刷品品質質] > [カカララーー]で、[白白黒黒]アイコンを選択します。

2 [調調整整]リストで、[ユユーーザザーー定定義義]を選択します。
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[ババラランンスス調調整整]ダイアログボックスのプレビューイメージに明るさとコントラ
ストの変更が表示されます。

3 印刷ジョブのグラフィックイメージをより明るくしたり暗くしたりするには、
[明明るるささ]の値を入力または選択します。
+100で最も明るくなり、-100で最も暗くなります。0はデフォルトで中間レ
ベルの明るさです。イメージが明るすぎたり暗すぎたりする場合は、明るさを
調整してグラフィックイメージをカスタマイズできます。

4 印刷ジョブのグラフィックイメージの明暗のコントラストを増減するには、
[ココンントトララスストト]の値を入力または選択します。
コントラストの設定を高くすると、グレースケールのスペクトルが減少し、明
るいグレーはより明るく、暗いグレーはより暗くなります。コントラストの設
定を低くすると、グレースケールのスペクトルが増加し、明るいグレーは暗
く、暗いグレーは明るくなります。

+100で最もコントラストが強くなり、-100で最も弱くなります。0はデフォ
ルトで中間レベルのコントラストです。コントラストの調整は、グラフィック
イメージがぼやける、または明暗がはっきりしすぎて印刷される場合に便利で
す。テキストには影響しません。

5 [標標準準にに戻戻すす]をクリックするとデフォルトの設定に戻ります。

6 [OK]をクリックして、新しい白黒の設定を保存します。

色色変変換換処処理理

この機能を使うと、アプリケーションからのカラー情報の受け取り方法に応じ
て、印刷ジョブへのカラー処理方法を選択できます。[PDL (ペペーージジ記記述述言言語語)]
ダイアログボックスで [KPDL]が選択されている場合、この機能を使用できま
す。

[印印刷刷品品質質] > [色色変変換換処処理理]で、次のオプションから選択します。
[ププリリンンタターー設設定定にに従従うう]
このオプションは、デバイスの現在の設定を使用するときに選択します。

[速速度度優優先先]
ドライバーがアプリケーションから RGBデータを受け取る場合に、このオ
プションを選択します。

[画画質質優優先先]
ドライバーがアプリケーションからフルカラーデータを受け取る場合に、
このオプションを選択します。

色色のの組組みみ合合わわせせ

[色色のの組組みみ合合わわせせ]機能を使うと、黒とそれ以外の色を使用して 2色だけで印刷
を行います。

[カカララーー]で [2色色カカララーー]が選択されている場合、この機能が使用できます。[2
色色カカララーー]は、[PCL XL]または [PCL 5c]が PDLとして選択されている場合に
有効です。

[印印刷刷品品質質] > [色色のの組組みみ合合わわせせ]で次の組み合わせを選択できます。
[黒黒 +赤赤]
黒と赤のみで印刷
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[黒黒 +緑緑]
黒と緑のみで印刷

[黒黒 +青青]
黒と青のみで印刷

[黒黒 +シシアアンン]
黒とシアンのみで印刷

[黒黒 +ママゼゼンンタタ]
黒とマゼンタのみで印刷

[黒黒 +黄黄]
黒と黄のみで印刷

色色のの組組みみ合合わわせせをを選選択択すするる

1 [印印刷刷品品質質] > [カカララーー]で、[2色色カカララーー]アイコンをクリックします。

2 [色色のの組組みみ合合わわせせ]で、リストから 2色の組み合わせを選択します。

3 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。

テテキキスストトとと図図のの効効果果

カラーまたは白黒印刷では特殊設定も可能です。

[文文字字をを黒黒色色でで印印刷刷]
このオプションはすべての文字を黒色で印刷します。プリントデバイスに
送るデータ量が減るため、カラー印刷ジョブの印刷が高速化します。白黒
印刷では、この機能を使用することで、印刷された淡色テキストのきめ細
かさが向上します。白い文字や画像の色に影響はありません。[エエココカカララーー]
が選択された場合は、自動的にオフになります。

[ググレレーーススケケーールルをを黒黒トトナナーーでで印印刷刷]
このオプションは、グレースケールを黒のみで印刷します。[カカララーー]で、
[フフルルカカララーー]を選択する必要があります。[簡簡単単設設定定]、[基基本本設設定定]、あるい
は [印印刷刷品品質質]タブで [エエココカカララーー]が選択されている場合、この機能が自動
的に選択されます。

[画画像像をを黒黒色色でで印印刷刷]
このオプションは、すべての画像をグレースケールではなく黒色で印刷し
ます。この機能は CADアプリケーション向けです。[カカララーー]は [白白黒黒]を選
択する必要があります。

[オオーーババーーププリリンントトモモーードド]
この機能を選択するとイメージを重ね合わせて描画処理を行います。[ペペーー
ジジ記記述述言言語語 (PDL)]ダイアログボックスで [KPDL]と [パパススススルルーーモモーードド]が
選択されている場合、この機能を使用できます。[カカララーー]で、[フフルルカカララーー]
を選択する必要があります。
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9 表表紙紙/合合紙紙

[表表紙紙/合合紙紙]タブでは、印刷ジョブに表紙や合紙を追加したり、OHPフィルム
の間に用紙を追加したり、インデックス紙を挿入したりできます。このタブの
機能は、[PDF]が PDLとして選択されている場合は使用できません。
元の設定に戻すには、[標標準準にに戻戻すす]をクリックします。[標標準準にに戻戻すす]ボタン
は、アプリケーションの [印印刷刷]ダイアログボックスからプリンタードライ
バーにアクセスした場合に表示されます。

表表紙紙付付けけ

この機能を使うと、文書の前後に表紙および裏表紙を追加できます。本文ペー
ジに使用する用紙とは別の厚手の用紙やカラー紙などを使い、表紙を印刷する
ことができます。表紙の給紙元は、同じく [表表紙紙/合合紙紙]ダイアログボックスの
タブの [表表紙紙のの給給紙紙方方法法]設定で指定します。
[表表紙紙]/[内内側側]または [裏裏表表紙紙]/[外外側側]オプションを使用して印刷するには、[基基
本本設設定定]タブまたは [簡簡単単設設定定]タブで両面印刷を選択する必要があります。
[表表紙紙付付けけ]機能は、[OHP合合紙紙]とは併用できません。
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—続く

表表紙紙付付けけオオププシショョンン

チチェェッッククボボッッククススのの選選択択 表表紙紙挿挿入入のの種種類類

表紙のみ 白紙の表紙を追加します。

表紙のみ

表紙 :外側
表紙の外側に印刷します。

表紙のみ

表紙 :内側
表紙の内側に印刷します。

表紙のみ

表紙 :外側
表紙 :内側

表紙の両面に印刷します。
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チチェェッッククボボッッククススのの選選択択 表表紙紙挿挿入入のの種種類類

—続く

表紙と裏表紙 白紙の表紙と裏表紙を追加します。

表紙と裏表紙

表紙 :外側

表紙の外側に印刷し、白紙の裏表紙
を追加します。

表紙と裏表紙

表紙 :内側

表紙の内側に印刷し、白紙の裏表紙
を追加します。

表紙と裏表紙

表紙 :外側
表紙 :内側

表紙の両面に印刷し、白紙の裏表紙
を追加します。
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チチェェッッククボボッッククススのの選選択択 表表紙紙挿挿入入のの種種類類

表紙と裏表紙

裏表紙 :内側

裏表紙の内側に印刷し、白紙の表紙
を追加します。

表紙と裏表紙

裏表紙 :外側

裏表紙の外側に印刷し、白紙の表紙
を追加します。

表紙と裏表紙

裏表紙 :内側
裏表紙 :外側

裏表紙の両面に印刷し、白紙の表紙
を追加します。

表紙と裏表紙

表紙 :外側
表紙 :内側
裏表紙 :内側
裏表紙 :外側

表紙と裏表紙の両面に印刷します。

表表紙紙をを印印刷刷すするる

1 [表表紙紙/合合紙紙]タブで、[表表紙紙付付けけ]アイコンをクリックします。

2 [表表紙紙ののみみ]または [表表紙紙とと裏裏表表紙紙]を選択して印刷する表紙の種類を指定しま
す。
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3 表紙に印刷する場合は、[印印刷刷面面]オプションから選択します。

4 [表表紙紙のの給給紙紙方方法法]リストで、表紙と裏表紙の用紙種類または給紙元を選びま
す。用紙種類を選んだ場合は、自動的に用紙種類と一致する給紙元が選択され
ます。

5 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。

OHP合合紙紙
[OHP合合紙紙]印刷では、印刷される各 OHPフィルムの間に合紙を挿入します。
合紙は間紙とも呼び、OHPフィルムに汚れや傷がつくのを防ぎ、フィルム同
士が張り付くのを防ぎます。この機能は、OHPフィルムを [手手差差ししトトレレイイ]か
ら給紙して印刷する場合にのみ使用可能です。挿入する合紙に、OHPフィル
ムと同じ文書を印刷することもできます。

[OHP合合紙紙]機能は、[表表紙紙付付けけ]、[合合紙紙]、[イインンデデッッククスス紙紙]および [章章分分けけのの
挿挿入入]と組み合わせて使用できません。

OHPフフィィルルムム間間へへ合合紙紙をを挿挿入入すするる

1 [基基本本設設定定] > [用用紙紙種種類類]で、 [OHPフフィィルルムム]を選択します。[給給紙紙元元]と [用用紙紙
種種類類]リストが組み合わせされている場合 ([デデババイイスス設設定定] > [互互換換性性]で選
択)、 [用用紙紙種種類類]は表示されません。代わりに [給給紙紙元元]リストで、 [自自動動 (OHP
フフィィルルムム)]を選択します。

2 [表表紙紙/合合紙紙]タブで、[OHP合合紙紙]アイコンをクリックします。

3 OHPフィルムと同じ内容を合紙にも印刷する場合は、[合合紙紙にに印印刷刷]チェック
ボックスをオンにします。

4 [合合紙紙のの給給紙紙方方法法]ドロップダウンリストから、用紙種類または給紙元を選択し
ます。用紙種類を選んだ場合は、自動的に用紙種類と一致する給紙元が選択さ
れます。

5 [OK]をクリックして [印印刷刷]ダイアログボックスに戻ります。

6 [OK]をクリックして印刷を開始します。
プリントデバイスの操作パネルには、OHPフィルムを [手手差差ししトトレレイイ]にセッ
トするよう、また必要に応じて、合紙の用紙を選択したカセットにセットする
よう求めるメッセージが表示されます。

合合紙紙

[合合紙紙]とは、プレプリントされたページ、または印刷ジョブの指定された箇所
に挿入される異なった種類の用紙のことです。また、その用紙に印刷すること
も可能です。両面ユニットを使用すると、合紙裏面に印刷することもできま
す。

[裏裏面面]オプションを使用して印刷するには、[基基本本設設定定]または [簡簡単単設設定定]タブ
で両面印刷を選択する必要があります。

この機能が [表表紙紙/合合紙紙] > [イインンデデッッククスス紙紙]と組み合わせて使用された場合、
[イインンデデッッククスス紙紙]で選択されたオプションは自動的に [合合紙紙]でも選択されま
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す。同様に、[合合紙紙]の選択項目は [タタブブ設設定定]ダイアログボックスに表示されま
す。

[合合紙紙]機能は、[OHP合合紙紙]とは併用できません。

合合紙紙印印刷刷のの組組みみ合合わわせせ

チチェェッッククボボッッククスス選選択択 合合紙紙のの種種類類

合紙 合紙として白紙を挿入する。

合紙

おもて面

合紙のおもて面に印刷する。

合紙

裏面

合紙の裏面に印刷する。

合紙

おもて面

裏面

合紙の両面に印刷する。

合合紙紙をを印印刷刷すするる

1 [表表紙紙/合合紙紙]タブで、[合合紙紙]アイコンをクリックします。
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2 選択可能な [印印刷刷面面]オプションから選択します。
[おおももてて面面]:合紙のおもて面に印刷します。
[裏裏面面]:合紙の裏面に印刷します。
オプションが選択されていない:空白ページを挿入します。

3 [合合紙紙挿挿入入位位置置]に、差し込む位置のページ番号を入れます。合紙は、入力した
ページ番号とその前のページの間に差し込まれます。

4 [合合紙紙のの給給紙紙方方法法]ドロップダウンリストから、合紙の用紙種類または給紙元を
選択します。用紙種類を選んだ場合は、自動的に用紙種類と一致する給紙元が
選択されます。

5 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。

イインンデデッッククスス紙紙

[イインンデデッッククスス紙紙]は、印刷ジョブの指定されたページ位置にインデックス紙を
挿入し、印刷する文書をセクションに区切ります。タブに印刷することもでき
ます。A4および Letterサイズの用紙には、標準のインデックス紙を使用でき
ます。あるいは、これらの用紙サイズにカスタムタブを作成することも可能で
す。インデックス紙は、タブが給紙方向の後ろ側になるように印刷面を下にし
て、[手手差差ししトトレレイイ]にセットして給紙します。1タブ目は給紙方向に対して左
側になります。

[タタブブ設設定定]ダイアログボックスで設定されたすべてのタブは、現在のジョブに
適用されます。

プリントデバイスの『使用説明書』の指示にしたがって、用紙が正しく給紙
されていることを確認してください。

[イインンデデッッククスス紙紙]で選択された一部のオプションは、[表表紙紙/合合紙紙] > [合合紙紙]でも
自動的に選択されます。同様に、[合合紙紙]の選択項目は [タタブブ設設定定]ダイアログ
ボックスに表示されます。

文書のページが両面に印刷される場合でも、タブのテキストは片面にしか印刷
できません。

タブに印刷する前に、白紙にテスト印刷をすることをお勧めします。短いテス
ト文書を使用し、白紙をインデックス紙のサイズにカットします。テスト印刷
をすることで、ドライバーの設定や [手手差差ししトトレレイイ]への給紙を正確に行えま
す。

[カカススタタムム用用紙紙]、[タタブブ設設定定]、および[カカススタタムムタタブブ]ダイアログボックスに
は、単位がインチまたはミリメートルで表示されます。[デデババイイスス設設定定]からア
クセスして、[ユユーーザザーー設設定定]ダイアログボックスの [単単位位]設定を変更できま
す。

イインンデデッッククスス紙紙ののオオププシショョンン

[表表紙紙/合合紙紙]タブの [イインンデデッッククスス紙紙]機能で使用可能なオプションは次のとお
りです。

[基基本本設設定定]
リストから、A4または Letterに使用可能な標準のインデックス紙を選択し
ます。[カカススタタムム]を選択し [カカススタタムム用用紙紙]ダイアログボックスを開くと、
カスタムインデックス紙を作成できます。

[設設定定]
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クリックして [タタブブ設設定定]ダイアログボックスを開き、タブ設定を行いま
す。

カカススタタムム用用紙紙ダダイイアアロロググボボッッククスス

標準サイズ以外のインデックス紙の場合は、任意の大きさを選択し、カスタム
サイズを作成できます。タブサイズは、タブの数およびタブの前、間、後で選
択された間隔により調整されます。合計の長さが長辺の幅を超えないようにし
ます。

[タタブブ数数]
カスタム用紙に含むタブの数を 1から 15の間で選択します。
[出出力力用用紙紙ササイイズズ]
[A4]または [Letter]を選択します。
[最最初初ののタタブブのの前前]
用紙の端と最初のタブとの間隔を入力、または選択します。

[タタブブのの間間]
各タブの間の間隔を入力、または選択します。互いに重なり合うタブに
は、負の値を選択します。

[最最後後ののタタブブのの後後ろろ]
最後のタブと用紙の端との間隔を入力、または選択します。

[タタブブのの幅幅]
タブが用紙の端からどれくらい出ているかを入力、または選択します。

タタブブ設設定定ダダイイアアロロググボボッッククスス

用紙の選択後、現在の印刷ジョブのタブ設定を行います。最大 50のタブ印刷
設定と、50シートまでの合紙挿入設定ができます。選択は印刷ジョブのすべ
てのインデックス紙に適用されます。

用紙の最後のタブが使用されると、最初のタブに戻って同じパターンを繰り返
します。例えば、タブが 5つの用紙に 20のタブが選択された場合、5つのタ
ブが 4回繰り返しのパターンで挿入されます。

参参考考: [イインンデデッッククスス紙紙をを使使用用]を選択している場合、[本本文文をを印印刷刷]リスト
で、[合合紙紙]と同じ設定は選択できません。[イインンデデッッククスス紙紙をを使使用用]を選択して
いない場合、[本本文文をを印印刷刷]リストで、[合合紙紙]の [印印刷刷面面]と異なる設定は選択
できません。

[現現在在ののタタブブ設設定定]
現在の印刷ジョブのタブ設定を表示します。

[新新規規]
ボタンをクリックし、[現現在在ののタタブブ設設定定]リストに新しいタブを追加しま
す。その後に新しいタブの設定を選択します。

[削削除除]
リストでタブを選択し、[削削除除]をクリックするとタブを削除できます。
[カカススタタムム]
ボタンをクリックし[カカススタタムムタタブブ]ダイアログボックスを開き、フォン
ト、色、テキスト配置といったカスタムタブ設定を選択します。[カカススタタムム]
ボタンは、[イインンデデッッククスス紙紙をを使使用用]が選択され、[イイメメーージジをを移移動動]が選択
されていない場合に使用できます。

[次次ののペペーージジのの前前にに挿挿入入]
挿入するページの番号を入力します。インデックス紙は、入力したページ
番号の前に差し込まれます。[1]と入力した場合は、インデックス紙は 1
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ページの前に挿入されます。[イインンデデッッククスス紙紙をを使使用用]を選択していない場
合は、[合合紙紙]機能が自動的に選択され、[合合紙紙挿挿入入位位置置]にこの数字が入り
ます。

同じページ番号を入力した場合は、エラーになります (テキストボックスが
赤くなります)。
[本本文文をを印印刷刷]
合紙に印刷される文書データのオプションを選択します。[おおももてて面面]を選
択し、文書データの次のページをインデックス紙に印刷します。インデッ
クス紙に文書データを印刷したくない場合は、[ししなないい]を選択します。ど
ちらを選択した場合でも、タブテキストはタブに印刷されます。

[イインンデデッッククスス紙紙をを使使用用]
チェックボックスを選択して、[表表紙紙/合合紙紙]タブの [基基本本設設定定]リストで選択
されたインデックス紙を使用します。チェックボックスが選択されていな
い場合は、[イインンデデッッククスス紙紙]は [表表紙紙/合合紙紙] > [合合紙紙]と同じです。
[イイメメーージジをを移移動動]
文書にタブを含むアプリケーションデータやテンプレートには、[イインンデデッッ
ククスス紙紙をを使使用用]を選択し、[イイメメーージジをを移移動動]を選択します。タブテキストが
タブに印刷できるように、ページの中身とタブテキストが移動します。移
動幅は最大 30 mm (1.2インチ)で入力、または選択します。
この機能を使用する場合、タブテキストは、[タタブブ設設定定]ダイアログボック
スではなく、アプリケーションまたはテンプレートに入力します。

[タタブブのの位位置置]
各タブの位置を選択します。[自自動動]でタブ位置を自動に設定、またはリス
トから位置を選択できます。選択可能なタブ位置は、選択された標準の用
紙、または [カカススタタムム用用紙紙]ダイアログボックスの [タタブブ数数]により異なりま
す。インデックス紙は、文字列の位置設定と一致するようにセットする必
要があります。

[タタブブテテキキスストト (最最大大 3行行)]
各タブのテキストを、最大 3行 (1行 260字)で入力します。

カカススタタムムタタブブののダダイイアアロロググボボッッククスス

タブテキストのフォント、スタイル、色、サイズ、向き、タブ配置、テキスト
配置、および行間を選択できます。選択は印刷ジョブのすべてのインデックス
紙に適用されます。

[簡簡単単設設定定]、[基基本本設設定定]、または [印印刷刷品品質質]タブで、[カカララーー]を選択している
場合は、[カカススタタムムタタブブ]ダイアログボックスでデフォルト色またはカスタム色
を選択します。

参参考考: [2色色カカララーー]が [簡簡単単設設定定]、[基基本本設設定定]、[印印刷刷品品質質]タブで選択されて
いる場合、その選択した色の組み合わせでタブテキストが印刷されます。

[印印刷刷のの向向きき]は、[簡簡単単設設定定]および [基基本本設設定定]タブ内の印刷の向きと異なりま
す。カスタムタブでは、次の印刷の向きを選択できます。

[標標準準]
タブを上にしてシートを見たときに、テキストは横書きです。

[反反転転]
タブを上にしてシートを見たときに、テキストは上下を逆にした横書きで
す。

[横横]
タブを右側にしてシートを見たときに、テキストは横書きです。

[縦縦]
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タブを右側にしてシートを見たときに、テキストは縦書きです。

[文文字字列列のの配配置置]は、Microsoft Wordの垂直方向の配置と同様です。
[上上]
タブテキストは、タブの幅の上端に揃えられます。

[中中央央]
タブテキストは、タブの幅の中心に揃えられます。

[下下]
タブテキストは、タブの幅の下端に揃えられます。

[左左ぞぞろろええ]と [行行間間]のオプションを選択する場合、ダイアログボックスのイラ
ストにあるように、タブを右側にして用紙を見ます。

イインンデデッッククスス紙紙をを挿挿入入すするる

1 長辺が給紙方向の先頭になるように、インデックス紙を [手手差差ししトトレレイイ]に
セットします。タブは給紙方向の反対側になります。インデックス紙は印刷面
を下 (フェイスダウン)にしてセットします。1タブ目は給紙方向に対して左側
になります。

2 [表表紙紙/合合紙紙]タブで、[イインンデデッッククスス紙紙]アイコンをクリックします。

3 [基基本本設設定定]リストで、標準の用紙オプションを選択するか、[カカススタタムム]を選択
してカスタム用紙を作成できます。

4 手順 3で [カカススタタムム]を選択した場合は、[カカススタタムム用用紙紙]ダイアログボックスで
任意のカスタム用紙を作成し、[OK]をクリックします。

5 [設設定定]をクリックします。

6 [タタブブ設設定定]ダイアログボックスで、[新新規規]をクリックし、挿入するページ番号
を入力します。インデックス紙は、入力したページ番号の前に差し込まれま
す。

7 [本本文文をを印印刷刷]と [タタブブのの位位置置]の設定を選択し、タブテキストを入力します。

8 [イインンデデッッククスス紙紙をを使使用用]が選択され、[イイメメーージジをを移移動動]が選択されていない場
合は、[カカススタタムム]をクリックして、タブテキストのカスタム設定を行えます。
[OK]をクリックします。
文書にタブを含むアプリケーションデータやテンプレートの場合、[イイメメーージジ
をを移移動動]を選択して移動幅を選択します。

9 印刷ジョブに複数のインデックス紙を含めたい場合は、手順 6から 8を繰り返
し、[OK]をクリックします。

10 現在のタブ設定を再度使用したい場合は、[印印刷刷設設定定]ダイアログボックス下部
にある、[名名前前をを付付けけてて保保存存]をクリックし、設定をプロファイルとして保存し
ます。

11 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。
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章章分分けけのの挿挿入入

両面印刷時に文書の各章最初のページを、強制的に用紙のおもて面に印刷でき
ます。100章までの各章最初のページを識別できます。この機能は、両面印刷
やページ集約印刷時にも設定できます。

[簡簡単単設設定定]および [基基本本設設定定]タブの [部部単単位位印印刷刷]は、自動的にオンに設定さ
れます。

[章章分分けけのの挿挿入入]は、[レレイイアアウウトト]タブの、[ポポススタターー]および [ブブッッククレレッットト]ま
たは、[表表紙紙/合合紙紙]タブの [OHP合合紙紙]と同時には使用できません。
この機能は、[PCL 5c]が PDLとして選択されている場合は使用できません。

章章（（指指定定ししたたペペーージジ））でで分分けけてて印印刷刷

1 [簡簡単単設設定定]あるいは [基基本本設設定定]タブで、[両両面面印印刷刷]を選択します。

2 [表表紙紙/合合紙紙]タブで、[章章分分けけのの挿挿入入]アイコンをクリックします。

3 [章章分分けけのの最最初初ののペペーージジ]に、各章最初のページ番号を 2から 999までで入力し
ます。ページ番号をカンマで区切って入力することができます。

参参考考: [表表紙紙付付けけ]、[印印刷刷面面]: [表表紙紙ののみみ] / [外外側側]および [表表紙紙ののみみ] / [内内側側]が
選択されている場合には、ページ番号は、3から 999までで入力してくださ
い。

4 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。
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10ジジョョブブ保保存存

[ジジョョブブ保保存存]タブで、プリントデバイスにインストールされているメモリーに
印刷ジョブを保存できます。また、[ジジョョブブ名名]を選択してジョブ保存機能と合
わせて使用できます。このタブは、Microsoft Windowsアプリケーションから
文書を印刷する際に、デフォルト設定を決定、または変更する場合に使用しま
す。

元の設定に戻すには、[標標準準にに戻戻すす]をクリックします。[標標準準にに戻戻すす]ボタン
は、アプリケーションの [印印刷刷]ダイアログボックスからプリンタードライ
バーにアクセスした場合に表示されます。

管理者は [デデババイイスス設設定定] > [管管理理者者設設定定] > [ロロッックク設設定定]を選択し、[ジジョョブブ保保
存存]を選択することによって、[ジジョョブブ保保存存]タブで選択した設定ですべての
ジョブを保存または印刷されるようにすることができます。

ジジョョブブ拡拡張張機機能能

[ジジョョブブ拡拡張張機機能能]は、印刷ジョブをプリントデバイスのメモリーに保存するた
めの各種設定や、それらの印刷ジョブの印刷の実行や、再印刷する機能が含ま
れます。印刷ジョブは、プリントデバイスの操作パネルから後で簡単に印刷
しなおすことができ、機密文書の印刷を許可されたユーザーだけに制限するこ
とも可能です。

この機能は、高度な印刷管理をデスクトップから直接行うことのできる多層的
なソリューションです。プリントデバイスにジョブを保存することにより、
コンピューターからジョブを再送信しなくても、操作パネルからいつでも再印
刷することが可能です。
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[ジジョョブブ拡拡張張機機能能]を利用する場合、[デデババイイスス設設定定]にある [ユユーーザザーー設設定定]ダイ
アログボックスで、ユーザー名を設定することもできます。Windowsのログ
インユーザー名を使用する場合（デフォルト）は、ユーザー名の設定は不要
です。

[デデババイイスス設設定定] > [管管理理者者設設定定] > [Net Manager]で、 [Net Manager]が選択さ
れている場合、[ジジョョブブ拡拡張張機機能能]は使用できません。

ジジョョブブ拡拡張張機機能能ののオオププシショョンン

スストトレレーージジロロケケーー
シショョンン

必必要要ななアアククセセスス
ココーードド

ジジョョブブのの印印刷刷時時 ジジョョブブががメメモモリリーー
かからら削削除除さされれるる時時

[ユユーーザザーーボボッッククスス] ハードディスク オプションパス
ワード

操作パネルからの
出力時

手動で削除、また
は最大 31日間

[ククイイッッククココピピーー] ハードディスク なし PCから送られた時 プリントデバイス
の電源オフ時、ス
トレージデバイス
容量の超過時、ま
たはジョブ保持日
数経過時

[試試しし刷刷りり後後、、保保留留] ハードディスク なし ジョブが送られた
時に 1部印刷し、
残りは後で印刷

プリントデバイス
の電源オフ時、ま
たはジョブ保持日
数経過時

[ププラライイベベーートトププリリ
ンントト]

ハードディスク あり 操作パネルからア
クセスコードが入
力された時

プリントデバイス
の電源オフ時、印
刷後、またはジョ
ブ保持日数経過後

[ジジョョブブ保保留留] ハードディスク オプション 操作パネルからの
出力時

手動で削除された
時

ユユーーザザーーボボッッククスス

この機能を使うと、印刷ジョブはプリントデバイスの操作パネルから印刷され
るまで保存されます。保存したジョブはストレージデバイスから 1つまたは複
数を印刷できます。

印刷ジョブはストレージデバイスに 1～ 31日間保存するか、もしくは印刷後
に削除できます。

ユーザーボックスは、プリントデバイスのホームページで、また [デデババイイスス設設
定定]からアクセスする [ハハーードドデディィススクク設設定定]で、ユーザーごとに設定する必要
があります。ユーザーボックスは最大 1000個作成できます。

ユユーーザザーーボボッッククススににジジョョブブをを保保存存すするる

1 [ジジョョブブ保保存存]タブで [ジジョョブブ拡拡張張機機能能]アイコンをクリックします。

2 [タタイイププ]リストで、[ユユーーザザーーボボッッククスス]を選択します。

3 [設設定定]をクリックします。

4 [ユユーーザザーーボボッッククスス設設定定]オプションを選択します。
[特特定定ののボボッッククスス番番号号をを使使用用]を選択した場合、そのボックス番号とパス
ワードを入力します。
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[印印刷刷時時ににボボッッククスス番番号号をを入入力力]を選択し、[OK]をクリックします。印刷を
開始すると、[ユユーーザザーーボボッッククスス]ダイアログボックスが表示されます。[定定
義義さされれたたユユーーザザーーボボッッククスス]リストからボックス番号を入力します。パス
ワードが設定されている場合は、パスワードを入力します。

[印印刷刷時時ににボボッッククススリリスストトかからら選選択択]を選択し、[OK]をクリックします。印
刷を開始すると、[ユユーーザザーーボボッッククスス]ダイアログボックスが表示されま
す。リストからボックスを選択します。パスワードが設定されている場合
は、パスワードを入力します。これは、[ハハーードドデディィススクク設設定定]ダイアログ
ボックスで [共共有有ボボッッククスス]が選択されている場合に、選択することができ
ます。

[ロロググイインンユユーーザザーー毎毎ににボボッッククスス番番号号をを確確認認]を選択し、[OK]をクリックし
ます。印刷を開始すると、[ユユーーザザーーボボッッククスス]ダイアログボックスが表示
されます。ボックス番号を入力します。パスワード保護を行うには、[パパスス
ワワーードドのの確確認認]を選択し、パスワードを入力します。これは、[ハハーードドデディィ
ススクク設設定定]ダイアログボックスで [共共有有ボボッッククスス]が選択されている場合
に、選択することができます。

5 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。

[ロロググイインンユユーーザザーー毎毎ににボボッッククスス番番号号をを確確認認]が選択されている場合、ドライ
バーはユーザーボックスからログインユーザー名を検索してユーザーボックス
名として使用します。

一致したユーザー名が見つかると、そのユーザーボックスを使用して印刷
ジョブが実行されます。

一致したユーザー名が見つからなかった場合、ドライバーは管理者権限ま
たはユーザー権限のチェックを行います。管理者権限を持っている場合、
ボックス番号および印刷ジョブ用のパスワードを入力するよう求められま
す。ドライバーはWindowsのログインユーザー名を検索し、ボックス番号
とパスワードとともに、この名前をドライバーのユーザーボックスリスト
に追加します。ユーザー権限の場合、印刷ジョブはキャンセルされます。
ユーザーには管理者に問い合わせて印刷権限を取得するよう促すメッセー
ジが表示されます。

ククイイッッククココピピーー

[ククイイッッククココピピーー]は、印刷ジョブのすべての部数を印刷した後、再び印刷でき
るようにするため、印刷ジョブを一時的にストレージデバイスに保存してお
く、[ジジョョブブ拡拡張張機機能能]のオプションです。
[ククイイッッククココピピーー]は、文書の印刷後に追加部数を印刷することが必要になった
場合などに便利です。その場合は、PCからジョブを再送信することなく、プ
リントデバイスの操作パネルから追加部数を設定し、印刷を行うことができま
す。

保存可能な [ククイイッッククココピピーー]ジョブおよび [試試しし刷刷りり後後、、保保留留]ジョブの数
は、プリントデバイスの操作パネルで設定できます。ジョブが既定の数に達す
ると、古いジョブから順に新しいジョブと入れ替わります。[ククイイッッククココピピーー]
ジョブはすべて、印刷後にストレージデバイスに保存されます。ジョブは、プ
リントデバイスの電源がオフになる、またはジョブ保持日数を過ぎると削除さ
れます。ジョブは操作パネルから手動で削除できます。

警警告告: 印刷ジョブは、同じユーザー名とジョブ名を持つ、ストレージデバイ
ス内にあるジョブを置き換えます。こうした状況を防ぐには、 [上上書書ききモモーー
ドド]で、[ジジョョブブ名名 +日日付付とと時時間間をを使使用用]を選択します。
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ククイイッッククココピピーージジョョブブをを印印刷刷すするる

1 [ジジョョブブ保保存存]タブで [ジジョョブブ拡拡張張機機能能]アイコンをクリックします。

2 [タタイイププ]リストで、[ククイイッッククココピピーー]を選択します。

3 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。

試試しし刷刷りり後後、、保保留留

[試試しし刷刷りり後後、、保保留留]は、印刷ジョブを 1部印刷してから残りの部数を印刷する
ことで、印刷結果を確認できる [ジジョョブブ拡拡張張機機能能]のオプションです。
試し刷り印刷を行い、確認した後は、コンピューターからジョブを再送信しな
くても、プリントデバイスの操作パネルから残りの部数を印刷することが可能
です。必要に応じて、印刷部数は変更することができます。

参参考考: [試試しし刷刷りり後後、、保保留留]は、Microsoft Excelなど一部のアプリケーション
では使用できません。

保存可能な [試試しし刷刷りり後後、、保保留留]ジョブおよび [ククイイッッククココピピーー]ジョブの数
は、プリントデバイスの操作パネルで設定できます。ジョブが既定の数に達す
ると、古いジョブから順に新しいジョブと入れ替わります。[試試しし刷刷りり後後、、保保
留留]ジョブはすべて、印刷後にストレージデバイスに保存されます。ジョブ
は、プリントデバイスの電源がオフになる、またはジョブ保持日数を過ぎると
削除されます。ジョブは操作パネルから手動で削除できます。

警警告告: 印刷ジョブは、ストレージデバイス内にある、同じユーザー名と
ジョブ名を持つジョブを上書きします。こうした状況を防ぐには、 [上上書書きき
モモーードド]で、[ジジョョブブ名名 +日日付付とと時時間間をを使使用用]を選択します。

試試しし刷刷りり後後、、保保留留ジジョョブブをを印印刷刷すするる

1 [基基本本設設定定]タブで、印刷部数を選択します。

2 [ジジョョブブ保保存存]タブで [ジジョョブブ拡拡張張機機能能]アイコンをクリックします。

3 [タタイイププ]リストで、[試試しし刷刷りり後後、、保保留留]を選択します。

4 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。

ププラライイベベーートトププリリンントト

[ププラライイベベーートトププリリンントト]は [ジジョョブブ拡拡張張機機能能]の 1つで、印刷ジョブを印刷する
ため 4桁のアクセスコードが入力されるまでストレージデバイスに保存しま
す。ストレージデバイス容量が限界に達した状態で、新しい保存用ジョブが
送信された場合は、保存されている最も古いジョブが新しいジョブに差し替え
られます。 [ププラライイベベーートトププリリンントト]ジョブは、プリントデバイスをリセット
したり、電源をオフにしたり、またはジョブ保持日数を超過すると削除されま
す。ジョブを削除されたくない場合は、[ジジョョブブ保保留留]機能を選択してくださ
い。

機密文書をプリントデバイスに送信する場合、4桁のアクセスコードを入力す
る必要があります（アクセスコードは、[ジジョョブブ名名]、[ユユーーザザーー名名]と共に印刷
ジョブに添付されます）。アクセスコードの入力が求められるオプションを
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選択することもできます。プリントデバイスの操作パネルにアクセスコード
が入力されるまで、ジョブは印刷されません。印刷後、ジョブはプリントデ
バイスのメモリーから削除されます。

保存可能な [ププラライイベベーートトププリリンントト]ジョブの数は、ストレージデバイスの容
量のみに制限されます。ジョブは操作パネルから手動で削除できます。

警警告告: 印刷ジョブは、ストレージデバイス内にある、同じユーザー名と
ジョブ名を持つジョブを上書きします。こうした状況を防ぐには、 [上上書書きき
モモーードド]で、[ジジョョブブ名名 +日日付付とと時時間間をを使使用用]を選択します。

ププラライイベベーートトププリリンントトジジョョブブをを保保管管すするる

1 [ジジョョブブ保保存存]タブで [ジジョョブブ拡拡張張機機能能]アイコンをクリックします。

2 [タタイイププ]リストで、[ププラライイベベーートトププリリンントト]を選択します。

3 アクセスコードを選択するための方法を選択します。

すべての印刷ジョブに対して同じアクセスコードを使用する場合は、 [印印刷刷
時時ににアアククセセススココーードドをを入入力力]の選択を解除し、[アアククセセススココーードドのの指指定定]ボッ
クスに 4桁の数字を入力します。
各印刷ジョブに対して、異なるアクセスコードを使用する場合は、[印印刷刷時時
ににアアククセセススココーードドをを入入力力]を選択します。アプリケーションの [印印刷刷]ダイ
アログボックスで [OK]をクリックすると、[ププラライイベベーートトププリリンントト]ダイア
ログボックスが表示されるのでアクセスコードを入力します。

4 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。

ジジョョブブ保保留留

[ジジョョブブ保保留留]は、[ジジョョブブ拡拡張張機機能能]の 1つで、印刷ジョブをストレージデバイ
スに恒久的に保存しておき、再印刷を可能にします。また、アクセスコードを
使用してジョブが不正に印刷されるのを防ぐオプションも用意されています。

[ジジョョブブ保保留留]で印刷したジョブは、プリントデバイスの電源を一度切った後で
も再印刷が可能なため、いつでも印刷できるようにしておく必要のあるジョブ
などに便利です。[ジジョョブブ保保留留]ジョブを削除するには、プリントデバイスから
手動で削除します。

必要に応じて、4桁のアクセスコードを [ジジョョブブ保保留留]ジョブに設定して、誰に
も見られないようにジョブを印刷したり、許可されたユーザーだけに印刷を制
限したりすることができます。アクセスコードを設定すると、ユーザーがプリ
ントデバイスの操作パネルからアクセスコードを入力するまで、ジョブは印刷
されません。印刷後、ジョブはプリントデバイスのメモリーに残ります。

保存可能な [ジジョョブブ保保留留]ジョブの数は、ストレージデバイスの容量のみに制
限されます。ジョブは操作パネルから手動で削除することもできます。

警警告告: 印刷ジョブは、ストレージデバイス内にある、同じユーザー名と
ジョブ名を持つジョブを上書きします。こうした状況を防ぐには、 [上上書書きき
モモーードド]で、[ジジョョブブ名名 +日日付付とと時時間間をを使使用用]を選択します。

ジジョョブブ保保留留ジジョョブブをを保保管管すするる

1 [ジジョョブブ保保存存]タブで [ジジョョブブ拡拡張張機機能能]アイコンを選択します。
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2 [タタイイププ]リストで、[ジジョョブブ保保留留]を選択します。

3 アクセスコードを選択するための方法を選択します。

すべての印刷ジョブに対して同じアクセスコードを使用する場合は、[印印刷刷
時時ににアアククセセススココーードドをを入入力力]の選択を解除し、[アアククセセススココーードドのの指指定定]ボッ
クスに 4桁の数字を入力します。
各印刷ジョブに対して、異なるアクセスコードを使用する場合は、[印印刷刷時時
ににアアククセセススココーードドをを入入力力]を選択します。アプリケーションの [印印刷刷]ダイ
アログボックスで [OK]をクリックすると、[ジジョョブブ保保留留]ダイアログボック
スが表示されるのでアクセスコードを入力します。

4 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。

ユユーーザザーー管管理理

[ユユーーザザーー管管理理]は、部署や部門ごとに権限を割り当てる [部部門門管管理理]とは異な
り、ユーザーごとにジョブ制限を提供します。[デデババイイスス設設定定] > [管管理理者者設設定定]
> [ユユーーザザーー管管理理]で [特特定定ののロロググイインンユユーーザザーー名名をを使使用用]が選択されている場
合、この機能が [ジジョョブブ保保存存]タブに表示されます。
[ジジョョブブ保保存存]タブで、印刷ジョブに対してユーザー名やパスワードを一時的に
変更できます。[デデババイイスス設設定定]で設定されたデフォルトのユーザー名やパス
ワードは変更されません。

ユユーーザザーー管管理理をを使使用用ししてて印印刷刷すするる

1 [ジジョョブブ保保存存]で [ユユーーザザーー管管理理]の下の [オオププシショョンン設設定定]をクリックします。

2 [認認証証設設定定]ダイアログボックスで、ユーザー名とパスワードを入力します。

3 [標標準準にに戻戻すす]をクリックするとデフォルトの設定に戻ります。

4 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。

部部門門管管理理

この機能を使うと、管理者は、プリントデバイスを制御できます。[部部門門管管理理]
で、ユーザーあるいは部署に部門コード (識別番号)を割り当てられます。[デデ
ババイイスス設設定定] > [管管理理者者設設定定] > [部部門門管管理理]で [特特定定ののココーードドをを使使用用]が選択され
ている場合、この機能が [ジジョョブブ保保存存]タブに表示されます。
[ジジョョブブ保保存存]タブで、印刷ジョブに対して部門コードを一時的に変更できま
す。[デデババイイスス設設定定]で設定されたデフォルトの部門コードは変更されません。

部部門門管管理理をを使使用用ししてて印印刷刷すするる

1 [ジジョョブブ保保存存]タブで [部部門門管管理理]の下の[オオププシショョンン設設定定]をクリックします。

2 [認認証証設設定定]ダイアログボックスで、部門コードを入力します。

3 [標標準準にに戻戻すす]をクリックするとデフォルトの設定に戻ります。
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4 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。

ジジョョブブ名名

[ジジョョブブ名名]は、印刷ジョブごとの識別名です。これはプリントデバイスの操作
パネルからジョブを検索したり、印刷したりするのに便利です。[ジジョョブブ拡拡張張
機機能能]のいずれかを使用して印刷ジョブを送信する場合、ジョブにカスタム名
を割り当てたり、アプリケーションファイルの名前を使用したりできます。

Microsoft Wordおよび PowerPointでは、アプリケーションで定義される [ジジョョ
ブブ名名]にアプリケーション名を含めたり、除外したりできます。またプリント
デバイスのメモリー内のジョブを印刷するとき、同じ [ジジョョブブ名名]を持つ新し
いジョブによって置き換えられないようにすることもできます。

アアププリリケケーーシショョンン名名ををジジョョブブ名名にに使使用用ししなないい

この機能を使うと、ジョブ拡張機能で、ジョブ名からアプリケーション名を削
除できます。[アアププリリケケーーシショョンン名名ををジジョョブブ名名にに使使用用ししなないい]を選択すると、選
択したファイル名がジョブリストにわかりやすく表示されます。この機能は、
Microsoft Wordまたは PowerPointから印刷する場合にのみ使用できます。

上上書書ききモモーードド

この機能を使うと、保存された印刷ジョブが同じ [ジジョョブブ名名]を持つ新しい
ジョブによって、プリントデバイスのメモリー内で置き換えられないようにで
きます。ユーザーが同じ [ユユーーザザーー名名]と [ジジョョブブ名名]を持つ 2つの印刷ジョブ
を送信した場合、2番目のジョブは何のメッセージも表示しないで最初のジョ
ブに置き換わります。これを防ぐために、[上上書書ききモモーードド]はジョブが送信され
た日付と時間を追加して自動的に [ジジョョブブ名名]を変更します。また、この機能
は、PCから印刷ジョブが送信された時間を追跡するのにも役立ちます。
選択されたオプションは、 [アアププリリケケーーシショョンン定定義義]または [ユユーーザザーー定定義義]が
選択された [ジジョョブブ名名]に適用されます。[上上書書ききモモーードド]オプションには、次の
ものがあります。

[既既存存ののフファァイイルルをを置置きき換換ええるる]
このオプションは、同じ [ユユーーザザーー名名]および同じ [ジジョョブブ名名]が存在する場
合、現在の印刷ジョブによってプリントデバイスメモリー内の既存のジョ
ブが置き換わります。

[ジジョョブブ名名 +日日付付とと時時間間をを使使用用]
このオプションは、現在の日付と時間を [ジジョョブブ名名]の後ろに追加します。
同じジョブ名である前回の印刷ジョブは、プリントデバイスのメモリーに
残ります。

ジジョョブブ名名をを選選択択すするる

[ジジョョブブ拡拡張張機機能能]を使用する際に、プリントデバイスの操作パネルに表示され
るジョブリストから目的のジョブを確認できるよう、[ジジョョブブ名名]を設定するこ
とができます。選択した[ジジョョブブ名名]は、ジョブがプリントデバイスに送信され
るときに、印刷ジョブとともに保存されます。

1 [ジジョョブブ保保存存] > [ジジョョブブ名名]で名前を選択します。
[アアププリリケケーーシショョンン定定義義]
アプリケーションの文書名を [ジジョョブブ名名]として使用します。Microsoft
Wordまたは PowerPoint文書の場合、[アアププリリケケーーシショョンン名名ををジジョョブブ名名にに使使
用用ししなないい]を選択すると、[ジジョョブブ名名]としてドキュメント名のみを表示する
ためにアプリケーション名が削除されます。

[ユユーーザザーー定定義義]
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このオプションは、ジョブごとに一意の名前を使用します。79文字以内で
ボックスに名前を入力します。

2 同じ [ジジョョブブ名名]のジョブがプリントデバイスのメモリーにすでに存在する場
合は、[上上書書ききモモーードド]オプションを選択します。

[既既存存ののフファァイイルルをを置置きき換換ええるる]
同じ [ユユーーザザーー名名]および同じ [ジジョョブブ名名]のジョブが存在する場合、現在の
印刷ジョブによってプリントデバイスメモリー内の既存のジョブが置き換
わります。

[ジジョョブブ名名 +日日付付とと時時間間をを使使用用]
現在の日付と時間を [ジジョョブブ名名]の後ろに追加します。
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11拡拡張張機機能能

[拡拡張張機機能能]タブでは、プリントデバイスの機能を拡張させる特殊な機能を選択
できます。

[標標準準にに戻戻すす]をクリックすると、[EMFススププーールルをを行行うう]チェックボックス
は、プリンタードライバーの [印印刷刷設設定定]で設定されたデフォルト設定に戻り
ます。[標標準準にに戻戻すす]ボタンは、アプリケーションの [印印刷刷]ダイアログボックス
からプリンタードライバーにアクセスした場合に表示されます。

ププロロロローーググ/エエピピロローーググ
この機能を使うと、印刷ジョブの始めまたは終わりにコマンドファイルを挿入
できます。コマンドファイルは、本機に搭載されているプリスクライブ言語の
プログラミングコマンドを使用します。[Product Library]ディスクには、プ
リスクライブコマンド言語の説明書が含まれています。

コマンドファイルは一連の命令であり、プリントデバイスはこれを解釈して所
定の出力を生成します。例えばレターヘッドのように、文書の決まった位置に
ロゴなどを印刷するために、[ププロロロローーググ/エエピピロローーググ]コマンドファイルにマ
クロを挿入することができます。または、[基基本本設設定定]タブの [カカーーボボンンココピピーー]
機能を使用している場合は、カーボンコピーに見出しを挿入できます。

印刷ジョブに追加する前に、お使いの PCで [ププロロロローーググ/エエピピロローーググ]ファイ
ルを使用可能にしておく必要があります。このファイルを作成するには、
Windowsのメモ帳などのテキストエディターを使用します。PCで [編編集集]をク
リックして、[ププロロロローーググ/エエピピロローーググ]ファイルを編集できます。コマンド
ファイルを編集して保存すると、ローカルまたはネットワークにある既存ファ
イルの内容が上書きされます。
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リストで [ププロロロローーググ/エエピピロローーググ]ファイルを選択して [削削除除]をクリックする
ことにより、ファイルを削除できます。プロローグ/エピローグデータファイ
ルからはファイル名だけが削除されます。ファイルそのものは削除されず、
ネットワークまたはローカル PCに残っています。

挿挿入入箇箇所所オオププシショョンン

挿入箇所は、選択された [ププロロロローーググ/エエピピロローーググ]コマンドファイルが、プリ
ントデバイスによって処理される印刷ジョブ内の場所です。コマンドファイ
ルリストの各ファイルに割り当てられる挿入箇所は1つです。

参参考考: [PCL 5c]がPDLとして選択されている場合のみ、[ペペーージジのの始始めめ]と
[ペペーージジのの終終わわりり]の挿入箇所オプションが使用できます。

[ななしし [未未設設定定]]
選択したコマンドファイルは印刷ジョブに挿入されません。この選択は、
複数のコマンドファイルがある場合に、特定のコマンドファイルだけを使
用する際に使用できます。コマンドファイルを使用しない印刷ジョブに
は、[ななしし[未未設設定定]]を選択します。
[文文書書ののははじじめめ]
コマンドファイルは印刷ジョブの最初のページに挿入されます。文書は 2
ページ目から印刷が開始されます。

[文文書書のの終終わわりり]
コマンドファイルは印刷ジョブの最終ページに挿入され、文書の最終ペー
ジの後に印刷されます。

[ペペーージジののははじじめめ]
コマンドファイルは、印刷ジョブの各ページの前に挿入されます。

[ペペーージジのの終終わわりり]
コマンドファイルは、印刷ジョブの各ページの後ろに挿入されます。

[奇奇数数ペペーージジにに挿挿入入]
[ペペーージジののははじじめめ]または [ペペーージジのの終終わわりり]を選択すると、このオプション
を選択して、すべての奇数ページにコマンドファイルを挿入することがで
きます。

[偶偶数数ペペーージジにに挿挿入入]
[ペペーージジののははじじめめ]または [ペペーージジのの終終わわりり]を選択すると、このオプション
を選択して、すべての偶数ページにコマンドファイルを挿入することがで
きます。

[ペペーージジ指指定定]
[ペペーージジののははじじめめ]または [ペペーージジのの終終わわりり]を選択すると、このオプション
を使用して指定されたページにコマンドファイルを挿入することができま
す。テキストボックスにページ番号をカンマで区切って入力するか、また
はハイフンで区切ってページ範囲を指定します。

ププロロロローーググ/エエピピロローーググフファァイイルルのの選選択択おおよよびび割割りり当当ててををすするる

1 [拡拡張張機機能能] > [ププロロロローーググ/エエピピロローーググ]で、[参参照照]をクリックして[ププロロロローーググ/
エエピピロローーググ]ファイル (.TXT、.LOG)を選択し、[ププロロロローーググ/エエピピロローーググデデーータタ
フファァイイルル]リストに追加することができます。

2 リストからファイルを選択します。
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3 [挿挿入入箇箇所所]で、[ププロロロローーググ/エエピピロローーググ]ファイルを挿入する場所を選択、また
は [ななしし [未未設設定定]]を選択します。

4 必要に応じて、手順 1 - 3を繰り返してファイルを追加します。

5 [OK]をクリックします。

ププロロロローーググ/エエピピロローーググフファァイイルルをを編編集集すするる
PCで [ププロロロローーググ/エエピピロローーググ]ファイルを編集できます。

1 [拡拡張張機機能能] > [ププロロロローーググ/エエピピロローーググ]で、リストから [ププロロロローーググ/エエピピロローーググ
デデーータタフファァイイルル]を選択し、[編編集集]をクリックします。

2 テキストエディターが開いてから、ファイルの変更を行います。

3 ファイルを保存し、終了します。

参参考考: コマンドファイルを編集して保存すると、ローカルまたはネットワー
クにある既存ファイルの内容が上書きされます。

ププロロロローーググ/エエピピロローーググフファァイイルルをを削削除除すするる

1 [拡拡張張機機能能] > [ププロロロローーググ/エエピピロローーググ]で、リストから [ププロロロローーググ/エエピピロローーググ
デデーータタフファァイイルル]を選択し、[削削除除]をクリックします。

2 削除を確認するボックスが表示されたら、確認して [ははいい]をクリックしま
す。

参参考考: プロローグ/エピローグデータファイルからはファイル名だけが削除さ
れます。ファイルそのものは削除されず、ネットワークまたはローカル PC
に残っています。

ウウォォーータターーママーークク

ウォーターマークは目に見える画像またはパターンで、ページ上または文書全
体に配置できます。デフォルトのウォーターマークを 1つ選択するか、独自
の文字列を作成するか、または画像を使用することができます。ダイアログ
ボックスのプレビュー領域には、ウォーターマークがどのように表示されるの
かが示されます。これはウォーターマークの外観や位置を変更するときに便
利です。

デフォルトのウォーターマークは限られた数のオプションしか変更できません
が、どのウォーターマークでも編集可能です。

ウォーターマークに画像を使用したい場合は、印刷ジョブに追加する前に、お
使いの PCで画像ファイルを準備しておく必要があります。
ウォーターマークの[間間隔隔]には、単位がインチまたはミリメートルで表示され
ます。 [デデババイイスス設設定定]からアクセスして、[ユユーーザザーー設設定定]ダイアログボックス
の [単単位位]設定を変更できます。
管理者は、[デデババイイスス設設定定] > [管管理理者者設設定定] > [ロロッックク設設定定]を選択し、[ウウォォーー
タターーママーークク]を選択することによって、すべてのジョブにウォーターマークが
印刷されるようにすることができます。
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[ロロッックク設設定定]を行う前に、[ウウォォーータターーママーークク]をオンにしておく必要がありま
す。 [ウウォォーータターーママーークク]がオフのまま [ロロッックク設設定定]を行った場合、すべての
ユーザーは [ウウォォーータターーママーークク]が使用できなくなります。

ウウォォーータターーママーークク文文字字列列をを追追加加ままたたはは編編集集すするる

1 [拡拡張張機機能能] > [ウウォォーータターーママーークク]で [新新規規]をクリックしてカスタムのウォー
ターマーク文字列を作成します。

デフォルトまたはカスタムのウォーターマーク文字列を編集するには、リスト
から対象の文字列を選択します。

2 [設設定定名名]に、最大 39文字で名前を入力します。デフォルトのウォーターマー
ク名は変更できません。

3 [ウウォォーータターーママーークク文文字字列列]に、希望する文字列を入力します。デフォルトの
ウォーターマーク文字列を編集する場合は、このオプションは使用できませ
ん。

4 文字列のフォント、サイズ、スタイルを設定します。

5 リストからウォーターマーク文字列の色を選択します。

デフォルトの色から選択するか、あるいは、カスタム色設定の場合には[カカスス
タタムム]を選択して [色色のの設設定定]ダイアログボックスを開きます。[基基本本色色]の中か
ら色を選んでクリックし [OK]をクリックするか、 [色色のの作作成成]をクリックして
カラーマトリックスを表示します。

参参考考: [簡簡単単設設定定]、[基基本本設設定定]、または [印印刷刷品品質質]タブで [2色色カカララーー]が選
択されている場合、その選択した色の組み合わせでウォーターマーク文字列
が印刷されます。

6 ウォーターマークの [数数]は 20個まで設定できます。[間間隔隔]のボックスに、2
つ以上のウォーターマーク文字列の間の距離をインチまたはミリメートルで入
力、または選択します。

7 [角角度度]、[水水平平位位置置]、[垂垂直直位位置置]ボックスで、ウォーターマーク文字列の位置
を選択します。

プレビュー領域の下にあるボタンをクリックしてからウォーターマーク文字列
をクリックして、文字列の位置と角度を変更することもできます。ウォーター
マーク文字列を、ドラッグ操作で移動または回転できます。

ダイアログボックスの下部にある [中中心心をを軸軸にに回回転転]チェックボックスでは、
ウォーターマーク文字列の回転方法を設定できます。[中中心心をを軸軸にに回回転転]チェッ
クボックスにチェックを入れると文字列の中央を、チェックを外すと文字列の
左端を軸にして、ウォーターマーク文字列の回転を調整できます。

8 [印印刷刷面面]で、ウォーターマークを印刷するページを選択します。
[すすべべててののペペーージジ]
このオプションは、文書の各ページにウォーターマークを印刷します。

[最最初初ののペペーージジののみみ]
このオプションは、文書の最初のページにウォーターマークを印刷しま
す。
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[最最初初ののペペーージジ以以外外すすべべてて]
このオプションは、最初のページの後、すべてのページにウォーターマー
クを印刷します。

[指指定定ししたたペペーージジ]
このオプションは、テキストボックスに入力した番号のページにウォー
ターマークを印刷します。

[表表紙紙のの外外側側]
このオプションは、表紙にウォーターマークを印刷します。このオプショ
ンは、 [表表紙紙/合合紙紙]タブで [表表紙紙付付けけ]が選択されている場合に使用可能で
す。[表表紙紙/合合紙紙]タブで、[表表紙紙付付けけ]と [表表紙紙ののみみ] / [外外側側]または [表表紙紙とと裏裏
表表紙紙] / [外外側側]の両方が選択されている場合は、[表表紙紙のの外外側側]が自動的に選
択されます。

9 [追追加加]をクリックし、ウォーターマークを保存します。

10 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。

ウウォォーータターーママーーククイイメメーージジをを追追加加ままたたはは編編集集すするる

1 [拡拡張張機機能能] > [ウウォォーータターーママーークク]で [新新規規]をクリックし、カスタムのウォー
ターマークイメージを作成します。

カスタムのウォーターマークイメージを編集するには、リストから対象のイ
メージを選択します。

2 [設設定定名名]に、最大 39文字で名前を入力します。

3 [ウウォォーータターーママーーククイイメメーージジ]で [参参照照]をクリックし、お使いのコンピューター
に保存しているイメージファイル（ビットマップ、JPEG、GIF、PNG）を選
択します。

4 [縮縮小小/拡拡大大]で、ウォーターマークイメージのサイズを「1%」から「1000%」
までの間で指定して、縮小または拡大します。 [自自動動]を選択すると、イメー
ジ全体がページの中心に配置されます。

5 [不不透透明明度度]では、ウォーターマークイメージの濃度を 1%から 100%までの間
で選択します。

6 [カカララーー]では、ウォーターマークイメージをフルカラーで印刷するか、黒ト
ナーだけを使用して印刷するかを選択します。

参参考考: [簡簡単単設設定定]、[基基本本設設定定]、または [印印刷刷品品質質]タブで [2色色カカララーー]が選
択されている場合、その選択した色の組み合わせでウォーターマークイメー
ジが設定されます。

7 [角角度度]、[水水平平位位置置]、[垂垂直直位位置置]ボックスで、ウォーターマークイメージの位
置を選択します。[自自動動]を選択すると、イメージ全体がページの中心に配置さ
れます。

プレビュー領域の下にあるボタンをクリックしてからウォーターマークイメー
ジをクリックし、イメージの位置と角度を変更することもできます。ウォー
ターマークイメージを、ドラッグ操作で移動または回転できます。
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ダイアログボックスの下部にある [中中心心をを軸軸にに回回転転]チェックボックスでは、
ウォーターマークイメージの回転方法を設定できます。[中中心心をを軸軸にに回回転転]
チェックボックスにチェックを入れるとイメージの中央を、チェックを外すと
イメージの左端を軸にして、ウォーターマークイメージの回転を調整できま
す。

8 [印印刷刷面面]で、ウォーターマークを印刷するページを選択します。
[すすべべててののペペーージジ]
このオプションは、文書の各ページにウォーターマークを印刷します。

[最最初初ののペペーージジののみみ]
このオプションは、文書の最初のページにウォーターマークを印刷しま
す。

[最最初初ののペペーージジ以以外外すすべべてて]
このオプションは、最初のページの後、すべてのページにウォーターマー
クを印刷します。

[指指定定ししたたペペーージジ]
このオプションは、テキストボックスに入力した番号のページにウォー
ターマークを印刷します。

[表表紙紙のの外外側側]
このオプションは、表紙にウォーターマークを印刷します。このオプショ
ンは、 [表表紙紙/合合紙紙]タブで [表表紙紙付付けけ]が選択されている場合に使用可能で
す。[表表紙紙/合合紙紙]タブの [表表紙紙付付けけ]で、[表表紙紙ののみみ]と [外外側側]が選択されてい
る場合は、[表表紙紙のの外外側側]が自動的に選択されます。

9 [追追加加]をクリックし、ウォーターマークを保存します。

10 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。

セセキキュュリリテティィーー・・ウウォォーータターーママーークク

[セセキキュュリリテティィーー・・ウウォォーータターーママーークク]は、ほとんど目で見ることのできない画
像やテキストを背景に印刷するプラグインです。セキュリティー・ウォーター
マークは、印刷したページをコピーした場合にのみ表示されます。この機能に
より、コピーが禁止されている印刷文書を識別したり、元の文書とコピーされ
た文書を区別したりすることを可能にします。標準では、6種類のテキストま
たは画像のセキュリティー・ウォーターマークを使用できますが、ユーザー独
自のセキュリティー・ウォーターマーク文字列を作成することもできます。

[オオププシショョンンののココンンポポーーネネンントトウウィィザザーードド]では、プリンタードライバーのイン
ストール後、[セセキキュュリリテティィーー・・ウウォォーータターーママーークク]プラグインをインストール
できます。

[PCL XL]が PDLとして選択されている場合、[拡拡張張機機能能]タブで [セセキキュュリリ
テティィーー・・ウウォォーータターーママーークク]が使用できます。
デフォルトのセキュリティー・ウォーターマークは限られた数のオプションし
か変更できませんが、どのセキュリティー・ウォーターマークでも編集可能で
す。

セキュリティー・ウォーターマークの [ガガーードドパパタターーンン]機能を使用すると、
ガード機能に対応している機種使用時には、文書が不正にコピー、スキャン、
ファクス送信されたり、メモリーから印刷されたりすることを防ぎます。ス
キャン、ファクス送信、あるいはメモリーからの印刷が試みられると、印刷処
理が停止し、プリントデバイスの動作パネルにメッセージが表示されます。
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セキュリティー・ウォーターマークを効果的に使用するには、印刷した用紙で
はほとんど見えないようにし、コピーした用紙ではっきり表示されるようにす
る必要があります。プリントデバイスとドライバーの設定は、印刷ジョブに
よってそれぞれ異なるため、セキュリティー・ウォーターマークを印刷する前
に、パターンの濃度とコントラストの調整を行う必要があります。このパター
ン調整は、背景パターンを変更した際、トナーまたはプリントデバイスを交換
した際、負荷の高い印刷を行った後にも行うことをお勧めします。

[セセキキュュリリテティィーー・・ウウォォーータターーママーークク]を選択すると、ドライバーの各機能は次
のように設定されます。

[拡拡張張機機能能]タブの [ウウォォーータターーママーークク]は、[ななしし]に設定されます。
[印印刷刷品品質質] > [品品質質設設定定] > [ユユーーザザーー定定義義] > [カカススタタムム品品質質のの設設定定]で、[解解像像
度度]は [600 dpi]に設定されます。
[印印刷刷品品質質] > [品品質質設設定定] > [ユユーーザザーー定定義義] > [カカススタタムム品品質質のの設設定定]で、[KIR
(ススムムーージジンンググ) ]は、[オオフフ]に設定されます。
[印印刷刷品品質質]タブの [色色再再現現モモーードド]が [線線画画]に設定されます。
[簡簡単単設設定定]、[基基本本設設定定]、または [印印刷刷品品質質]の [エエココププリリンントト]は[オオフフ]に
設定されます。

[印印刷刷品品質質]タブの [調調整整]は、[ななしし]に設定されます。
[拡拡張張機機能能]タブの [簡簡単単色色調調整整]は、[ななしし]に設定されます。

また、この逆も同様です。これらの設定が変更された場合、[セセキキュュリリ
テティィーー・・ウウォォーータターーママーークク]の選択は [ななしし]に設定されて使用できません。
管理者は、[デデババイイスス設設定定] > [管管理理者者設設定定] > [ロロッックク設設定定]を選択し、[セセキキュュリリ
テティィーー・・ウウォォーータターーママーークク]を選択することによって、すべてのジョブにセ
キュリティー・ウォーターマークを印刷できます。

[ロロッックク設設定定]を行う前に、[セセキキュュリリテティィーー・・ウウォォーータターーママーークク]をオンにして
おく必要があります。[セセキキュュリリテティィーー・・ウウォォーータターーママーークク]がオフのまま
[ロロッックク設設定定]を行った場合、すべてのユーザーは [セセキキュュリリテティィーー・・ウウォォーー
タターーママーークク]が使用できなくなります。

セセキキュュリリテティィーー・・ウウォォーータターーママーーククをを追追加加ままたたはは編編集集すするる

1 [拡拡張張機機能能] > [セセキキュュリリテティィーー・・ウウォォーータターーママーークク]で [新新規規]をクリックしてカ
スタムのセキュリティー・ウォーターマークを作成します。

デフォルトまたはカスタムのセキュリティー・ウォーターマークを編集するに
は、リストから対象のセキュリティー・ウォーターマークを選択します。

2 [セセキキュュリリテティィーー・・ウウォォーータターーママーークク名名]に、名前を入力します (最大 39文
字)。デフォルトのセキュリティー・ウォーターマークの名前は変更できませ
ん。

3 [文文字字列列]では、最大 3行までのテキストを入力します。デフォルトのセキュリ
ティー・ウォーターマークを編集する場合は、このオプションは使用できませ
ん。次のオプションから選択してください。

[ななしし]
このオプションは、空行のままにします。

[ユユーーザザーー定定義義]
このオプションには、最大 39文字までのテキストを入力することができま
す。

これ以外のオプションでは、ジョブの印刷時に PCまたはプリンタードラ
イバーから取得した日付や時刻およびその他のジョブ情報が表示されま
す。
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4 文字列のフォント、サイズ、スタイルおよび角度を選択します。

5 セキュリティー・ウォーターマークの背景となるデザインを選択します。

[ガガーードドパパタターーンン]
ガードパターンは、セキュリティー・ウォーターマークの背景として表示
されます。

[パパタターーンン]
セキュリティー・ウォーターマークの背景となるデザインを選択します。

6 [カカララーー]リストから、セキュリティー・ウォーターマークのカラーを選択しま
す。オプションは、[黒黒]、[シシアアンン]、または [ママゼゼンンタタ]です。

参参考考: [簡簡単単設設定定]、[基基本本設設定定]、または [印印刷刷品品質質]タブで、[2色色カカララーー]が選
択されている場合、その選択した色の組み合わせでセキュリティー・ウォー
ターマーク文字列が印刷されます。

7 [濃濃度度]および [ココンントトララスストト]で、次の中から初期オプションを選択します。
[ううすすくく]、[普普通通]、[ここくく]
背景パターンの濃度を選択します。

[ココンントトララスストト 1-9]
背景パターンに対するコントラストを、最も薄いレベルから最も濃いレベ
ルの中で選択します。

ここでの選択内容は、次の手順でサンプルを印刷した結果を見て、必要に応じ
て変えることができます。

8 [ササンンププルル印印字字]をクリックすると、選択したパターン濃淡で 9種類のすべての
コントラストが表示されたページを印刷することができます。パターン濃淡の
オプションごとに、サンプルページを印刷することをお勧めします。

9 サンプル印刷の中から、セキュリティー・ウォーターマークが最も写っていな
いサンプルを選びます。

10 [セセキキュュリリテティィーー・・ウウォォーータターーママーークク]ダイアログボックスで、手順 9にて選択
したサンプルにマッチする [濃濃度度]および [ココンントトララスストト]のオプションを選択
します。

11 [印印刷刷面面]で、セキュリティー・ウォーターマークを印刷するページを選択しま
す。

[すすべべててののペペーージジ]
このオプションは、文書の各ページにセキュリティー・ウォーターマーク
を印刷します。

[最最初初ののペペーージジののみみ]
このオプションは、文書の最初のページにセキュリティー・ウォーター
マークを印刷します。

[最最初初ののペペーージジ以以外外すすべべてて]
このオプションは、最初のページの後、すべてのページにセキュリ
ティー・ウォーターマークを印刷します。
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[指指定定ししたたペペーージジ]
このオプションは、テキストボックスに入力した番号のページにセキュリ
ティー・ウォーターマークを印刷します。

[表表紙紙のの外外側側]
このオプションは、表紙にセキュリティー・ウォーターマークを印刷しま
す。このオプションは、 [表表紙紙/合合紙紙]タブで [表表紙紙付付けけ]が選択されている場
合に使用可能です。[表表紙紙/合合紙紙]タブの [表表紙紙付付けけ]で、[表表紙紙ののみみ]と [外外側側]
が選択されている場合は、[表表紙紙のの外外側側]が自動的に選択されます。

12 ウォーターマークの文字列の 1行目をページの下部に印刷する場合は、[フフッッ
タターーににもも印印刷刷]を選択します。アイコンをクリックして、ページの位置を選択
します。このオプションは、通常セキュリティー・ウォーターマークそのもの
は印刷ページに表示されないので、便利です。

13 [セセキキュュリリテティィーー・・ウウォォーータターーママーークク]は、デフォルトで [上上書書ききモモーードド]に設定
されています。セキュリティー・ウォーターマークは文書データの上に重なっ
て印刷されるため、印刷物の上にきちんと表示されるようになります。

14 [追追加加]をクリックし、セキュリティー・ウォーターマークを保存します。

15 すべてのダイアログボックスで [OK]をクリックします。

簡簡単単色色調調整整

[簡簡単単色色調調整整]を使用して、印刷ジョブで単一の色を正確に一致させることがで
きます。この機能を使用して、レターヘッドや会社のロゴなどの文書を印刷で
きます。色は無地でムラがなく、濃淡なしでなければなりません。複数の色
は、1色ずつ調整されます。[簡簡単単色色調調整整]は、写真を使用した文書では機能し
ません。

[簡簡単単色色調調整整]ダイアログボックスでは、スポイトツールを画面上の文書にド
ラッグして色を選択するか、RGB値を入力できます。プリンターアイコンを
クリックして印刷されるシートの、121色あるカラーバリエーションの中から
1色を選択できます。[色色合合いい]、[明明るるささ]、[彩彩度度]の設定は、選択したバリエー
ションにしたがってドライバーで調整されます。

[簡簡単単色色調調整整] > [色色調調整整]機能で、最大 3つのカスタム選択設定を作成できま
す。[色色再再現現モモーードド]オプションも選択可能です。

参参考考: [簡簡単単色色調調整整]と [印印刷刷品品質質]タブの [調調整整]とで異なるカスタム設定が選
択された場合は、一番最近行った変更が優先され、印刷ジョブに適用されま
す。

インストールされている場合は、[簡簡単単色色調調整整]ボタンが [拡拡張張機機能能]タブに表示
されます。次の設定の場合、[簡簡単単色色調調整整]ボタンは使用できません。

[PDF]が PDLとして選択されている場合
[管管理理者者設設定定] > [ロロッックク設設定定]で [白白黒黒モモーードド]が選択されている場合
[印印刷刷品品質質]、[基基本本設設定定]、または [簡簡単単設設定定]タブで、[白白黒黒]または [2色色カカ
ララーー]が選択されている場合
[印印刷刷品品質質]タブの [色色再再現現モモーードド]で、[中中国国紅紅]が選択されている場合

RGB色色をを印印刷刷向向けけにに最最適適化化すするる

1 目的の色が含まれる文書を開きます。
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2 アプリケーションの [フファァイイルル]メニューから、[印印刷刷]をクリックし、次に [設設
定定]または [ププロロパパテティィーー]をクリックして [ププロロパパテティィーー]ダイアログボックス
を開きます。

3 [拡拡張張機機能能] > [簡簡単単色色調調整整] > [色色調調整整]で、[カカススタタムム 1]、[カカススタタムム 2]、または
[カカススタタムム 3]のいずれかを選択します。

4 [色色再再現現モモーードド]で、文書に最適なオプションを選択します。

5 次のいずれかの方法で各色を選択します。

スポイトツールをクリックして画面上の目的の位置へドラッグし、目的の
色を選択します。

色の RGB値がわかっている場合は、RGBの各ボックスにその値を入力す
るか、上矢印または下矢印ボタンをクリックして値を調整します。

色のプレビューボックスに色が表示されます。

6 [色色合合いい]、[明明るるささ]、[彩彩度度]の設定からいずれか 2つを選択します。

7 プリンターアイコンをクリックして、選択した色の色調整テーブルを 1ページ
印刷します。印刷されたシートから、目的のバリエーションを選択します。

8 [簡簡単単色色調調整整]ダイアログボックスで、色のプレビューボックス横にあるスピン
ボックスに、バリエーションの番号/文字の組み合わせを入力するか、または
選択します。

9 [追追加加]をクリックして、各色をリストに追加します (最大 10色)。リストで色
を選択し、[削削除除]をクリックすると色を削除できます。

10 必要に応じて、[内内容容]ボックスにカスタム設定の説明を最大 30文字で入力し
ます。この説明は、[簡簡単単色色調調整整]ダイアログボックスにのみ表示されます。

11 [OK]または [適適用用]をクリックして、設定を保存します。

スステテーータタススモモニニタターー通通知知

[スステテーータタススモモニニタターー]は、ジョブの印刷中にプリントデバイスのステータス情
報を表示します。プリントデバイスのイベントに、サウンドと音声による通知
を設定することもできます。

サポートされているプリントデバイスごとに、ステータスモニターを起動でき
ます。同時に複数のステータスモニターを表示できます。

スステテーータタススモモニニタターー通通知知をを設設定定すするる

1 [拡拡張張機機能能]タブで、[スステテーータタススモモニニタターー]をクリックします。

2 [スステテーータタススモモニニタターー通通知知]ダイアログボックスで、[イイベベンントトのの通通知知をを有有効効にに
すするる]チェックボックスを選択します。
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3 サウンドまたは音声による通知を追加するには、 [有有効効ななイイベベンントト]リストか
らイベントを選択します。

[カカババーーオオーーププンン]
[紙紙づづままりり]
[用用紙紙切切れれ]
[ススリリーーププ]
[トトナナーー切切れれ]
[トトナナーー残残量量少少]
[未未接接続続]
[印印刷刷完完了了]
[そそのの他他]

4 [ササウウンンドドフファァイイルル /読読みみ上上げげるるテテキキスストト]の下で、選択したイベントの右側を
クリックし、次に進みます。

サウンドファイルを追加するには、サウンドファイル (.WAV)の場所を入力
するか、[参参照照]をクリックして、PCに保存しているサウンドファイルを見
つけます。

音声を追加するには、任意のテキストを 260文字以内で入力します。
Microsoft社の[音音声声合合成成]機能は、入力したテキストを音声で読み上げま
す。

5 他のイベントにサウンドまたは音声を追加するには、手順 3と手順 4を繰り返
します。

6 [OK]をクリックします。

スステテーータタススモモニニタターーをを表表示示すするる

1 ステータスモニターに印刷ジョブやプリントデバイスの情報を表示して確認す
ることができます。

ジョブタブには、各印刷ジョブの情報が表示されます。ジョブをキャンセ
ルするには、ジョブを右クリックして[キキャャンンセセルル]をクリックします。
給紙タブには、各カセットと [手手差差ししトトレレイイ]の情報が表示されます。
トナータブには、各トナーのレベルが表示されます。

警告タブには、[待待機機中中]またはイベント情報が表示されます。複数のイベ
ントの場合、各イベントをクリックして詳細を表示します。

2 矢印をクリックして、詳細の表示・非表示を切り替えます。

3 オプションのリストを表示するには、ツールアイコンをクリックして使用でき
るオプションを選択します。

[Command Center RX]
ネットワークに接続している場合、ブラウザーを開いてプリントデバイス
のホームページを表示します。このオプションはUSB接続では使用できま
せん。

[通通知知]
[スステテーータタススモモニニタターー通通知知]ダイアログボックスを開きます。
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[www.kyoceradocumentsolutions.com]
Webブラウザーが起動し、[京京セセララドドキキュュメメンントトソソリリュューーシショョンンズズ株株式式会会
社社]のホームページが開きます。
[アアププリリケケーーシショョンンのの終終了了]
ステータスモニターを閉じます。

EMFススププーールル
エンハンスメタファイル (EMF)は、Microsoft Windowsオペレーティングシス
テムによる印刷で使用されるスプールファイル形式です。アプリケーションか
ら印刷ジョブが送られると、ジョブはスプールファイルに転送されます。アプ
リケーションはスプールファイルに書き込み、プリンタードライバーは同時に
スプールファイルから読み取ります。複数の文書や大量の文書を印刷する場
合、この機能を使用すると、プリンターがまだ文書を印刷している間でもユー
ザーはアプリケーションにすばやく戻ることができます。

参参考考: [EMFススププーールルをを行行うう]は、[ペペーージジ記記述述言言語語 (PDL)]ダイアログボック
スで [パパススススルルーーモモーードド]が選択されている場合は使用できません。

EMFススププーールルをを選選択択すするる

1 [拡拡張張機機能能]タブで、[EMFススププーールルをを行行うう]チェックボックスを選択します。

2 [OK]をクリックします。

ククラライイアアンントトププロロフファァイイルルをを有有効効ににすするる

クライアント PC上で保存されているプロファイル設定を、クライアントプロ
ファイルと呼びます。ローカルプロファイルとサーバープロファイルのどちら
を使用するかを選択できます。この機能は、クライアント/サーバー環境のク
ライアント PC側で使用します。
サーバーからプロファイルを選択し、ドライバーで作成された印刷ジョブ
に適用するには、[拡拡張張機機能能]タブで、[ククラライイアアンントトププロロフファァイイルルをを有有効効にに
すするる]チェックボックスをオフにします。サーバープロファイルは読み取り
専用です。

[ククラライイアアンントトププロロフファァイイルルをを有有効効ににすするる]チェックボックスをオンにする
と、クライアント側で作成したプロファイルが使用されます。
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