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活用マニュアル（印刷用）について

このMultiWriter 4550には、ユーザーズマニュアルと活用マニュアル（閲覧用）の2種類のマニュアルがあります。本書
は、活用マニュアル（閲覧用）と同じ内容を記載してある、印刷用としてのマニュアルです。本書の印刷したい章を以下か
ら選び、イメージアイコンをクリックするとAcrobatReaderでご希望の章を開くことができます。本書の印刷の仕方に
ついては「はじめに」の「本書を印刷するには」（viiiページ）をご覧ください。

こちら↑

はじめに

本書をお読みいただくために、知っておい
ていただきたい内容、目次、また、便利な
使い方「MOPYING」について記載していま
す。

こちら↑

6章 操作パネル

操作パネルのスイッチやランプについて説明
しています。

こちら↑

1章 オプション

別売品（オプション）の紹介、取り付け、取り
外し、テスト印刷の方法などについて説明し
ています。

こちら↑

7章 メニューモード

操作パネル上のスイッチを使って設定でき
るメニューモードの詳細について説明して
います。

2章 プリンターソフトウエアのインストール

プリンターソフトウエアをインストールし
て、プリンターを使用できるまでについて説
明しています。 こちら↑

8章 日常の保守

消耗品の交換およびプリンターの清掃につ
いて説明しています。

こちら↑

こちら↑

5章 用紙のセット

使用できる用紙、用紙のセット方法につい
て説明しています。

こちら↑

付録 技術情報

このプリンターの性能、印刷範囲や制御
コードなどの詳しい技術情報について説明
しています。

こちら↑

3章 ネットワークでの設定

ユーティリティーを使ったIPアドレスの設定
方法、IPP、LPR（TCP/IP）を使った印刷方
法について説明しています。

9章 故障かな？と思ったら

「故障かな？」と思ったときの症状を基に、
原因と処置方法を説明しています。

こちら↑

こちら↑

こちら↑

4章 より進んだ使い方

プリンターソフトウエアを使った、便利な印
刷機能について詳しく説明しています。

10章 ユーザーサービス

さまざまなユーザーサービスについて説明
しています。

こちら↑

索引・用語解説

わからない用語の解説や、索引があります。
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ユーザーズマニュアルの概要
プリンターを安全に使うために ..........................................................................................................

各部の名称を確認する ........................................................................................................................
コンピューターと接続する .................................................................................................................
ネットワークに接続する.....................................................................................................................

プリンターソフトウエアをインストールする ....................................................................................
プリンターソフトウエアについて ......................................................................................................

用紙について .......................................................................................................................................

スイッチ・ランプについて .................................................................................................................

データを印刷する................................................................................................................................

EPカートリッジを交換する ................................................................................................................
プリンターの清掃について .................................................................................................................

うまく印刷できないときには .............................................................................................................
紙づまりのときは................................................................................................................................

ユーザーサービスについて .................................................................................................................

オプションについて ............................................................................................................................

このプリンターの性能は？ .................................................................................................................

わからない用語がある ........................................................................................................................

  安全にお使いいただくために

1章 プリンターの設置

2章 プリンターソフトウエア
のインストール

3章 用紙のセット

4章 操作パネルについて

5章 印刷するには

商標について

NEC、NECロゴは、日本電気株式会社の商標または登録商標です。
Adobe、およびAcrobatはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。
MULTIWRITER、MOPYINGは富士ゼロックス株式会社の商標、または登録商標です。
その他記載の会社名および商品名は各社の商標、または登録商標です。

ご注意

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
2. 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
3. NECの許可なく複製・改変などを行うことはできません。
4. 本書は内容について万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、お
買い求めの販売店にご連絡ください。

5. プリンターの機能の一部は使用する環境あるいはソフトウエアによってはサポートされない場合があります。
6. 運用した結果の影響については4項および5項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
7. 本製品を第三者に売却・譲渡する際は必ず本書も添えてください。

2003年4月　第2版
© 2002、2003 Fuji Xerox Co., Ltd.

プリンターに添付で、本書の他にあるユーザーズマニュアルには以下のことが書かれています。必要に応じて併せてお読
みください。

6章 日常の保守

7章 故障かな？と思ったら

8章 ユーザーサービス

付録 技術情報

9章 オプション

用語解説、索引
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安全にかかわる表示
プリンターを安全にお使いいただくために、このマニュアルの指示に従って操作してください。
このマニュアルには製品のどこが危険か、指示を守らないとどのような危険に遭うか、どうすれば危険を避けられるかな
どについて説明されています。
また、製品内で危険が想定される箇所またはその付近には警告ラベルが貼り付けられています。

マニュアルならびに警告ラベルでは、危険の程度を表す言葉として「警告」と「注意」という用語を使用しています。それぞ
れの用語は次のような意味を持つものとして定義されています。

指示を守らないと、人が死亡する、または重傷を負うおそれがあることを示します。

指示を守らないと、火傷やけがのおそれ、および物的損害の発生のおそれがあることを示します。

このマニュアルは、必要なときすぐに参照できるよう、印刷してお手元に置いておくことをお勧め
します。

危険に対する注意・表示の具体的な内容は「注意の喚起」、「行為の禁止」、「行為の強制」の3種類の記号を使って表してい
ます。それぞれの記号は次のような意味を持つものとして定義されています。

注意の喚起 注意の喚起は、「 」の記号を使って表示されています。この記号は指示を守らないと、危険が発
生するおそれがあることを示します。記号の中の絵表示は危険の内容を図案化したものです。

毒性の物質による被害のおそれがあるこ
とを示します。

レーザー光による失明のおそれがあるこ
とを示します。

発煙または発火のおそれがあることを
示します。

感電のおそれがあることを示します。

火傷を負うおそれがあることを示します。

指などがはさまれるおそれがあることを
示します。

特定しない一般的な注意・警告を示しま
す。
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記号 内　　容

この注意事項および指示を守らないと、プリンターが故障するおそれがあります。また、システムの運用に影響を与

えることがあります。

この注意事項および指示を守らないと、プリンターが正しく動作しないことがあります。

行為の禁止 行為の禁止は「 」の記号を使って表示されています。この記号は行為の禁止を表します。記号の
中の絵表示はしてはならない行為の内容を図案化したものです。

行為の強制 行為の強制は「 」の記号を使って表示されています。この記号は行為の強制を表します。記号の
中の絵表示はしなければならない行為の内容を図案化したものです。危険を避けるためにはこの
行為が必要です。

本文中で使用する記号の意味

このマニュアルでは、「安全にかかわる表示」のほかに、本文中で次の2種類の記号を使っています。それぞれの記号につ
いて説明します。

プリンターを分解・修理・改造しないで
ください。感電や火災のおそれがありま
す。

指定された場所には触らないでください。
感電や火傷などの傷害が起こるおそれがあ
ります。

プリンターの電源プラグをコンセントから
抜いてください。感電や火災のおそれがあ
ります。
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商標について

NEC、NECロゴ、FontAvenueは、日本電気株式会社の商標または登録商標です。
Microsoft、Windows、Windows NT、MS-DOSは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
Netscapeは米国 Netscape Communications Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
i486は米国Intel Corporationの商標です。
HPは米国Hewlett-Packard Companyの商標です。
ESC/Pはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。
NetWareは米国Novell, Inc.の登録商標です。
Macintosh、Mac OS、QuickDraw、QuickDraw GX、TrueType、漢字Talkは米国Apple Computer, Inc.の米国およびその他の国における登
録商標です。
IBM、ATは米国International Business Machines Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
UNIXはThe Open Groupの米国ならびに他の国における登録商標です。
Ethernetは米国ゼロックス社の登録商標です。
Adobe、Acrobat、Acrobat Reader、およびPhotoshopはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の登録商標、また
は商標です。
MULTIWRITER、PrintAgent、MOPYING、NMPS、DocuWorksは富士ゼロックス株式会社の登録商標、または商標です。
その他記載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

OSの表記について

Windows XPはMicrosoft Windows XP Home Edition operating systemおよびMicrosoft Windows XP Professional operating systemの略です。Win-
dows 2000はMicrosoft Windows 2000 Professional operating systemおよびMicrosoft Windows 2000 Server operating systemの略です。Windows
2000 Advanced ServerはMicrosoft Windows 2000 Advanced Server operating systemの略です。Windows 2000 Datacenter ServerはMicrosoft
Windows 2000 Datacenter Server operating systemの略です。Windows NT 4.0はMicrosoft Windows NT Workstation operating system Version 4.0
およびMicrosoft Windows NT Server network operating system Version 4.0の略です。Windows NT Server 4.0, Terminal Server EditionはMicrosoft
Windows NT Server network operating system Version 4.0,Terminal Server Editionの略です。Windows NT Server, Enterprise Edition 4.0はMicrosoft
Windows NT Server, Enterprise Edition network operating system Version 4.0の略です。Windows MeはMicrosoft Windows Millennium Edition operat-
ing systemの略です。Windows 98はMicrosoft Windows 98 operating systemの略です。Windows 98 Second EditionはMicrosoft Windows 98 Sec-
ond Edition operating systemの略です。Windows 95はMicrosoft Windows 95 operating systemの略です。Windows NT 3.51はMicrosoft Windows
NT Workstation operating system Version 3.51およびMicrosoft Windows NT Server network operating system Version 3.51の略です。Windows NT
3.5はMicrosoft Windows NT Workstation operating system Version 3.5およびMicrosoft Windows NT Server network operating system Version 3.5

の略です。Windows 3.1はMicrosoft Windows operating system Version 3.1の略です。

ご注意

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
2. 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
3. NECの許可なく複製・改変などを行うことはできません。
4. 本書は内容について万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、お
買い求めの販売店にご連絡ください。

5. プリンターの機能の一部は使用する環境あるいはソフトウエアによってはサポートされない場合があります。
6. 運用した結果の影響については4項および5項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。
7. 本製品を第三者に売却・譲渡する際は必ず本書も添えてください。

© 2002、2003 Fuji Xerox Co., Ltd.
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はじめに

このたびはNECのプリンターをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

MultiWriter 4550は高性能なCPUを採用し、スループットの高速化を実現した、レーザープリンターです。さらに、大
容量給紙、大容量排紙、用途に合わせた豊富な給紙/排紙を実現しています。

MultiWriter 4550の特長を以下に示します。

－ 最高45ページ/分の印刷速度（A4サイズ横の場合）
ー 200万枚ページの長寿命エンジン搭載
ー 大容量ホッパーとフェースアップトレー・両面印刷ユニットなどのオプション品を用意
－ ネットワークインターフェース標準装備
－ 2段カセット標準
－ 最大給紙容量3550枚（オプション装着時）
－ 最大排紙容量3000枚（オプション装着時）
－ 最高1500dpi相当の解像度（600dpi＋SET）

また、Windows環境でより簡単に、より快適に使用していただける印刷統合管理ソフトウエア「PrintAgent」に対応して
います。PrintAgentにより、プリンターの状態や印刷の進行状況を確認したり、より快適な「MOPYING」＊を実現してい
ます。

＊ 「MOPYING」については、「プリンティングスタイル「MOPYING」とは」（8ページ）をお読みください。

マニュアルをお読みになり、MultiWriter 4550を十分にご活用ください。

2002年12月　初版
2003年4月　第2版
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マニュアルの種類と使い方
MultiWriter 4550本体や付属のプリンターソフトウエアの取り扱い方を説明したマニュアルには、「ユーザーズマニュア
ル」と「活用マニュアル」があります。活用マニュアルは添付のプリンターソフトウエアCD-ROMの［MANUAL］フォルダー
に収録されており、閲覧用（HTML）と印刷用（PDF）のファイルがあります。活用マニュアル（閲覧用）の開き方について
はixページをご覧ください。また、各プリンターソフトウエアの詳細については画面上の「ヘルプ」をご覧ください。それ
ぞれ、目的に応じてマニュアルをお読みいただき、MultiWriter 4550を十分にご活用ください。

MultiWriter 4550　ユーザーズマニュアル

プリンターのセットアップから、プリンターの基本的な操作方法、および困ったときの対処方法などを、

この1冊で説明しています。本書はいつでもご覧になれるようにお手元に置いてください。

MultiWriter 4550　活用マニュアル（プリンターソフトウエアCD-ROMに収録）

ネットワーク環境で印刷する場合の設定方法、プリンターソフトウエアやメニューモードの詳細、およ

び技術情報などについて説明しています。

活用マニュアルには、HTML形式を採用した、汎用のブラウザーで閲覧する「活用マニュアル（閲覧用）」

と、PDF形式を採用した、Adobe社のAcrobat Readerで参照および印刷ができる「活用マニュアル（印

刷用）」があります。ご使用の目的に応じて活用してください。記載内容については次ページの活用マニュ

アルガイドをご覧ください。

また、活用マニュアル（閲覧用）の開き方についてはixページ、活用マニュアル（印刷用）の開き方、およ

び印刷方法についてはviiiページをご覧ください。

PR-L4550N1153-L4550

閲覧用

印刷用（本書）



vii

893-810024-003-A 第2版

活用マニュアルガイド

オプション品を使いたい.....................................................................................................................

プリンタソフトウエアをインストールして、プリンターを使用したい ............................................

ネットワークの設定をするには？ ......................................................................................................

IPP、LPR（TCP/IP）を使って印刷する..............................................................................................

便利な印刷機能を使いたい .................................................................................................................

用紙の種類・用紙のセット方法が知りたい........................................................................................

操作パネルのスイッチ、ランプについて知りたい.............................................................................

プリンターで設定を変更するには？...................................................................................................

消耗品の交換、プリンターのお手入れするには？.............................................................................

うまく印刷できない、思うように動作しない ....................................................................................

紙づまりを処理したい ........................................................................................................................

プリンターの保守やサービスを受けるには？ ....................................................................................

このプリンターの性能は？ .................................................................................................................

印刷範囲や制御コード、より詳しい技術情報を知りたい ..................................................................

わからない用語を知りたい .................................................................................................................

活用マニュアルについて
この活用マニュアルを使いやすくお読みいただくために、以下に簡単な目的別のガイドを記載します。

1ページから始まる「安全にお使いいただくために」にはプリンターを安全にお使いいただくための注意事項が記載してあり
ます。必ずお読みください。

7章 メニューモード

8章 日常の保守

9章 故障かな？と思ったら

10章 ユーザーサービス

4章 より進んだ使い方

6章 操作パネルについて

5章 用紙のセット

付録　技術情報

用語解説

1章 オプション

3章  ネットワークでの設定

2章  プリンターソフトウエア
のインストール
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本書を印刷するには

このマニュアルはA4サイズの大きさで作成されています。ここではWindows XPの環境でMultiWriter 4550を使って
活用マニュアル（印刷用）を印刷する＊手順を説明します。他のOSをお使いの方は多少画面表示が異なりますが、手順は同
じです。

＊ オプションの両面印刷ユニットを装着している場合は、両面印刷で印刷することをお勧めします。ユーザーズマニュアルのように両面で仕上がりま
す。詳細は215ページを参照してください。

�［プロパティ］をクリックする。

［プリンタのプロパティ］ダイアログボックスが表示されま
す。

�［ファイル］メニューの［印刷］をクリックする。

［印刷］ダイアログボックスが表示されます。

�［用紙］タブをクリックする。

［用紙］シートが表示されます。

�［用紙サイズ］から［A4］を選択し、［OK］をクリックす

る。

［印刷］ダイアログボックスに戻ります。

� 印刷部数を指定して［OK］をクリックする。

印刷が開始します。
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活用マニュアル（閲覧用）の開き方

活用マニュアル（閲覧用）は添付のプリンターソフトウエアCD-ROMに収録されており、お手持ちのコンピューターの画
面上でインターネットブラウザーを使って閲覧できます。なお、閲覧するブラウザーはMicrosoft Internet Explorer 4.0
以上またはNetscape  Navigator 4.0以上が必要です。あらかじめインストールして以下の手順を行ってください。

以下に、開き方の手順を説明します。

� お使いのOS（日本語版）を起動する。

� プリンターソフトウエアCD-ROMをセットする。

「プリンタソフトウエアCD-ROMメニュー」が起動します。

お使いのコンピュータによっては、自動的にメニュープロ
グラムが立ち上がらない場合があります。その場合は、
CD-ROMのルートディレクトリにある「MWSETUP.exe」
を実行してください。

�［オンラインマニュアル］をクリックする。

右側のボックスにオンラインマニュアルの名称が表示されま
す。

� 右側のボックスの［MultiWriter 4550活用マニュアル
（閲覧用）］を選び、［オンラインマニュアルを読む］を
クリックする。

お使いのインターネットブラウザーが起動し、「活用マニュ
アル（閲覧用）」が開きます。
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警告ラベルについて
MultiWriter 4550プリンター内の危険性を秘める部品やその周辺には警告ラベルが貼り付けられています。これはプリ
ンターを操作する際、考えられる危険性を常にお客様に意識していただくためのものです。

警告ラベルは下図に示す場所に貼られています。もしこのラベルが貼り付けられていない、はがれかかっている、汚れて
いるなどして読めない場合は、販売店またはNECサービス窓口にご連絡ください。

安全にお使いいただくために
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煙や異臭、異音が
したら電源OFF

万一、煙、異臭、異音などが生じた場合は、た
だちに電源スイッチをOFFにして電源プラグを
コンセントから抜いてください。その後、販売
店にご連絡ください。そのまま使用すると火災
の原因となるおそれがあります。

安全上のご注意
ここで示す注意事項はプリンターを安全にお使いになる上で特に重要なものです。この注意事項の内容をよく読んで、ご
理解いただき、プリンターをより安全にご活用ください。記号の説明については表紙の裏の「安全にかかわる表示」を参照
してください。

プリンターの内部を
のぞかない

このプリンターはレーザー（レーザーダイオー
ド）を使用しています。電源がONになっている
ときに内部をのぞいたり、鏡などを差し込んだ
りしないでください。万一、レーザー光が目に
入ると失明するおそれがあります（レーザー光は
目に見えません）。

針金や金属片を
差し込まない

通気孔などのすきまから金属片や針金などの異
物を差し込まないでください。感電のおそれが
あります。

分解・修理・改造は
しない

マニュアルに記載されている場合を除き、分解
したり、修理／改造を行ったりしないでくださ
い。プリンターが正常に動作しなくなるばかり
でなく、感電や火災の原因となるおそれがあり
ます。

EPカートリッジを
火の中に投げ入れない

EPカートリッジを火の中に投げ入れないでくだ
さい。EPカートリッジ内に残っているトナーの
粉じん爆発により、やけどをするおそれがありま
す。

ぬれた手で電源プラグ
を触らない

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでく
ださい。感電するおそれがあります。
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電源コードを抜くときは
コードを引っ張らない

電源プラグを抜くときはプラグ部分を持って
行ってください。コード部分を引っ張るとコー
ドが破損し、火災や感電の原因となるおそれが
あります。

こわれた液晶ディスプレイ
には触らない

こわれた液晶ディスプレイには触らないでくだ
さい。操作パネルの液晶ディスプレイ内には人
体に有害な液体があります。万一、壊れた液晶
ディスプレイから流れ出た液体が、口に入った
場合は、すぐにうがいをして、医師に相談して
ください。また、皮膚に付着したり目に入った
りした場合は、すぐに流水で15分以上洗浄し
て、医師に相談してください。

雷が鳴りだしたら
プリンターに触らない

火災・感電の原因となります。雷が発生しそう
なときは電源プラグをコンセントから抜いてく
ださい。また雷が鳴りだしたらケーブル類も含
めて装置には触らないでください。

プリンター内に
異物を入れない

プリンター内に水などの液体、ピンやクリップ
などの異物を入れないでください。火災や感
電、故障の原因となります。もし入ってしまっ
たときは、すぐ電源をOFFにして、電源プラグ
をコンセントから抜いて、販売店に連絡してく
ださい。

損傷した電源コード
は使わない

電源コードが破損した場合は、ビニールテープな
どで補修して使用しないでください。補修した部
分が過熱し、火災や感電の原因となるおそれがあ
ります。損傷したときは、すぐに同じ電源コード
に取り替えてください。　

電源コードに薬品類
をかけない

電源コードに殺虫剤などの薬品類をかけないでく
ださい。コードの被覆が劣化し、感電や火災の原
因となることがあります。
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巻き込み注意

プリンターの動作中は用紙挿入口、排出口に手や
髪の毛を近づけないでください。髪の毛を巻き込
まれたり、指をはさまれたりしてけがをするおそ
れがあります。

高温注意

プリンターのカバーを開けて作業する場合は、
十分に冷めてから行ってください。プリンター
の内部には使用中に高温になる定着ユニットと
いう部品があり、触るとやけどするおそれがあ
ります。

100V以外のコンセント
に差し込まない

電源は指定された電圧、電流の壁付きコンセント
をお使いください。指定外の電源を使うと火災や
漏電になることがあります。

目や口にトナーを
入れない

EPカートリッジに入っているトナーを目や口に入
れないでください。トナーが目や口に入ると健康
を損なうおそれがあります。特にお子様の手の届
かないところに保管し、お子様が触れないように
してください。

直射日光が当たる
ところには置かない

プリンターを窓ぎわなどの直射日光が当たる場
所には置かないでください。そのままにすると
内部の温度が上がり、プリンターが異常動作し
たり、火災を引き起こしたりするおそれがあり
ます。

作動中のフィニッシャー
には触れない

フィニッシャーが作動しているとき、作動部分
には触れないでください。指をはさみ、けがを
するおそれがあります。また、つまったステー
プル針を取り除くときには、指などにけがをし
ないように十分注意してください。

掃除機でトナーを
吸わない

床などにこぼしたトナーは、ほうきで掃き取る
か、固く絞った布などでふき取ってください。掃
除機でトナーを吸い取ると、吸い取ったトナーが
掃除機の内部で粉じん発火・爆発するおそれがあ
ります。
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電源プラグを中途半端
に差し込まない

電源プラグはしっかりと差し込んでください。中
途半端に差し込んだまま、ほこりがたまると接触
不良の発熱による火災の原因となるおそれがあり
ます。また、プラグ部分は時々抜いて、乾いた布
でほこりやゴミをよくふき取ってください。ほこ
りがたまったままで、水滴などが付くと発熱し、
火災となることがあります。

プリンターに添付されている電源コード以外の
コードを使わないでください。電源コードに定格
以上の電流が流れると火災になるおそれがありま
す。

専用電源コード
以外は使わない

不安定な場所に置かない

プリンターを不安定な場所には置かないでくださ
い。プリンターが破損するおそれがあるばかりで
はなく、思わぬけがや周囲の破損の原因となるこ
とがあります。

電源コードを
たこ足配線にしない

コンセントに定格以上の電流が流れると、コンセ
ントが過熱して火災の原因となるおそれがありま
す。

プリンターを1人で
持ち上げない

プリンターの質量は44.5kgあります（EPカート
リッジ含まず）。装置側面の取っ手を持ち、3人
以上で運んでください。2人以下で運ぶと腰を
痛めるおそれがあります。

また、装置の重心は左側にありますので、背面
方向へ倒れないように注意してください。

電源コードは曲げたり
ねじったりしない

電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、束ね
たり、ものを載せたり、はさみ込んだりしないで
ください。またステープルなどで固定することも
避けてください。コードが破損し、火災や感電の
原因となるおそれがあります。
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無線LANボードに関する安全上のご注意

オプションの無線LANボードを取り付けた場合の注意事項について説明します。

心臓ペースメーカーに
近づけない

埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている
方は、無線LANボードをペースメーカー装着部か
ら22cm以上離して使用してください。心臓ペー
スメーカーの近くで使用するとペースメーカーが
正しく動作しないおそれがあります。

使用禁止区域では
使用しない

心臓ペースメーカーや補聴器などの医療機器を使
用している方が近接する可能性がある場所では使
用しないでください。特に医療機関側が無線
LANボードの使用を禁止した区域では、無線
LANボードを使用しないでください。また、医
療機関側が無線LANボードの使用を認めた区域
でも、近くで医療用電気機器が使用されている場
合には、プリンターの電源は切ってください。

無線LANボードの電波出力は、例えば携帯電話
などに比べてはるかに低く抑えられており、医療
電気機器に与える影響は極めて少ないものです
が、医療機器が正しく動作しないおそれがありま
す。使用に際しては各医療機関の指示に従ってく
ださい。詳しい内容については、各医療機関にお
問い合わせください。

ぬれた手で触らない

無線LANボードがプリンターに取り付けられて
いるときに、ぬれた手で無線LANボードやプリ
ンターに触らないでください。ぬれた手で触る
と感電するおそれがあります。

飛行機内では
使用しない

飛行機内では無線LANボードを装着したプリン
ターの電源は切ってください。電子機器に影響を
与え、事故の原因となるおそれがあります。現
在、各航空会社では航空機の飛行状態などに応じ
て、機内での無線機器・電子機器などの使用を禁
止しており、無線LANボードもその該当機器と
なります。詳しい内容については、各航空会社に
お問い合わせください。
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無線LANカードの
差し込む向きを間違えない

補聴器のそばで
使用しない

無線LANボードのPCカードスロットに無線LAN
カードを取り付けるときは、カードの向きを間
違えないでください。差し込む向きを間違うと
故障や発火の原因となるおそれがあります。

補聴器を装着されている方、またはその近くで
無線LANボードを使用しないでください。補聴
器を装着されている方の近くで無線LANボード
を使用すると、補聴器にノイズを引き起こし、
事故の原因となるおそれがあります。
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MOPYING（MMMMMultiple OOOOOriginal coPYPYPYPYPY and printINGINGINGINGING）とは、オリジナルのドキュメントをコピー機で複数コピーするの
ではなく、MultiWriterで必要部数を直接印刷する新しいドキュメント処理スタイルのことです。MultiWriter 4550に搭
載されているPrintAgentの機能を使うと、MultiWriterをコピー機のような使い方ができるばかりでなく、手間のかかる
原稿の準備作業がパソコン上でできます。

コピー機を使ってドキュメントを複数コピーする作業と比較すると、導入コストやランニングコストを低く抑えることが
できます。しかも、オリジナル出力なので仕上がりがきれいです。

とは

～MultiWriterを使って手間もコストも大幅削減！～

プリンティング
スタイル

MultiWriter 4550では、フィニッシャーを装着することにより、最大50枚（坪量64.0g/m2）までステープルどめや穴あけすることがで

きます。面倒な簡易製本処理まで素早く自動で行え、大容量排紙もサポートしています。会議などで使う複数枚の書類を何部か印刷し

たい場合は、フィニッシャーの機能を使うと印刷後すぐに配布でき、非常に便利です。

オフセット排紙機能と丁合い機能を組み合わせると、簡易ソーターとしてご利用になれます。複数の部数を印刷するときなど印刷後の

用紙を部ごとに水平にずらして仕分けし、排紙トレー上に排出します。さらに、指定されたホッパーにセットした色のついた用紙（色

紙）を挿入して印刷ジョブごとに仕分けて排紙トレー上に排出することもできます。
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1　原稿の作成・順番を
　  揃える

2　必要部数を両面印刷（オプション）
　  ＆丁合い＆オフセット機能
　　または合紙機能 3　出来上がり

資
料
が
す
べ
て
オ
リ
ジ
ナ
ル

だ
か
ら
き
れ
い
な
仕
上
が
り

MultiWriter 4550の場合、600dpi（23.6ドット/mm）の解像度に対応し
ています。オリジナル出力なので写真やグラフの網かけ、グラデーショ
ンがきれいに出ます。コピー機のように、いちいち原稿に合わせて濃度
調整をする必要はありません。

網
か
け
、

グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン

が
黒
く
つ
ぶ
れ
た

仕
上
が
り

2　原稿を出力 3　原稿の順番を
　  揃える

4　必要部数を
　  両面コピー
　  ＆丁合い

5　出来上がり

1　原稿を作成

MultiWriter 4550はオフセット排紙・合紙機能による簡単仕分け印刷を標準でサポートしています。例えば、会議の資
料は原稿をコピー機で複数コピーするのではなく、MultiWriterで必要な分だけ直接印刷すれば、オリジナルの品質で資
料が作成できます。

MultiWriterを使った場合、コピー機のような契約によるコピーチャージを必要としません。MultiWriterは感光体とト
ナーを一体型にしたEPカートリッジを採用することで、トナー交換の作業を容易にし、メンテナンスを不要にしていま
す。

さらに、MultiWriter 4550は、約30,000ページ＊1印刷可能なEPカートリッジ（型番：PR-L4550-12、EF-3464）は、
1枚あたり約2.2円＊2と低コスト。MultiWriterの導入は同等機能のコピー機を導入する場合と比較した場合、ランニング
コストが半分以下で済みます。

＊1 A4サイズ1枚あたりの画像面積比（1ページ中の黒い部分の面積比と印刷範囲との比率）が約5％の片面連続印刷時
＊2 平成14年12月現在
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MultiWriter 4550は毎分45ページの高速印刷を実現。しかも電子ソート機能＊1を使えばプリンターのメモリーに印刷デー
タを蓄えて必要部数を印刷するので、パソコンからプリンターへ部数分のデータ転送が不要です＊2。これによって、トー
タル印刷処理時間が短縮されます。

部数分のデータ転送が必要

プリンターのメモリーやハード
ディスクに蓄えられたデータを
使って電子ソート

5部丁合い出力

＊1 電子ソート機能を有効にする場合、64MB以上のメモリー増設（オプション）、またはハードディスクをプリンターに取り付けることにより、印刷枚
数を増やすことができます。

＊2　 増設メモリー容量、ページ数により必要枚数分データ転送を行う場合があります。

5部丁合い出力

デ
ー
タ
転
送

時
間
短
縮
！

5部丁合い出力
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ホッパー2（標準）：500枚

ホッパー3（オプション）：500枚

トレー（標準）：50枚

ホッパー1（標準）：500枚

ホッパー5（オプション）：1000枚
ホッパー4（オプション）：1000枚

給紙元として使っているいくつかのホッパーを組み合わせて一つのグループにします＊1。印刷中、そのグループ化した
ホッパーの中で用紙が足りなくなると＊2次のホッパーに自動的に切り変わる＊3ので、連続印刷・多量印刷ができてとても
便利です。オプションの大容量ホッパー（2500枚積載可）＊4があると更に便利です。

グループホッパプホッパーA

グループホッパプホッパーA

ノンスト
ップ

ノンスト
ップ

豊富な給紙機構を活用
して、たくさんの印刷
物をノンストップで印
刷したい！

＊1 グループA、グループBの2つのグループを設定することができます。プリンタードライバーからは、ホッパーの組み合わせを気にせず直接グループ
ホッパーを指定することができます。

＊2　 操作パネルのディスプレイで用紙がなくなったホッパーを確認することができます。
＊3　 用紙が足りなくなったホッパーには印刷中でも用紙をつぎ足すことでノンストップ印刷が可能となります。
＊4　 大容量ホッパー4および5で積載可能。大容量ホッパー3の積載枚数は500枚です。　
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PrintAgentの「リプリント機能」を使うと一度でも印刷したデータなら設定範囲内でパソコンのスプールフォルダーに残
しておき、再印刷することができます。これを使えば、いちいちアプリケーションを立ち上げずにコピー感覚ですぐ再印
刷が可能。

しかも蓄えた印刷データを自由に組み合わせて再印刷することも可能です。

コピー作業のように原稿を持って席とコピー機を往復することはありません。自席でPrintAgentを使って作業は終了で
す。
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リプリント機能はMultiWriterに添付されている印刷統合ソフトウエア「PrintAgent」のPrintAgent リプリント2が提供
します。
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自動的にMOPYING設定ウィンドウが開きます

用途に合わせて複数
ページレイアウト、丁
合い機能などを選択

＊ 標準設定ではMOPYING設定ウィンドウは表示されません。MOPYING設定ウィンドウを表示させるには、プリンターソフトウエアのインストール
時、またはプロパティダイアログボックスで有効にする必要があります。手順については「MOPYING設定ウィンドウ」（243ページ）をご覧ください。

MultiWriter 4550では、印刷開始前にプリンタードライバーのプロパティで設定を忘れても大丈夫。アプリケーション
の印刷を選択した後に「MOPYING設定ウィンドウ」が表示される*ので、複数ページ印刷や丁合い機能の設定が印刷開始
後でも簡単に行えます。これによって、より快適にMOPYINGを実現できます。
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この章では、MultiWriter 4550用として提供される別売品（オプション）を紹介し、その取り付け、取り外し、テスト印
刷の方法などについて説明します。

�オプション品・消耗品の紹介 .............................................................................. 17ページ
�大容量ホッパー.................................................................................................... 22ページ
�フィニッシャー.................................................................................................... 26ページ
�両面印刷ユニット ................................................................................................ 27ページ
�定形外用紙カセット ............................................................................................ 29ページ
�フェースアップトレー......................................................................................... 31ページ
�封筒フィーダー.................................................................................................... 34ページ
� LANボード .......................................................................................................... 36ページ
� LANアダプター ................................................................................................... 40ページ
�増設メモリー ....................................................................................................... 42ページ
�ハードディスク.................................................................................................... 45ページ
�使用できるプリンターケーブル .......................................................................... 47ページ

1章
オプション
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オプション一覧

増設メモリー
（型番：PR-MW-M012、PR-MW-M013、PR-MW-M014、
N1154-MW-M012、N1154-MW-M013、N1154-MW-M014）

ハードディスク
（型番：PR-L4550-HD、
N1154-L4550-HD）

フェースアップトレー
（型番：PR-L4050-FT、

N1154-L4050-FT）

封筒フィーダ
（型番：PR-L4050-EF、
N1154-L4050-EF）

両面印刷ユニット
（型番：PR-L4550-DL、
N1154-L4550-DL）

フィニッシャ
（型番：PR-L4550-FS、N1154-
L4550-FS）

大容量ホッパ
（型番：PR-L4550-03、
N1154-L4550-03）

定形外用紙カセット
（型番：PR-L4550-04、
N1154-L4550-04）

LANアダプタ（TCP/IP）
（型番：PR-NP-02T2）

LANアダプタ（TCP/IP）
（リモート電源制御対応）
（型番：PR-NP-03TR2）

NPDL(Level 2)

NPDL(Level 2)

リ
フ
ァ
レ
ン
ス
マ
ニ
ュ
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NPDL（Level 2）リファレンスマニュアル
（型番：PC-PR-NPDL2-RM）

プリンターケーブル
（型番：47ページ参照）

USBプリンタケーブル
（型番：PR-CA-U02）

� フィニッシャーは大容量ホッパーがないと取り付けられません。

� ハードディスクを使用するには64MB以上の増設メモリーが必要です。

クリーニングキット
（型番：PC-PR601-14）

マルチプロトコルLANアダプタ（型番：PR-NPX-05）

�マルチプロトコルLANボード（型番：PC-PR-L02）
�無線LANプリンタボード（型番：PR-WL-11）
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オプション品・消耗品の紹介
オプション品・消耗品のご購入については、お買い求めの販売店、または添付の「NECサービス網一覧表」に記載されて
いるサービス窓口などにお問い合わせください。

オプション

大容量ホッパ (型番 PR-L4550-03、N1154-L4550-03)
ホッパー3にセットできる用紙はA3、A4、B4、B5、レターサイズの用紙で最大500枚（64g/
m2）までセットすることができます。用紙サイズを自動的に認識することができます。ホッパー
4、5にはA4、B5、レターサイズの用紙を最大1,000枚（64g/m2）までセットすることができま
す。

用紙サイズラベルと用紙サイズシールが添付されています。

ホッパー3には用紙サイズラベルを、ホッパー4、5には用紙サイズシールをお使いください。

ホッパーの切り替えについては23ページをご覧ください。

定形外用紙カセット(型番 PR-L4550-04、N1154-L4550-04)
定形外用紙を印刷するための用紙カセットです。標準ホッパー1、2または大容量ホッパー3と交
換して使用します。

項目 型番PR-L4550-03、N1154-L4550-03
ホッパー ホッパー3 ホッパー4 ホッパー5
サイズ 555（W） x 521（D）x 426（H）mm
質量 約35kg
用紙種類
サイズ

普通紙、厚紙、穴あき紙：
A3、A4、B4、B5、レター
ラベル紙：B4、A4
OHP：A4

普通紙、厚紙、穴あき紙：
A4、B5、レター
ラベル紙：A4

普通紙、厚紙、穴あき紙：
A4、B5、レター

用紙坪量 64～180g/m2 64～105g/m2

給紙容量 最大500枚（64g/m2） 最大1000枚（64g/m2）
備考 サイズラベル使用 用紙サイズシール使用

項目 型番PR-L4550-04、N1154-L4550-04
サイズ 520（W） x 490（D）x 115（H）mm
質量 約3.5kg
用紙サイズ ホッパー1：182～297mm x 139.7～431.8mm

ホッパー2、3：182～297mm x 182～431.8mm
給紙容量 最大500枚（64g/m2）
備考 1段目、2段目、3段目に取付可能

両面印刷ユニット (型番 PR-L4550-DL、N1154-L4550-DL)
両面印刷をするためのユニットです。A3、A4、B4、B5、A5、レターサイズの用紙に両面印刷
できます。

項目 型番PR-L4550-DL、N1154-L4550-DL
サイズ 92（W） x 484（D）x 169（H）mm
質量 約5.5kg
用紙種類
サイズ

普通紙、穴あき紙：A3、B4、A4、A5、B5、レター

用紙坪量 64～120g/m2
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フェースアップトレー(型番 PR-L4050-FT、N1154-L4050-FT)
用紙をフェースアップ（印刷された面が上になる状態）でスタックするためのトレーです。

無線LANプリンタボード（型番 PR-WL-11）
IEEE 802.11b規格に準拠し、転送速度最大11Mbpsの無線LAN環境にプリンターを接続する内
蔵型LANボードです。従来の有線LANシステムのようにネットワークケーブルが散乱すること
なく、ネットワークケーブル敷設工事の必要がないため、安価に、また手軽にLAN環境が構築で
きます。さらに、世界標準のPrinter-MIBに対応し、このMIBを監視するネットワーク管理ソフ
トウエアによって、プリンターの管理が行えます。

添付のプリンターソフトウエアCD-ROMに収録されているユーティリティー「無線LANプリンタ
導入ウィザード」を使用すると、無線LAN環境を初めて構築する方や不慣れな方でも、設定項目
ごとにウィザード画面上でサポートされている解説や操作手順により、簡単に分かりやすく設定
を行うことができます。　

フィニッシャ (型番 PR-L4550-FS、N1154-L4550-FS)
A4サイズ横置きで最大3,000枚（64g/m2）大容量排紙ができます。（ステープルどめする場合は、
200部まで利用できます。）

オフセット排紙機能＊1があります（ステープルどめする場合は、部ごとに自動でオフセットしま
す）。

ステープル機能付きで、最大50枚までステープルどめできます。（51枚以上の場合はステープル
どめされません。）また、用紙に穴をあけることができるパンチ機能があります。

取り付けには大容量ホッパー（オプション）が必要です。

項目 型番PR-L4550-FS、N1154-L4550-FS
サイズ 751（W） x 585（D）x 1,146（H）mm
質量 約56.5kg
用紙種類
サイズ

普通紙：A3、B4、A4、B5＊2、レター

用紙坪量 64～105g/m2

排紙容量 最大3000枚（64g/m2）
後処理機能 オフセット排紙、ステープル、パンチ＊3

封筒フィーダ（型番：PR-L4050-EF、N1154-L4050-EF）
封筒用の給紙フィーダーです。封筒（洋形4号）を100枚までセットすることができます。

標準トレーとの併用はできません。

＊1：印刷ジョブごとに用紙を左右にずらして排紙トレーに排出する機能です。
＊2：B5縦置きは後処理機能を使用できません。
＊3：A3縦、A4横のみ使用可能。

項目 型番PR-L4050-FT、N1154-L4050-FT
サイズ 414（W） x 562（D）x 100（H）mm
質量 約2.5kg
排紙容量 最大200枚（64g/m2）



893-810024-003-A 第2版

1 オプション 19

LANアダプタ（TCP/IP）（型番 PR-NP-03TR2）
100BASE-TX、10BASE-Tインターフェースを装備し、SNMP（ネットワーク管理プロトコル）
に対応している外置き型LANアダプターです。

世界標準のPrinter-MIBに対応し、このMIBを監視するネットワーク管理ソフトウエアによって
プリンターの管理が行えます。

PrintAgent（プリンタ管理ユーティリティ）のリモート電源制御機能を使って、コンピューターか
らプリンターの電源のON/OFFができます。（詳細は4章の「リモート電源制御」（274ページ）をご
覧ください。）

LANアダプタ（TCP/IP）（型番 PR-NP-02T2）
100BASE-TX、10BASE-Tインターフェースを装備し、SNMP（ネットワーク管理プロトコル）
に対応している外置き型LANアダプターです。

世界標準のPrinter-MIBに対応し、このMIBを監視するネットワーク管理ソフトウエアによって
プリンターの管理が行えます。

LANアダプターが対応しているPrinter-MIB、操作パネルによるIPアドレス設定などの機能を有効にするためには、プリンターの動
作双方向をECPモードにする必要があります。詳しくは、ユーザーズマニュアル1章の「Step4　 IPアドレスとサブネットマスクを
設定する」（34ページ）を参照してください。

PR-NP-02T2/PR-NP-03TR2 PR-NPX-05
ネットワークOS プロトコル ネットワークOS プロトコル

Windows XP/2000

TCP/IP

Windows XP TCP/IP
Windows 2000

TCP/IP
NetBEUI

Windows NT 4.0 Windows NT 4.0
Windows Me/98/95
（NEC TCP/IP Printing Systemにより対応）

Windows Me/98/95
（NEC Network Printer Portにより対応）

UNIX　　　　
UNIX　 TCP/IP
Netware 3.X/ 4.×/5.X　 IPX/SPX

マルチプロトコルLANアダプタ（型番 PR-NPX-05）
100BASE-TX、10BASE-Tインターフェースを装備し、プリンターのインターフェースコネク
ターに直接接続する外付けLANアダプターです。本LANアダプターはPrintAgent、NEC Internet
Printing System（IPP）、NEC TCP/IP Port、SNMP（Printer -MIB、Host Resource MIB）には
対応していません。詳しくはPR-NPX-05のセットアップガイドをご覧ください。

LANアダプターネットワーク環境

10/100BASE

10BASE
100BASE

STATUS
DCIN 5V
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品名 型番 メモリー容量

増設メモリ（64MB） PR-MW-M012、N1154-MW-M012 64MB

増設メモリ（128MB） PR-MW-M013、N1154-MW-M013 128MB

増設メモリ（256MB） PR-MW-M014、N1154-MW-M014 256MB

増設メモリ（64MB）、（128MB）、（256MB）

（型番 PR-MW-M012、PR-MW-M013、PR-MW-M014、N1154-MW-M012、N1154-MW-M013、N1154-
MW-M014）

このボードは、SDRAMを搭載したSO-DIMMです。MultiWriter 4550には、64MB、128MB、
256MBのいずれか1枚だけ取り付けることができます。取り付けにより次の効果があります。

� 電子ソート機能

� 複雑な印刷データの印刷性能向上

� フォーム登録数の増加

� 受信バッファーの拡大

増設メモリーが対応しているメモリー容量は以下のとおりです。

マルチプロトコルLANボード（型番 PC-PR-L02）
100BASE-TX、10BASE-Tインターフェースを装備しているプリンター内蔵型LANボードで
す。

ハードディスク（型番 PR-L4550-HD、N1154-L4550-HD）
プリンター本体に内蔵することにより、より強化された電子ソート機能が可能となります。電子
ソートとは、印刷データの複数部コピー要求があった場合にプリンター内部で部数毎に印刷を繰
り返し、1つのトレーに出力する機能です。

電子ソート機能をご使用の場合は64MB以上のメモリーの増設が必要です。ハードディスクをご
使用になることにより電子ソートの上限はサイズによらず200枚となります。

USBプリンタケーブル（型番 PR-CA-U02）
USBプリンタケーブルをご使用になる場合、コンピューターにUSBプリンタードライバーをイ
ンストールする必要があります。すでにコンピューターにケーブルドライバーがインストールさ
れている場合でも、ケーブルドライバーのアップデートが必要になる場合があります。
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日本語ページプリンタ言語NPDL（Level 2）リファレンスマニュアル
（型番 PC-PRNPDL2-RM）

ページプリンターの様々な動作を制御する命令およびプログラミングについての詳しい解説書で
す。

消耗品

EPカートリッジ (型番 PR-L4550-12、EF-3464)
1個当たり、約30,000ページの印刷が可能なEPカートリッジです。

� EPカートリッジの1個あたりの印刷可能ページ数はA4用紙サイズに画像面積比5％
の連続印刷を行ったときの値です。8章「日常の保守」（373ページ）を参照してくださ
い。印刷用紙サイズ、画像面積比、OPC寿命などの印刷に関する設定の要素によっ
て、印刷可能ページ数は異なります。

� 間欠印刷を頻繁に行うとトナーが残っていてもEPカートリッジ内のOPCが劣化して
EPカートリッジの寿命となる場合があります。

プリンターケーブル
プリンターケーブルはお使いのコンピューターの種類によって違います。詳細については、47
ページの「使用できるプリンターケーブル」をご覧ください。

ステープル針 (型番 PR-L4050-SP、EF-3972)
フィニッシャーで使用される替えのステープル針です。1セット15,000針（5,000針/個×3個）で
す。フィニッシャーには1個（5,000針）添付されています。

NPDL(Level 2)
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クリーニングキット （型番 PC-PR601-14）
プリンターの清掃に便利な用具一式が入っています。
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大容量ホッパーへの用紙のセット

大容量ホッパーへの用紙のセット方法については、5章の「用紙カセットに用紙をセットする」（302ページ）および「大容量
ホッパーに用紙をセットする」（307ページ）をご覧ください。

大容量ホッパー
大量印刷をサポートするために、MultiWriter 4550には大容量ホッパーが用意されています。

大容量ホッパーの取り付け

このオプションは、お客様による設置ができません。設置作業はサービス担当者が行いま
すので（有償）、ご購入の際は、お買い求めの販売店に設置を依頼してください。

大容量ホッパーを設置するために必要な高さをあらかじめ確認しておくことをお勧めし
ます。設置に必要な高さについてはユーザーズマニュアルの「1　設置に必要なスペース
を用意する」をご覧ください。
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�［印刷可］スイッチを押し、印刷可ランプを消灯させ
る。

�［ホッパ］スイッチを押し、ディスプレイの表示を
“ホッパ3”、“ホッパ4”、または“ホッパ5”にする。

ホッハ゜3　　Ａ４ヨコ　ホ゜ート

� コンピューターからデータを送る。

この状態は、以下の方法で変更しない限り、設定は維持さ
れます。

� 同じ方法でホッパーの選択を変更する
� トレー給紙に変更する
� 電源をOFFにする
� コンピューターから変更する
� プリンターを初期化する

プリンターの電源がOFFされるまで維持する方法

操作パネルの［ホッパ］スイッチを使って大容量ホッパーを選択します。

�［印刷可］スイッチを押し、印刷可ランプを点灯させ
る。

大容量ホッパーの切り替え

大容量ホッパーを取り付けたときに必要なホッパーの切り替えについて説明します。

取り付けた大容量ホッパーから給紙するためには、操作パネル上でホッパー表示を「ホッパ3」、「ホッパ4」、または「ホッ
パ5」にします。

ホッパーの選択には、選択した状態をどこまで維持させるかによって、2つの方法があります。

� プリンターの電源がOFFされるまで維持する方法 .............................................［ホッパ］スイッチによる切り替え
� プリンターが初期化されても大容量ホッパーが選択される方法 ....................... メニューモードによる切り替え

次にそれぞれの選び方について説明します。

　ヨウシメニュー

　
ホッハ゜１＊

ホッハ゜　ショキセッテイ

　テストメニュー

プリンターが初期化されても大容量ホッパーが選択される方法

メニューモード内のプリンターの初期設定を変更します。

� メニューモードに入る。

［印刷可］スイッチを押してプリンターをディセレクト状態
にし、［メニュー］スイッチを押して“テストメニュー　→”
を表示させます。

�［設定変更］スイッチを押して、ディスプレイ下段を
“←　ホッパ3＊”、“←　ホッパ4＊”、または“←　
ホッパ5＊”に変更する。

�［ ］スイッチを2回押す。

“ヨウシメニュー　→”と表示されます。

�［ ］スイッチを2回押す。

ホッパー初期設定の表示になります。

　
ホッハ゜3＊

ホッハ゜　ショキセッテイ

ホッハ゜３　　Ａ４ヨコ　ホ゜ート
ＮＰＤＬ

この状態は、同じ方法でホッパーの選択を変更しないかぎ
り維持されます。

�［メニュー終了］スイッチを押し、印刷可ランプを点灯
させる。

ディスプレイ上段に“ホッパ3　××　×××”、“ホッパ4　
××　×××”、または“ホッパ5　××　×××”と表示さ
れていれば設定は完了です。表示されていないときはもう
一度最初からやり直してください。
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テスト印刷

大容量ホッパーが正しく取り付けられたことを確認するために、テスト印刷のステータス印刷を行います。手順について
はユーザーズマニュアル1章の「7　テスト印刷をする」を参照してください。

大容量ホッパーを取り付けた場合は、「給紙構成」に「ホッパー3～5」が、フィニッシャーを取り付けた場合は、「オプショ
ン」に「フィニッシャ」と印刷されます。

大容量ホッパーのステータス印刷の例

H/W情報
Version

給紙構成

　

＊＊　プリンタ環境設定　＊＊ 00000000
 
コントローラ
エンジン

ホッパ1
ホッパ2
ホッパ3
ホッパ4
ホッパ5
トレー

 
32MB　

32.4%

両面印刷ユニット
フィニッシャ
フェースアップトレー
ハードディスク
封筒フィーダ
 

 
メモリ容量

トナー残量

オプション

 

 
14．00
00．00

A4　横
定形外用紙
B4　縦
A4　横
A4　横
ハガキ

 

　

 

ステータス印刷が終了すると、自動的に印刷可ランプが点灯し、印刷できる状態になります。これで、大容量ホッパーの
取り付けは完了です。

リレー給紙の設定

印刷している給紙先の用紙がなくなったときに、自動的に別の給紙先から用紙を吸入し印刷を続ける機能です。ホッ
パー、トレー、または大容量ホッパーを装着し、同じ用紙サイズおよび同じ用紙種別の用紙をセットした場合のみ実現で
きます。

リレー給紙を有効にするために、メニューモードのリレー給紙設定をする必要があります。以下の手順で印刷してくださ
い。詳しい設定方法は次ページで説明します。

Step 1 リレー給紙を有効にする
Step 2 給紙方法を設定する



893-810024-003-A 第2版

1 オプション 25

　リレーキュウシ    セッテイ
←ホッハ°1   　     リレー　     ＯＮ＊設定変更�

Step 1 リレー給紙を有効にする

リレー給紙を有効にするために、プリンターの設定を行い
ます。

� メニューモードに入る。

［印刷可］スイッチを押してプリンターをディセレクト状態
にし、［メニュー］スイッチを押して“テストメニュー　→”
を表示させます。

�［ ］スイッチを2回押す。

“ヨウシメニュー　→”と表示されます。

Step 2 給紙方法を設定する

印刷を開始するときに［給紙方法］で［自動］を選択します。

� プリンタードライバーのプロパティダイアログボッ
クスの［用紙］シートを開く。

� 給紙方法が［自動］になっていることを確認する。

プリンタードライバーの給紙方法を確認するには、ユー
ザーズマニュアル5章「印刷するには」を参照してください。

�［メニュー終了］スイッチを押す。

� 設定が終わったら、リレー給紙を有効にしたホッ
パーまたはトレーの用紙サイズ、用紙の種類、用紙
のセット方向が同じになっているか確認する。

�［印刷］ダイアログボックスで印刷範囲、印刷部数を指
定し、［OK］をクリックして印刷する。

大容量ホッパーの取り外し

大容量ホッパーの取り外し作業はサービス担当者が行いますので、プリンターに添付の「NECサービス網一覧表」に記載
されているサービス窓口へお問い合わせください。

　ヨウシメニュー

�［ ］スイッチを1回、［ ］スイッチを3回、［ ］スイッ
チを1回押す。

リレー給紙の設定表示になります。

� 操作パネルの［ ］スイッチ、［ ］スイッチ、［設定変
更］スイッチを押して、リレー給紙させるホッパーま
たはトレーをONにする。

詳しくは、7章の「メニューツリー」（333～342ページ）をご
覧ください。

リレー給紙させるホッパーまたはトレーすべての“リレー
キュウシ”をONにしてください。

　リレーキュウシ    セッテイ
←ホッハ°  　     リレー　     ＯFF＊
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フィニッシャー
大量印刷をサポートするために、MultiWriter 4550にはフィニッシャーが用意されています。

フィニッシャーの取り付け

� このオプションは、お客様による設置ができません。設置作業はサービス担当者が行いますので（有償）、ご購入の際は、
お買い求めの販売店に設置を依頼してください。

� フィニッシャーを装着した場合は、プリンター本体の排出トレーのプリント収容可能枚数は300枚（64g/m2）となりま
す。（通常は500枚です）。

� ステープルどめをして印刷をしている場合に、針がなくなったときは、印刷は停止します。また、ステープルどめで印
刷中に排紙フィニッシャートレーが一杯になった場合も、スタックフルで印刷は停止します。

テスト印刷

フィニッシャーが正しく取り付けられたことを確認するために、テスト印刷のステータス印刷を行います。手順について
はユーザーズマニュアル1章の「8　テスト印刷をする」を参照してください。

フィニッシャーのステータス印刷の例

H/W情報
Version

給紙構成

　

＊＊　プリンタ環境設定　＊＊ 00000000
 
コントローラ
エンジン

ホッパ1
ホッパ2
ホッパ3
ホッパ4
ホッパ5
トレー

 
32MB　

32.4%

両面印刷ユニット
フィニッシャ
フェースアップトレー
ハードディスク
封筒フィーダ
 

 
メモリ容量

トナー残量

オプション

 

 
14．00
00．00

A4　横
定形外用紙
B4　縦
A4　横
A4　横
ハガキ

 

　

 

ステータス印刷が終了すると、自動的に印刷可ランプが点灯し、印刷できる状態になります。これで、フィニッシャーの
取り付けは完了です。

フィニッシャーの取り外し

フィニッシャーの取り外し作業はサービス担当者が行いますので、プリンターに添付の「NECサービス網一覧表」に記載さ
れているサービス窓口へお問い合わせください。
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両面印刷ユニット
両面印刷をするために、MultiWriter 4550には両面印刷ユニットが用意されています。両面印刷ユニットでは、A3、
A4、A5、B4、B5、レターサイズの用紙に印刷が可能です。

両面印刷ユニットの取り付け

� 両面印刷ユニットは、プリンターに接する面を常に上向きにして作業してください。

� 一度電源をOFFにし、交換後再び電源をONにしてください。電源を再投入しないと認識できません。

� 両面印刷ユニットを両手で水平に倒して持ち、両面
印刷ユニット下側の左右の金属フック（小）をプリン
ターに引っ掛ける。

� 両面印刷ユニットをプリンター側に起こし、「カチッ」
と音がするまで閉じる。

� 両面印刷ユニット右側の金属フック（大）をプリンター
フレームに強く押し込む。両面印刷ユニットを支え
たまま、安全ワイヤーをプリンターのフックに引っ
掛ける。

� 両面印刷ユニットのコネクターケーブルをプリン
ターに接続する。

両面印刷ユニットの
コネクターケーブル

金属フック（小）

安全ワイヤー

金属フック（大）



893-810024-003-A 第2版

1 オプション 28

テスト印刷

両面印刷ユニットが正しく取り付けられたことを確認するために、テスト印刷のステータス印刷を行います。手順につい
てはユーザーズマニュアル1章の「7　テスト印刷をする」を参照してください。

両面印刷ユニットのステータス印刷の例

H/W情報
Version

給紙構成

　

＊＊　プリンタ環境設定　＊＊ 00000000
 
コントローラ
エンジン

ホッパ1
ホッパ2
ホッパ3
ホッパ4
ホッパ5
トレー

 
32MB　

32.4%

両面印刷ユニット
フィニッシャ
フェースアップトレー
ハードディスク
封筒フィーダ
 

 
メモリ容量

トナー残量

オプション

 

 
14．00
00．00

A4　横
定形外用紙
B4　縦
A4　横
A4　横
ハガキ

 

　

 

ステータス印刷が終了すると、自動的に印刷可ランプが点灯し、印刷できる状態になります。これで、両面印刷ユニット
の取り付けは完了です。

両面印刷ユニットの取り外し

両面印刷ユニットを取り外す場合は取り付けの逆の手順で行ってください。
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定形外用紙カセット
定形外用紙を印刷するために、MultiWriter 4550では定形外用紙カセットが用意されています。定形外用紙カセットは、
標準ホッパー1、2および大容量ホッパー3（オプション）のそれぞれの標準用紙カセットと交換して使用します。

定形外用紙カセットの取り付け

ここでは、ホッパー2に定形外用紙カセットを取り付ける手順を説明します。

� 使用するホッパーの標準用紙カセットをいっぱいに
引き出し、少し上方に持ち上げて取り出す。

� 用紙をそろえ、印刷したい面を上にして用紙カセッ
トの左手前に合わせて、用紙上限線を越えないよう
にセットする。

� 取り外したホッパーに定形外用紙カセットを取り付
ける。

� サイドガイド、エンドガイドをセットする用紙サイ
ズより外側にずらす。

� セットした用紙のサイズに合うように、サイドガイ
ドとエンドガイドを内側にずらす。

MAX
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テスト印刷

定形外用紙カセットが正しく取り付けられたことを確認するために、テスト印刷のステータス印刷を行います。手順につ
いてはユーザーズマニュアル1章の「7　テスト印刷をする」を参照してください。

定形外用紙カセットのステータス印刷の例

H/W情報
Version

給紙構成

　

＊＊　プリンタ環境設定　＊＊ 00000000
 
コントローラ
エンジン

ホッパ1
ホッパ2
ホッパ3
ホッパ4
ホッパ5
トレー

 
32MB　

32.4%

両面印刷ユニット
フィニッシャ
フェースアップトレー
ハードディスク
封筒フィーダ
 

 
メモリ容量

トナー残量

オプション

 

 
14．00
00．00

A4　横
定形外用紙
B4　縦
A4　横
A4　横
ハガキ

 

　

 

ステータス印刷が終了すると、自動的に印刷可ランプが点灯し、印刷できる状態になります。これで、定形外用紙カセッ
トの取り付けは完了です。

定形外用紙カセットの取り外し

定形外用紙カセットを取り外す場合は取り付けの逆の手順で行ってください。
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フェースアップトレー
印刷された用紙の印刷面が上になるようにスタックできるトレーです。最大200枚（64g/m2）スタックできます。

フェースアップトレーの取り付け

フェースアップトレーの取り付け方法は、両面印刷ユニットが取り付けられている場合と取り付けられていない場合で異
なります。

両面印刷ユニットが取り付けられていない場合

� 付属のプレートをネジ2本でプリンターに固定する。 � フェースアップトレーをプレートにしっかり固定す
る。

両面印刷ユニットが取り付けられている場合

� 両面印刷ユニットのカバーを付属のリンクを差し込
んで、下側の接続部分3か所を切り取る。

� カバーを手前に持ち上げて上部の接続部分を折り、
切り離す。

プレート

リンク
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� トレーを垂直に立ててから、45度傾けるようにして
トレー先端のくぼみを両面印刷ユニットの金属の凸
部に掛ける。

� 付属のリンクを取り付ける。

メニューモードの設定

フェースアップトレーを取り付けた後、操作パネルのメニューモードからプリンターの設定を行います。

　テストメニュー

�［メニュー終了］スイッチを押して、ディスプレイ下段
を“シヨウ”に変更する。

� メニューモードに入る。

［印刷可］スイッチを押してプリンターをディセレクト状態
にし、［メニュー］スイッチを押して“テストメニュー　→”
を表示させます。

�［ ］スイッチを4回押す。

“オプションセッテイメニュー　→”と表示されます。

�［ ］スイッチを1回押す。

“オプションセッテイメニュー　フェースアップトレー　
→”と表示されます。

オフ゜ションセッテイメニュー

�［ ］スイッチを1回押す。

リョウメンインサツの設定の表示になります。

オフ゜ションセッテイメニュー
　リョウメンインサツ　セッテイ

　
ミシヨウ＊

フェースアッフ゜トレー

オフ゜ションセッテイメニュー
　フェースアッフ゜トレー　

�［ ］スイッチを1回押す。

フェースアップトレーの初期設定の表示になります。

　
シヨウ＊

フェースアッフ゜トレー

�［メニュー終了］スイッチを押し、印刷可ランプを点
灯させる。

この状態は、同じ方法でフェースアップトレーの選択を
変更しないかぎり維持されます。

� 付属のトレーカバーをネジ2本で取り付ける。

トレーカバー

ネジ

メニュー終了

メニュー
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テスト印刷

フェースアップトレーが正しく取り付けられたことを確認するために、テスト印刷のステータス印刷を行います。手順に
ついてはユーザーズマニュアル1章の「7　テスト印刷をする」を参照してください。

H/W情報
Version

給紙構成

　

＊＊　プリンタ環境設定　＊＊ 00000000
 
コントローラ
エンジン

ホッパ1
ホッパ2
ホッパ3
ホッパ4
ホッパ5
トレー

 
32MB　

32.4%

両面印刷ユニット
フィニッシャ
フェースアップトレー
バードディスク
封筒フィーダ
 

 
メモリ容量

トナー残量

オプション

 

 
14．00
00．00

A4　横
定形外用紙
B4　縦
A4　横
A4　横
ハガキ

 

　

 

ステータス印刷が終了すると、自動的に印刷可ランプが点灯し、印刷できる状態になります。これで、フェースアップト
レーの取り付けは完了です。

フェースアップトレーの取り外し

フェースアップトレーを取り外す場合は取り付けの逆の手順で行ってください。

フェースアップトレーのステータス印刷の例
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封筒フィーダー
封筒用の給紙フィーダーです。封筒（洋形4号）を100枚までセットできます。また、封筒フィーダーはトレーとの併用は
できません。

トレーから封筒フィーダー、または封筒フィーダーからトレーに交換する場合は、一度電源をOFFにし、交換後再び電源
をONにしてください。電源を再投入しないと認識できません。

封筒フィーダーの取り付け

� トレーを取り外す。 � 封筒フィーダーが完全に入るまでプリンターの支持
部に差し込む。

� 封筒フィーダーを水平に支え、先端の突起をプリン
ターの支持部の穴に合わせる。
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テスト印刷

封筒フィーダーが正しく取り付けられたことを確認するために、テスト印刷のステータス印刷を行います。手順について
はユーザーズマニュアル1章の「7　テスト印刷をする」を参照してください。

封筒フィーダーのステータス印刷の例

H/W情報
Version

給紙構成

　

＊＊　プリンタ環境設定　＊＊ 00000000
 
コントローラ
エンジン

ホッパ1
ホッパ2
ホッパ3
ホッパ4
ホッパ5
トレー

 
32MB　

32.4%

両面印刷ユニット
フィニッシャ
フェースアップトレー
ハードディスク
封筒フィーダ
 

 
メモリ容量

トナー残量

オプション

 

 
14．00
00．00

A4　横
定形外用紙
B4　縦
A4　横
A4　横
ハガキ

 

　

 

ステータス印刷が終了すると、自動的に印刷可ランプが点灯し、印刷できる状態になります。これで、封筒フィーダーの
取り付けは完了です。

封筒フィーダーの取り外し

封筒フィーダーを取り外す場合は取り付けの逆の手順で行ってください。
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� 無線LANカード用スロットの方を上にして、図のよ
うにガイドレールに沿って無線LANプリンタボード
を両手で差し込む。

手ごたえがあるまで押し込みます。

無線LANプリンタボードを差し込む際、指や手をはさま
ないようにゆっくり作業してください。

LANボード
MultiWriter 4550をネットワークに接続するためのLANボードはPC-PR-L02、PR-WL-11の2種類が用意されています
（詳細は17ページ参照）。

それぞれのLANボードの取り付け・取り外し手順を説明します。

使い方や操作方法については、LANボードに添付の取扱説明書をご覧ください。

� LANボードは大変デリケートな電子部品です。ボードを取り扱うときは、プリンター背面のコネクターが付いているフ
レームなどに触れて身体の静電気を逃がしてから行ってください。また、ボードは端の部分を持って取り扱い、表面の
部品には触れないようにしてください。

� 無線LANボードおよびマルチプロトコルLANボードを取り付けた場合は、パラレルインターフェースは使用できませ
ん。

無線LANプリンタボードの取り付け

ここでは、無線LANプリンタボード（型番：PR-WL-11）の取り付け手順について説明します。

LANボード用スロットのプレートおよびネジは大切に保
管しておいてください。ボードを取り外しプリンターを
元に戻すときに必要です。

� プリンターの電源をOFFにし、電源コードとプリン
ターケーブルをプリンターから取り外す。

プリンターの電源はOFFにして、電源コードをコンセ
ントから抜いてください。電源コードを接続したまま
取り付けると、故障の原因となるばかりでなく、感電
のおそれがあります。

� LANボード用スロットからネジ2本を外して、プレー
トを取り外す。
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図のようにプリンターのリアカバーに手をかけながら無
線LANプリンタボードの下の方に親指をあてて、水平に
押してください。

� ネジ2本で無線プリンタLANボードを固定する。

� 電源コードをプリンターに取り付ける。

� 無線LANカードを差し込む際、指や手をはさまない
ようにゆっくり作業してください。

� MACアドレスが記載されているラベルが貼られてい
る面を下にして、カードをスロットに差し込んでく
ださい。向きを間違うと故障や発火の原因となりま
す。

� 無線LANカードを無線プリンタLANボードのスロッ
トに差し込む。

無線LANプリンタボードの取り外し

無線LANプリンタボード（型番：PR-WL-11）を取り外すときは、プリンターの電源をOFFにして、電源コードを抜いて
から取り付け手順を逆に行ってください。

プリンターの電源はOFFにして、電源コードをコンセントから抜いてください。電源コードを接続したまま取
り外すと、故障の原因となるばかりでなく、感電のおそれがあります。
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� LANボードにあるネジ2本でLANボードを固定する。

� ネットワークケーブルを接続する。

� 電源コードをプリンターに接続する。

次の手順は、3章の「LANボードの設定」（86ページ）をご覧
ください。

マルチプロトコルLANボードの取り付け

マルチプロトコルLANボード(型番 PC-PR-L02)の取り付け手順について説明します。

� プリンターの電源をOFFにし、電源コードとプリン
ターケーブルをプリンターから取り外す。

プリンターの電源はOFFにして、電源コードをコンセ
ントから抜いてください。電源コードを接続したまま
取り付けると、故障の原因となるばかりでなく、感電
のおそれがあります。

無線LANボードをお使いの場合は、LANボード用ス
ロットから無線LANボードを取り外してください。取り
外し手順は「無線LANボードの取り外し手順」（37ペー
ジ）をご覧ください。

� LANボード用スロットからネジ2本を外して、プレー
トを取り外す。

LANボード用スロットのプレートおよび、ネジは大切に
保管しておいてください。ボードを取り外しプリンター
を元に戻すときに必要です。

� イーサネットコネクター側を手前にして、図のよう
にガイドレールに沿ってLANボードを差し込む。

手ごたえがあるまで押し込みます。

LANボードを差し込む際、指や手をはさまないように
ゆっくり作業してください。
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マルチプロトコルLANボードの取り外し

マルチプロトコルLANボード（型番 PC-PR-L02）を取り外すときは、プリンターの電源をOFFにして、電源コードを抜
いてから取り付け手順を逆に行ってください。

プリンターの電源はOFFにして、電源コードをコンセントから
抜いてください。電源コードを接続したまま取り外すと、故障
の原因となります。
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LANアダプター
MultiWriter 4550でご使用になれるLANアダプターのオプションは、PR-NP-02T2、PR-NP-03TR2、PR-NPX-05の
3種類が用意されています。（19ページ参照）

LANアダプターの取り付け・取り外し手順を説明します。なお、PR-NP-02T2、PR-NP-03TR2、PR-NPX-05の取り
付け手順は異なります。詳しくは、各LANアダプターに添付の取扱説明書をご覧ください。

使い方や操作方法については、LANアダプターに添付の取扱説明書をご覧ください。

LANアダプターのコネクター部には手を触れないでください。手を触れると、コネクター部の接点が汚れ、接触不良にな
ることがあります。

LANアダプターの取り付け

ここでは、PR-NP-03TR2を例に取り付け手順を説明します。

� プリンターの電源をOFFにし、電源コード、プリン
ターケーブルをプリンターから取り外す。

電源は確実にOFFにしてください。ONにしたまま取り
付けると、故障の原因となることがあります。

� LANアダプターの電源をOFFにし、LANアダプター
の電源コードを抜く。

� LANアダプターのインターフェース用ソケットとプ
リンターのインターフェースコネクターをLANアダ
プター添付のプリンターケーブルで接続する。

プリンターのパラレルインターフェースコネクター

� プリンターの電源コードのプラグをLANアダプター
背面のACコンセントに差し込む。

LANアダプタ（型番 PR-NP-02T2）の場合は、プリンターの
電源コードをACコンセントに差し込んでください。

LANアダプター
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� LANアダプターの電源コードをコンセントに差し込
む。

LANアダプターの電源コードは3極プラグです。2極の
壁付きACコンセント（AC100V、電源容量15A以上）
に差し込む場合は、3極/2極変換プラグをご使用くださ
い。

� LANアダプター前面のランプが緑色に点灯すること
を確認する。

� プリンターの電源を入れてからLANアダプター前面
のスイッチを押す。

LANアダプターの取り外し

LANアダプターを取り外すときは、LANアダプターがデータの受信中でないことを確認してから、プリンターおよびLAN
アダプターの電源をOFFにして取り付け手順�から逆に行ってください。

� ネットワークケーブルのコネクターをLANアダプ
ターのイーサネット用コネクターに差し込む。
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増設メモリー
増設メモリーを取り付けることで、次のような効果があります。

� 電子ソート機能を有効にする
� フォーム登録数の増加
� 受信バッファーの拡大
� 両面印刷時のメモリー不足の解消
� 印刷時のメモリー不足解消
� 複雑な印刷データの印刷性能向上

� MultiWriter用の増設メモリーをご使用ください。他の情報処理機器には使用しないでください。また本増設メモリー
以外のRAMボードを使用すると、本プリンターが破損する場合があります。

� 指定のSO-DIMMタイプの増設メモリーを使用してください。指定以外の増設メモリーを使用すると、故障の原因とな
ることがあります。

� MultiWriter 4050用の増設RAMサブボード（PR/MM1）は、使用できません。使用すると、故障の原因となります。

増設メモリーの取り付け

増設メモリーは大変デリケートな電子部品です。増設メモリーを取り扱うときは、プリンター背面のインターフェースコネ
クターが付いているフレームなどに触れて身体の静電気を逃がしてから行ってください。また、ボードは端の部分を持って
取り扱い、表面の部品には触れないようにしてください。

� プリンターの電源をOFFにし、電源コードとプリン
ターケーブルをプリンターから取り外す。

プリンターの電源はOFFにして、電源コードをコ
ンセントから抜いてください。電源コードを接続
したまま取り付けると、故障の原因となるばかり
でなく、感電のおそれがあります。

� ネジ2本を緩める。

プリンターボードからネジを外す必要はありません。

� プリンターボードを引き抜く。

ネジ
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約30度

イメージ図（横から見たところ）

増設メモリーの切り欠き部の向きがとコネクターの突起
部と正しく合っていることを確認してください。逆の場
合は増設メモリーの切り欠き部とコネクターの突起部の
位置が合わず、挿入することができません。

�「カチッ」という音がするまでソケットに倒し込む。

奥までしっかり倒し込んでください。しっかり押し込ま
ずに次の手順を行うと、コネクターまたは増設メモリー
を破損するおそれがあります。

� 増設メモリーをプリンターボードの右側にあるコネ
クターに取り付ける。

増設メモリーの切り欠き部をプリンターボードのコネク
ター突起部に合わせ、プリンターのコネクターに対して約
30度の挿入角度で増設メモリーの端子が当たるまで挿入し
ます。

プリンターボードのコネクター

プリンターボード
のコネクター

増設メモリー

突起部

切り欠き部

倒し込みが固いときは、増設メモリーの左右の角に親指
を添えて倒し込んでください。

� イジェクターが立ち上がり、しっかり固定できたこ
とを確認する。

イジェクター

� プリンターボードを奥まで差し込む。

	 電源コードとプリンターケーブルを取り付ける。

� ネジ2本で固定する。
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テスト印刷

増設メモリーが正しく取り付けられたかを確認するために、テスト印刷のステータス印刷を行います。手順については、
ユーザーズマニュアル1章の「7　テスト印刷をする」を参照してください。

次のように印刷されていれば、増設メモリーは正しく取り付けられたことになります。

増設メモリーを増設したステータス印刷の例
（標準メモリー32MBに256MBメモリーを増設した場合）

ステータス印刷が終了すると、自動的に印刷可ランプが点灯し、印刷できる状態になります。これで増設RAMメモリー
の取り付けは完了です。

増設メモリーの取り外し

増設メモリーを取り外すときは、プリンターの電源をOFFにし、電源コードをプリンターから取り外し、取り付けの手順
を逆に行ってください。

プリンターの電源はOFFにして、電源コードをコンセントから抜いてください。電源コードを接続したまま取
り外すと、故障の原因となります。

なお、増設メモリーを取り外すときはコネクターのイジェクターを横に押し広げて斜めに引き抜いてください。

H/W情報
Version

給紙構成

　

＊＊　プリンタ環境設定　＊＊ 00000000
 
コントローラ
エンジン

ホッパ1
ホッパ2
ホッパ3
ホッパ4
ホッパ5
トレー

 
288MB　

32.4%

両面印刷ユニット
フィニッシャ
フェースアップトレー
ハードディスク
封筒フィーダ
 

 
メモリ容量

トナー残量

オプション

 

 
14．00
00．00

A4　横
定形外用紙
B4　縦
A4　横
A4　横
ハガキ

 

　

 

イジェクター

64MB増設のとき：96MB
128MB増設のとき：160MB
256MB増設のとき：288MB
となります。
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ハードディスク
ハードディスクを取り付けると、電子ソート機能のページ数を増加させることができます。

� ハードディスクを装着する場合は、64MB以上の増設メモリー（オプション）が取り付けられている必要があります。

� ハードディスクを取り付けた場合、丁合い可能なページ数は用紙サイズに関係なく一律200ページです。

� ハードディスクと増設メモリーが装着されていないと丁合い機能は動作しません。

ハードディスクの取り付け

� ネジ2本を緩める。

プリンターボードからネジを外す必要はありません。

� プリンターボードを引き抜く。

� ハードディスクをプリンターボードに取り付ける。

� プリンターボードの裏側から、ネジ4本でハードディ
スクを固定する。

� プリンターボードを奥まで差し込む。

ネジ

� プリンターの電源をOFFにし、電源コードとプリン
ターケーブルをプリンターから取り外す。

電源は確実にOFFにしてください。ONにしたまま取り
付けると、故障の原因となることがあります。
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テスト印刷

ハードディスクが正しく取り付けられたことを確認するために、テスト印刷のステータス印刷を行います。手順について
はユーザーズマニュアル1章の「7　テスト印刷をする」を参照してください。

ハードディスクのステータス印刷の例

ステータス印刷が終了すると、自動的に印刷可ランプが点灯し、印刷できる状態になります。これで、ハードディスク
の取り付けは完了です。

ハードディスクの取り外し

ハードディスクを取り外す場合は取り付けの逆の手順で行ってください。

H/W情報
Version

給紙構成

　

＊＊　プリンタ環境設定　＊＊ 00000000
 
コントローラ
エンジン

ホッパ1
ホッパ2
ホッパ3
ホッパ4
ホッパ5
トレー

 
32MB　

32.4%

両面印刷ユニット
フィニッシャ
フェースアップトレー
ハードディスク
封筒フィーダ
 

 
メモリ容量

トナー残量

オプション

 

 
14．00
00．00

A4　横
定形外用紙
B4　縦
A4　横
A4　横
ハガキ

 

　

 

� ネジ2本で固定する。 � 電源コードとプリンターケーブルを取り付ける。
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コンピューター プリンターケーブル*1

PC98-NXシリーズを
含むIBM PC/AT互換
機（DOS/V対応機）

PC98-NXシリーズ
PC-PRCA-01
PC-CA205＊2
PR-UC-02

IBM、富士通、東芝、DELL、その他各社 PC-PRCA-01
PR-UC-02

PC-9800シリーズ
デスクトップタイプ
ミニタワータイプ

98MATEシリーズ（除くAp･ As･ Ae･ Af）
98MATEサーバシリーズ
98FELLOWシリーズ（除くBA･ BX）
98MULTiシリーズ（除くCe）
98MULTi CanBeシリーズ
VALUE STARシリーズ
CEREB
98FINE
PC-H98シリーズ ＊4

PC-CA202＊3
PC-CA204＊2

PC-98XA･ XL･ XL2･ RL＊4 PC-PR801-21
（パソコン本体に標準添付）

上記以外の14ピンパラレルインターフェースを持つ
デスクトップタイプ PC-CA203＊2

98サーバシリーズ SV-H98シリーズ ＊4

SV-98シリーズ
PC-CA202＊3
PC-CA204＊2

98NOTEシリーズ

Lavieシリーズ
Aileシリーズ
98NOTE Light
PC-9821Nf･ Np･ Nx･ Nd･ Nm･ Ne3･ Ne2･ Nd2
PC-9801NL/A･ NS/A

PC-CA202＊3
PC-CA204＊2

上記以外の20ピンパラレルインターフェースを持つ
98NOTEシリーズ PC-9801N-19

PC-9800シリーズ
ラップトップタイプ PC-9821Ts PC-CA202＊3

PC-CA204＊2

プリンタ増設インタフェースボード（PC-9801-94） PC-CA202＊3
PC-CA204＊2

Express 5800シリーズ K210-10（01）＊3

K210-10（04）＊2

使用できるプリンターケーブル
MultiWriter 4550で使用できるプリンターケーブルは次の表のとおりです。お使いになっているコンピューターによっ
て使用できるプリンターケーブルが異なります。

＊1 他社のケーブルをお使いになる場合、運用した結果の影響については責任を負いかねます。
＊2 PC-CA203、PC-CA204、PC-CA205、K210-10（04）のケーブルの長さは4.0m。
＊3 PC-CA202、K210-10（01）のケーブルの長さは1.5m。
＊4 ハイレゾリューションモードでは、プリンタステータスウィンドウ機能、音声メッセージ機能は利用不可。
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2章
プリンターソフトウエアの
インストール

この章では、Windows XP*1/2000/NT 4.0/Me/98＊2/95 日本語版環境にプリンターソフトウエア＊3をインストールし、
プリンターを指定するまでの手順について説明します。また、その他の環境で使用する際の設定も説明します。

＊1 以下、本書でWindows XPと表記している場合は、Windows XP Home EditionとProfessionalを含みます。
＊2 以下、本書でWindows 98と表記している場合は、Windows 98 Second Editionを含みます。
＊3 プリンターソフトウエアは、次の2つのソフトウエアから構成されます。

� プリンタードライバー：Windows環境でプリンターへの印刷制御を行うソフトウエア。
�　PrintAgent：印刷統合管理ソフトウエア「PrintAgent（プリントエージェーント）」は、ネットワークプリンターで印刷する方のために豊富なサー

ビスを提供するソフトウエアです。

� MultiWriterのプリンターソフトウエアを正しくインストールするためには、インストールする前に「PrintAgentを正
しく動作させるために」（398ページ）をお読みください。

� インストールプログラムを実行する前に、起動中のアプリケーションをすべて終了させてください。

フロッピーディスクでインストールする場合

本書ではCD-ROMを使った手順を説明しています。プリンターソフトウエアCD-ROMから作成したプリンターソフトウエアディ
スクを使用してインストールする場合、インストールの途中でフロッピーディスクの交換を求める画面が表示されることがありま
す。その場合は画面の指示に従ってフロッピーディスクを入れ替えてください。
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プリンターソフトウエアCD-ROMについて
MultiWriter 4550に添付のプリンターソフトウエアCD-ROMは、Windows XP/2000/NT 4.0/Me/98/95のコンピュー
ター環境に対応した、ソフトウエアを提供しています。

このCD-ROMは、ISO9660フォーマットに従って作成されています。MacintoshでこのCD-ROMを見るためには、
ISO9660機能拡張ファイルが必要です。詳しくはMacintosh本体またはOSのマニュアルをご覧ください。

CD-ROMの構成は以下のとおりです。

□ メニュープログラム　　

� はじめに
プリンターソフトウエアCD-ROMについて注意事項などが書かれています。ご使用になる前にお読みください。

� インストール
Windows XP/2000/NT 4.0/Me/98/95に対応した、プリンターソフトウエアをインストールできます。

� オンラインマニュアル
「MultiWriter 4550 活用マニュアル」の閲覧用（HTML形式）と、印刷用（PDF形式）の2つが収録されています。オ
ンラインマニュアルを閲覧するためにはブラウザー、印刷するためには「Adobe Acrobat Reader」が必要です。
詳細については「マニュアルの種類と使い方」（Viページ）またはメニュープログラム内のユーティリティーをご覧
ください。

� ユーティリティー

ー iPrinting.DeliveryService＊

ー ドキュメント・ハンドリング・ソフトウエア「DocuWorks Ver.4.1 （体験版）」

ー NEC Internet Printing System（Windows NT 4.0対応版およびWindows 98/95対応版）

ー NEC TrueTypeバーコードフォントキット
NEC TrueTypeバーコードフォントとNEC TrueTypeバーコードフォントユーティリティです。

ー NEC FontAvenue TrueTypeフォント3書体

ー 帳票エディタ「帳楽」お試し版

ー EASY設定ユーティリティ

ー 無線LANプリンタ導入ウィザード

ー 印刷ログユーティリティ

ー MultiWriterドライバ配信

ー Adobe Acrobat Reader

� バージョンアップ
CD-ROMに収録されている最新のプリンタードライバーにアップデートできます。詳細や手順については、「ご利
用の前に」（Update.txt）または4章の「プリンタードライバのバージョンアップ」（293ページ）をご覧ください。

その他に、Windows XP/2000/NT 4.0/Me/98/95に対応したMultiWriterシリーズのプリンターソフトウエアを収録
しています。詳しくは、それぞれのソフトウエアに関連するフォルダー内にある、「はじめにお読みください」
（Readme.txt）をご覧ください。

＊ 詳しくは、CD-ROMの［¥PRINTDS¥MANUAL］フォルダーのオンラインマニュアル（HTML形式）を参照してください。
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プリンターソフトウエアの動作環境

MultiWriter 4550に添付のプリンターソフトウエアの動作環境は以下のとおりです。

＊1 OSによって動作するコンピューター条件が異なります。詳しい動作条件は各OSのマニュアルを参照してください。
＊2 Windows XP 64-Bit Editionには対応していません。

メモリーについては、PrintAgentをクライアント－サーバーシステムでご使用の場合、プリントサーバーには64Mバイ
ト以上（Windows XP/2000の場合は256Mバイト以上）のメモリーを搭載し運用されることを推奨します。

PrintAgentが利用できるネットワーク環境について
PrintAgentはネットワーク環境で、プリンターを次の形態でご使用の場合に利用できます。

� 標準装備のLANボードやオプションのLANボード、およびLANアダプターでプリンターがネットワークに接続さ
れている。（対応している型番については1章の「オプション」（18～20ページ）をご覧ください。）

� 無線LAN環境ではオプションの無線LANプリンタボード(型番 PR-WL-11)で接続されている。

� 共有プリンターの場合（クライアント・サーバー接続）、プリントサーバーコンピューターのOSがWindows XP/
2000/NT 4.0/Me/98/95で、プリントサーバーコンピューターに本プリンターソフトウエアがインストールさ
れている。

� お使いのコンピューターに、ネットワークに接続するためのネットワークボード／カード／アダプターなどを接
続し、ネットワークの設定にTCP/IPプロトコルがインストールされている。詳しくはOSのマニュアルをご覧く
ださい。

ネットワーク環境でネットワーク共有プリンターをお使いになるためには、あらかじめOSの共有設定を有効にしておく必
要があります。詳しくはOSのマニュアルをご覧ください。

プリンターソフトウエアの容量
プリンターソフトウエアをインストールするために必要なハードディスク容量は次のとおりです。インストールする前
に確認してください。

接続方法 動作コンピューター＊1 対応OS メモリー

ネットワークインターフェース
パラレルインターフェース

PC98-NXシリーズを含むIBM
PC/AT互換機（DOS/V対応機）

Windows XP＊2（日本語版）
Windows 2000（日本語版）
Windows NT 4.0（日本語版）
Windows Me（日本語版）
Windows 98（日本語版）
Windows 98 Second Edition（日本語版）
Windows 95（日本語版）

OSの動作条件に準じます。

PC-9800シリーズ

インストール方法 Windows XP/2000
日本語版

Windows NT 4.0
日本語版

Windows Me/98/95
日本語版

PrintAgentを含む標準設定 約9.8MB 約10.6MB 約9.5MB

PrintAgentを含む一般ユーザー向け（最大） 最大約12.8MB 最大 約13.6MB 最大 約12.5MB

PrintAgentを含む管理者向け 最大約14.8MB 最大 約15.6MB 最大 約14.5MB

プリンタードライバーのみ 約3.3MB 約4.1MB 約3.0MB
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インストール方法の選択

プリンターソフトウエアをコンピューターにインストールする前に、お使いになるコンピューターの条件に従ってインス
トール方法を選択します。以下のフローチャートの矢印に進み、それぞれのページへ進んでください。

なお、プリンターを管理したり、LANボードまたはLANアダプターの設定を行う場合は、「管理者インストール」をする
必要があります。インストール手順については、本章の「プリンター管理者用インストール」（72ページ）をご覧ください。

いいえ

はい

プリンタードライバーと
PrintAgentをインストールしますか？

以下の各手順の設定を行ってください。

Windows XP 日本語版→58～59ページ

Windows 2000 日本語版→60～61ページ

Windows Me 日本語版→62ページ

Windows 98 日本語版→63ページ

Windows 95 日本語版→64～65ページ

以下の各ページの手順を行ってください。

日本語MS-DOS環境→79ページ
ターミナルサービス環境→3章の「ターミナルサービス用
プリンタードライバーのインストール」149～151ページ

以下のページの手順を行ってください。

『「インストールプログラム」からの
インストール』　→53～57ページ

以下を参照して設定を行ってください。

3章の「接続先の設定とプリンター
ドライバーのインストール」110ページ

お使いのOSはなんですか？

Windows XP 日本語版
Windows 2000 日本語版
Windows Me 日本語版
Windows 98 日本語版
Windows 95 日本語版

ターミナルサービス環境
日本語MS-DOS環境Windows NT 4.0 日本語版

パラレルインターフェースケーブル
Windows XP/2000/Me/98/95  

「プラグ・アンド・プレイ*」で
インストールしますか？

いいえ

はい

ネットワーク接続

接続方法、
お使いのケーブルは？

＊ 「プラグ・アンド・プレイ」機能とは、Windows XP/2000/Me/98/95がインストールされているコンピューターで新しい周辺機器などを接続する
と、コンピューターの起動時や接続時にその周辺機器を検出し、自動的にインストールが実行される機能です。
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「インストールプログラム」からのインストール
Windows  XP/2000/NT 4.0/Me/98/95で動作しているコンピューターでMultiWriterをご利用になる場合、プリンター
ソフトウエアCD-ROMのインストールプログラムを使ってプリンターソフトウエア（プリンタードライバーおよび
PrintAgent）をインストールします。

プリンターソフトウエアCD-ROMはドライブに挿入するだけで自動的にメニュープログラムが起動します。

LANボード（標準装備を含む）または、LANアダプターで接続されたプリンターに印刷を行なう場合は、以下の手順でインストール
を行い、手順�で、［NEC TCP/IP Port］を選択します。

ここではWindows XP 日本語版を例にとり、プリンターソフトウエア（プリンタードライバーおよびPrintAgent）のイ
ンストール手順を説明します。

Windows XPにインストールするユーザーは、アカウントの種類が［コンピュータの管理者］である必要があります。また、
Windows 2000またはWindows NT 4.0にインストールするには、［Administrators］または［Domain Admins］グ
ループのメンバーである必要があります。

� Windows XP 日本語版を起動する。

� プリンターソフトウエアCD-ROMをセットする。

［プリンタソフトウェアCD-ROMメニュー］が起動します。

お使いのコンピューターによっては、自動的にメニュープロ
グラムが立ち上がらない場合があります。その場合はCD-
ROMのルートディレクトリーにある「MWSETUP.exe」を
実行してください。

�［インストール］をクリックする。

� 右側のボックスから［MultiWriter 4550］を選んで
［インストール開始］をクリックする。

お使いのOSにインストール可能なプリンター名が表示され
ます。

�［次へ］をクリックする。

はじめに、プリンタードライバーをインストールする設定
を行います。
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　�［ローカルポート］は、コンピューターがプリンター
とプリンターケーブルで接続されているときに選び
ます。

　�［ネットワーク共有プリンタ］は、MultiWriterがプリ
ントサーバー上に共有されているときに選びます。

　�［NEC TCP/IP Port］は、プリンターがLANボード
（標準装備含む）またはLANアダプターを装備してお
り、ネットワーク上に接続されているときに選びま
す。

�［プリンタドライバをインストールする］を選び、［次
へ］をクリックする。

［プリンタドライバをインストールしない］を選んだ場合
は、手順	へ進んでください。

MOPYING設定ウィンドウを表示させるには、ここで［印刷
開始時にMOPYING設定ウィンドウを表示する］をチェック
してください。

MOPYING設定ウィンドウの詳細については添付のプリン
ターソフトウエアCD-ROMの「¥MW4550¥Disk1¥
Drivers.txt」を参照してください。

� プリンターの接続先を選び、［次へ］をクリックす
る。

ネットワーク接続されていない場合はこのダイアログボッ
クスは表示されません。次の「［ローカルポート］を選んだ場
合」へ進んでください。

＜［ローカルポート］を選んだ場合＞

希望するポートを選び［次へ］をクリックする。
手順�へ進んでください。

＜［ネットワーク共有プリンタ］を選んだ場合＞

プリンターの接続先を指定し、［次へ］をクリックす
る。

プリンターの接続先を［ネットワークパス名］に直接入力す
るか、［参照］をクリックして表示される一覧から指定しま
す。
手順	へ進んでください。

＜［NEC TCP/IP Port］を選んだ場合＞

LANボード、またはLANアダプターのIPアドレス、
またはホスト名を設定し、［次へ］をクリックする。
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�［次へ］をクリックする。

ネットワークに接続され、Windows XP/2000またはWin-
dows NT 4.0をご利用の場合は、次のダイアログボックス
が表示されます。
このダイアログボックスが表示されない場合は、次の手順
	へ進んでください。

すでに代替ドライバーがインストールされている場合
はリストに表示されません。

続いて、PrintAgentのインストールを行います。

IPアドレスを設定する場合

［検索］をクリックします。検索結果ダイアログボックスで
使用するプリンターを選択し、［OK］をクリックすると簡単
にIPアドレスが設定できます。

	［PrintAgentをインストールする］を選び、［次へ］を
クリックする。

［PrintAgentをインストールしない］を選んだときは、手順

へ進んでください。

［一般ユーザ向けカスタムインストール］を選ぶと、標準的な
ソフトウエアの項目が表示されます。インストールする項目
にチェックを付けて［次へ］をクリックしてください。［全追
加］をクリックするとすべてチェックが付きます。［全削除］
をクリックするとすべてチェックが外れます。

� 使用目的に応じて［標準インストール］または［一般
ユーザ向けカスタムインストール］のインストール方
法を選び、［次へ］をクリックする。

� PrintAgentのインストール先とスプールファイルの
作成先を指定してからフォルダーを確認して［次へ］
をクリックする。

すでに他の機種のPrintAgentがインストールされていると
きはこのダイアログボックスは表示されません。手順
へ
進んでください。

次のメッセージが表示されたときはインストール先のディス
ク空き容量が少なくなっています。フォルダーを変更するか
不要なファイルを削除してください。
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 設定した内容を確認し、［完了］をクリックする。

［OK］をクリックする。

� インストールが終了したら［OK］をクリックする。

再起動を促すダイアログボックスが表示された場合
は、画面の指示に従ってコンピューターを再起動し
てください。

� プリンターソフトウエアが正常にインストールされ
ていることを確認する。

カスタムインストールでインストールした場合、選択された
オプションによっては登録されているアイコンが異なりま
す。

□ タスクバーのトレイに、［PrintAgentシステム］アイコンが
登録されている。

□ ［プリンタとFAX］フォルダー内に［NEC MultiWriter
4550］アイコンが登録されている。

□ スタートメニューの［すべてのプログラム］に［MultiWriter
4550］というフォルダーが追加され、その下にPrintAgent
関連のアイコンが登録されている。

Windows XP以外の場合は、スタートメニューの
［プログラム］から確認することができます。



893-810024-003-A 第2版

2 プリンターソフトウエアのインストール 57

□ スタートメニューの［すべてのプログラム］に［PrintAgent管
理ツール］というフォルダーが追加され、［プリンタ一覧］が
登録されている。
（カスタムインストールでプリンタ一覧を選択した場合）

□ スタートメニューの［すべてのプログラム］の下に
［PrintAgent リプリント2］が登録されている。

Windows XPをご使用の場合、プリンターソフト
ウエアをインストール後にプリンターを接続すると
「新しいハードウエアの検出ウィザード」が表示され
ることがあります。この場合は、以下の手順でウィ
ザードを終了してください。

1.　［次へ］をクリックする。

2.［ハードウエアのインストール］で、［インストー
ルの停止］をクリックする。

3.　［完了］をクリックする。
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� プリンターケーブルを接続する。

� MultiWriter 4550の電源をONにする。

� コンピューターの電源をONにする。

Windows XP 日本語版を起動します。

新しいハードウェアの検出画面が表示されます。

�［一覧または特定の場所からインストールする（詳
細）］を選び、［次へ］をクリックする。

このダイアログボックスが表示されなかった場合、53ペー
ジの『「インストールプログラム」からのインストール』を
行ってください。

接続先のポート名はプリンターケーブルを接続した
ポート名となり、通常は「LPT1」になります。

�［検索しないでインストールするドライバを選択す
る］を選び、［次へ］をクリックする。

「プラグ・アンド・プレイ」によるインストール
ここでは、Windows 日本語版において、プリンターソフトウエアを「プラグ・アンド・プレイ」機能を使ってインストー
ルする手順を説明します。

Windows XP 日本語版

ここでは、Windows XP 日本語版にプリンターソフトウエアをインストールする手順を説明します。

�［プリンタ］を選び、［次へ］をクリックする。

�［ディスク使用］をクリックする。

� プリンターソフトウエアCD-ROMをセットする。

	 ファイルのコピー元を指定し、［OK］をクリックす
る。

ファイルの指定は、CD-ROMドライブ名、コロン（：）、円
記号（￥）に続けて「MW4550￥DISK4」と入力します。
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� 使用するプリンター名を選び、［次へ］をクリックす
る。

インストールを開始します。

以下の［ハードウェアのインストール］ダイアログ
ボックスが表示される場合があります。添付のプリ
ンターソフトウエアCD-ROMに収録されているソ
フトウエアは、弊社により動作を確認されていま
す。

［続行］をクリックし、インストールを続行してくだ
さい。

なお、［インストールの停止］をクリックした場合は
インストールが中止されます。

�［完了］をクリックする。

これでプリンタードライバーのインストールは完了です。

次にPrintAgentをインストールするには、『「インストー
ルプログラム」からのインストール』の手順�（54ページ）
で［プリンタドライバをインストールしない。］を選んだ場
合の手順に従ってインストールしてください。
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Windows 2000 日本語版

ここでは、Windows 2000 日本語版にプリンターソフトウエアをインストールする手順を説明します。

� プリンターケーブルを接続する。

� MultiWriter 4550の電源をONにする。

� コンピューターの電源をONにする。

Windows 2000 日本語版を起動します。

�［次へ］をクリックする。

このダイアログボックスが表示されなかった場合、53ペー
ジの『「インストールプログラム」からのインストール』を
行ってください。

接続先のポート名はプリンターケーブルを接続した
ポート名となり、通常は「LPT1」になります。

�［デバイスに最適なドライバを検索する］を選び、［次
へ］をクリックする。

�［場所を指定］を選び、［次へ］をクリックする。

� プリンターソフトウエアCD-ROMをセットする。

� ファイルのコピー元を指定し、［OK］をクリックす
る。

ファイルの指定は、CD-ROMドライブ名、コロン（：）、円
記号（￥）に続けて「MW4550￥DISK4」と入力します。

	 内容を確認し、［次へ］をクリックする。

インストールを開始します。

�［完了］をクリックする。
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［デジタル署名が見つかりませんでした］とメッセー
ジダイアログボックスが表示される場合がありま
す。プリンターソフトウエアCD-ROMに収録され
ているプリンターソフトウエアは、弊社により動作
を確認されています。

［はい］をクリックし、インストールを続行してくだ
さい。

なお、［いいえ］をクリックした場合はインストール
が中止されます。

これでプリンタードライバーのインストールは完了です。

次にPrintAgentをインストールするには、『「インストー
ルプログラム」からのインストール』の手順�（54ページ）
で［プリンタドライバをインストールしない。］を選んだ場
合の手順に従ってインストールしてください。
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	 PrintAgentをインストールする場合は［OK］をクリッ
クする。

このあとは53ページの手順�からと同じです。
PrintAgentをインストールしない場合は、［キャンセル］を
クリックし、インストールを終了します。

� プリンターケーブルを接続する。

� MultiWriter 4550の電源をONにする。

� コンピューターの電源をONにする。

Windows Me 日本語版を起動します。

� プリンターソフトウエアCD-ROMをセットする。

�［適切なドライバを自動的に検索する］を選び、［次へ］
をクリックする。

このダイアログボックスが表示されなかった場合、53ペー
ジの『「インストールプログラム」からのインストール』の手
順を行ってください。

接続先のポート名はプリンターケーブルを接続した
ポート名となり、通常は「LPT1」になります。

� 選択項目の中の［場所］がCD-ROMのルートを示して
いるドライバーを選択して、［OK］をクリックする。

� プリンターの名前を確認して、［完了］をクリックす
る。

�［完了］をクリックする。

先に［PrintAgentセットアップ］ダイアログボックスが表示
されますが、ここでの手順を終了した後、次の手順へ進ん
でください。

Windows Me 日本語版

ここでは、Windows Me 日本語版にプリンターソフトウエアをインストールする手順を説明します。
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Windows 98 日本語版

ここでは、Windows 98 日本語版にプリンターソフトウエアをインストールする手順を説明します。

� プリンターケーブルを接続する。

� MultiWriter 4550の電源をONにする。

� コンピューターの電源をONにする。

Windows 98 日本語版を起動します。

�［次へ］をクリックする。

このダイアログボックスが表示されなかった場合、53ペー
ジの『「インストールプログラム」からのインストール』を
行ってください。

接続先のポート名はプリンターケーブルを接続した
ポート名となり、通常は「LPT1」になります。

�［使用中のデバイスに最適なドライバを検索する］を
選び、［次へ］をクリックする。

�［次へ］をクリックする。

	 プリンターの名前を確認して、［完了］をクリックす
る。

� プリンターソフトウエアCD-ROMをセットする。

� 選択項目の中から［CD-ROMドライブ］をチェックし
て［次へ］をクリックする。

� PrintAgentをインストールする場合は［OK］をクリッ
クする。

このあとは53ページの手順�からと同じです。
PrintAgentをインストールしない場合は、［キャンセル］を
クリックし、インストールを終了します。

�［完了］をクリックする。

先に［PrintAgentセットアップ］ダイアログボックスが表示
されますが、ここでの手順を終了した後、次の手順へ進ん
でください。
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� プリンターの名前を確認して、［完了］をクリックす
る。

�［OK］をクリックする。

�［ファイルのコピー元］を指定して、［OK］をクリック
する。

ファイルの指定は、CD-ROMドライブ名、コロン（：）、円
記号（￥）に続けて「MW4550￥DISK2」と入力します。
プリンタードライバーがインストールされます。

Windows 95 日本語版

ここでは、Windows 95 日本語版にプリンターソフトウエアをインストールする手順を説明します。

� プリンターケーブルを接続する。

� MultiWriter 4550の電源をONにする。

� コンピューターの電源をONにする。

Windows 95 日本語版を起動すると［デバイスドライブウィ
ザード］か［新しいハードウエア］ダイアログボックスが表示
されます。

これらのダイアログボックスが表示されなかった場合、53
ページの『「インストールプログラムから」のインストール』
を行ってください。

接続先のポート名はプリンターケーブルを接続した
ポート名となり、通常は「LPT1」になります。

＜［デバイスドライバウィザード］ダイアログボック
スが表示された場合＞

プリンターソフトウエアCD-ROMをセットし、［次
へ］をクリックする。

手順�に進んでください。

＜［新しいハードウエア］ダイアログボックスが表示
された場合＞

［ハードウエアの製造元が提供するドライバ］を選
び、［OK］をクリックする。

手順	に進んでください。

�［完了］をクリックする。



893-810024-003-A 第2版

2 プリンターソフトウエアのインストール 65

� プリンターの名前を確認し、［完了］をクリックす
る。

プリンタードライバーがインストールされます。


 PrintAgentをインストールする場合は［OK］をク
リックする。

このあとは53ページの手順�からと同じです。
PrintAgentをインストールしない場合は、［キャンセル］を
クリックし、インストールを終了します。

� PrintAgentをインストールする場合は［OK］をク
リックする。

このあとは53ページの手順�からと同じです。
PrintAgentをインストールしない場合は、［キャンセル］を
クリックし、インストール手順を終了します。

	 プリンターソフトウエアCD-ROMをセットする。

�［ファイルのコピー元］を指定して、［OK］をクリック
する。

ファイルの指定は、CD-ROMドライブ名、コロン（：）、
円記号（￥）に続けて「MW4550¥DISK2」と入力します。
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プリンタードライバーの削除
必要なファイルを削除してしまったなどでプリンターが正常に動かなくなったときはプリンタードライバーを再インス
トールする必要があります。プリンタードライバーを再インストールするには、一度既存のプリンタードライバーを削除
（アンインストール）してから行います。ここではプリンタードライバーの削除手順を説明します。

� プリンタードライバーの削除を実行する前に起動中のアプリケーションをすべて終了させてください。

� MultiWriter 4550が印刷中の場合は、プリンタードライバーの削除はできません。印刷が終了してから削除してくだ
さい。

�［プリンタとFAX］フォルダーを開く。

インストールされているプリンターアイコンが表示されま
す。

�［NEC MultiWriter 4550］アイコンをクリックする。

�［ファイル］メニューの［削除］をクリックする。

�［はい］をクリックする。

MultiWrite4550のプリンタードライバーが削除されます。

�［ファイル］メニューの［サーバーのプロパティ］をク
リックする。

［プリントサーバーのプロパティ］が開きます。

�［ドライバ］タブをクリックする。

�［インストールされたプリンタ ドライバ］から［NEC
MultiWriter 4550］をクリックする。

�［削除］をクリックする。

Windows XP 日本語版

�

�

�

�

�
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	［はい］をクリックする。

次のダイアログボックスが表示された場合は、Win-
dows XPの再起動後、手順�からやり直してプリ
ンタードライバーを削除してください。

�［インストールされたプリンタ ドライバ］から［NEC
MultiWriter 4550］が削除されたことを確認し、
［閉じる］をクリックする。

［プリントサーバーのプロパティ］を閉じます。
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Windows 2000 日本語版

�［プリンタ］フォルダーを開く。

インストールされているプリンターアイコンが表示されま
す。

�［NEC MultiWriter 4550］アイコンをクリックする。

�［ファイル］メニューの［削除］をクリックする。

�［はい］をクリックする。

MultiWriter 4550のプリンタードライバーが削除されま
す。

�［ファイル］メニューの［サーバーのプロパティ］をク
リックする。

［プリントサーバーのプロパティ］が開きます。

�［ドライバ］タブをクリックする。

�［インストールされたプリンタ ドライバ］から［NEC
MultiWriter 4550］をクリックする。

�［削除］をクリックする。

	［はい］をクリックする。

次のダイアログボックスが表示された場合は、Win-
dows 2000の再起動後、手順�からやり直してプ
リンタードライバーを削除してください。

�［インストールされたプリンタ ドライバ］から［NEC
MultiWriter 4550］が削除されたことを確認し、
［閉じる］をクリックする。

［プリントサーバーのプロパティ］と［プリンタ］フォルダー
を閉じます。

�

�

�

�

�
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Windows NT 4.0 日本語版

�［プリンタ］フォルダーを開く。

インストールされているプリンターアイコンが表示されま
す。

�［NEC MultiWriter 4550］アイコンをクリックす
る。

�［ファイル］メニューの［削除］をクリックする。

�［はい］をクリックする。

MultiWriter 4550のプリンタードライバーが削除されま
す。

Windows Me/98/95 日本語版

�［プリンタ］フォルダーを開く。

インストールされているプリンターアイコンが表示されま
す。

�［NEC MultiWriter 4550］アイコンをクリックす
る。

�［ファイル］メニューの［削除］をクリックする。

�［はい］をクリックする。

MultiWriter 4550のプリンタードライバーが削除されま
す。

�

�

�

�

次のダイアログボックスが表示された場合は、［は
い］をクリックしてください。
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Windows NT 4.0

PrintAgentの追加・削除
MultiWriter 4550のプリンターソフトウエアのインストーラーでは、プリンターソフトウエアの機能ごとに、追加と削
除をすることができます。

ここではPrintAgentの追加と削除方法を説明します。

追加・削除の手順を始める前に「PrintAgentをインストール/アンインストールする時の注意事項」（398ページ）をお読み
ください。

�［コントロールパネル］フォルダーを開く。

�［プログラムの追加と削除］アイコンをダブルクリッ
クする。

Windows XP以外の場合は［アプリケーションの追加と削
除］をクリックします。

�［PrintAgentオプション選択］ダイアログボックスを
開く。

＜Windows XP/2000の場合＞

① 左側の［機能選択］バーから［プログラムの変更と削除］を
クリックする。

②［NEC PrintAgent］を選んで、［変更/削除］をクリックす
る。

Windows Me/98/95

①

②

＜Windows NT 4.0/Me/98/95の場合＞

①［インストールと削除］シートを開く。
② 自動的に削除できるソフトウエアの一覧から［NEC
PrintAgent］を選んで、［追加と削除］をクリックする。

①

②

①

②
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� 対象機種を選択してからチェックを変更し、［次へ］
をクリックする。

チェックを付けると追加、チェックを外すと削除になりま
す。
また、複数機種のチェックを付ける（外す）と複数機種のオ
プションを同時に追加（削除）することができます。

� MultiWriter 2050など他のMultiWriterシ
リーズのプリンターソフトウエアがインストー
ルされているとそれぞれのプリンターソフトウ
エアのオプションが表示される場合がありま
す。

� オプションを追加する場合、セットアップに必
要な媒体を要求する画面が表示されますが、プ
リンターソフトウエアCD-ROMがCD-ROMド
ライブに挿入されている場合、セットアップに
必要なファイルを自動的に参照し、インストー
ルされます。

� 追加・削除が終了したら［OK］をクリックする。

再起動を促すダイアログボックスが表示された場合は、画
面の指示に従ってコンピューターを再起動してください。

� すべてのオプションを削除した場合はソフトウエア
の一覧から［NEC PrintAgent］が削除されたことを確
認し、［OK］をクリックする。

他機種のPrintAgentがインストールされている場合は、ソ
フトウエアの一覧からPrintAgentは削除されません。

�［OK］をクリックする。管理者向けカスタムインストールを行った場
合は選択できるオプションが異なります。

�［完了］をクリックする。

パスワードが設定されている場合に管理者向けのオプション
を削除するには、あらかじめ設定したパスワードの入力が必
要です。
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Web PrintAgent
ブラウザーを使ってプリンターの状
況を見ることができます。

印刷ログ
印刷の履歴状況を出力することがで
きます。

プリンタ管理ユーティリティ
LANボード（標準装備も含む）／LAN
アダプターのリモート設定、プリン
タ自動切替機能、保守情報のメール
通知機能が利用できます。

プリンター管理者用インストール
ここではプリンター管理者としてプリンターソフトウエアをインストールする手順を説明します。

以下は、ネットワーク環境でMultiWriter 4550を使用するときに便利な機能です。

� プリンターを一元に管理する
� プリンターを自動切替で利用する
� 印刷ログを出力する
� e-mailメンテナンスを利用する
� Web PrintAgentを利用する

以上を設定するには、プリンターソフトウエアを管理者向けでインストールする必要があります。インストールの手順は
次ページを参照してください。

プリンター管理者のみ選択可能なオプション

□ PrintAgent リプリント2
□ Web PrintAgent＊1

□ お読みください．TXT
□ ツールバー
□ プリンタステータスウィンドウ
□ 音声

□ プリンタ一覧
□ プリンタ管理ユーティリティ
□ プリンタ自動切替
□ メール通知＊2

□ ヘルプファイル
□ 印刷ログ＊3

＊1 プリントサーバーにWeb サーバーがインストールされている必要があります。詳しくは各OSのヘルプをご覧ください。

＊2 ネットワーク設定にTCP/IPプロトコルがインストールされている必要があります。詳しくは各OSのヘルプをご覧ください。

＊3 Windows XP/2000/NT 4.0で選択できます。

また、プリンターを管理する方は以下の機能も利用することができます。

� パスワード設定（78ページ）

プリンター管理者以外の人による「PrintAgentプリンタ管理ユーティリティ」の使用や、プリンターソフトウエア
の削除から保護するためのパスワードの設定が可能です。

� インストール用フロッピーディスクの作成（433ページ）

プリンターソフトウエアCD-ROMからインストール用のフロッピーディスクを作成します。またファイルサー
バーのハードディスクなど任意の媒体にコピーすることができます。プリンター管理者がハードディスクなどに
コピーし、複数台のコンピューターにプリンターソフトウエアを指定した内容で短時間にインストールしたい場
合などに便利です。
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インストール方法 Windows XP/2000
日本語版

Windows NT 4.0
日本語版

Windows Me/98/95
日本語版

PrintAgentを含む標準設定 約9.8MB 約10.6MB 約9.5MB

PrintAgentを含む一般ユーザー向け（最大） 最大約12.8MB 最大 約13.6MB 最大 約12.5MB

PrintAgentを含む管理者向け 最大約14.8MB 最大 約15.6MB 最大 約14.5MB

プリンタードライバーのみ 約3.3MB 約4.1MB 約3.0MB

インストール手順

プリンターソフトウエアの容量

プリンターソフトウエアをインストールするのに必要なハードディスク容量は次のとおりです。インストールする前に
9章の「PrintAgentを動作させる前に」（398ページ）を参照してから確認してください。

ここでは、Windows XP/2000/NT 4.0/Me/98/95 日本語版に対応したプリンターソフトウエアをプリンター管理者
としてインストールする手順をWindows XPを例に説明します。

� Windows XP 日本語版を起動する。

� プリンターソフトウエアCD-ROMをセットする。

［プリンタソフトウェアCD-ROMメニュー］が起動します。

お使いのコンピューターによっては、自動的にメニュープロ
グ ラ ム が 立 ち 上 が ら な い 場 合 が あ り ま す 。
その場合はCD - ROMのルートディレクトリーにある
「MWSETUP.exe」を実行してください。

�［インストール］をクリックする。

� 右側のボックスから［MultiWriter 4550］を選んで
［インストール開始］をクリックする。

お使いのOSにインストール可能なプリンター名が表示され
ます。
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�［次へ］をクリックする。

　
�［プリンタドライバをインストールする］を選び、［次

へ］をクリックする。

［プリンタドライバをインストールしない］を選んだ場合
は、手順	へ進んでください。

MOPYING設定ウィンドウを表示させるには、ここで［印刷
開始時にMOPYING設定ウィンドウを表示する］をチェック
してください。

MOPYING設定ウィンドウの詳細については添付のプリン
ターソフトウエアCD-ROMの
「¥MW4550¥Disk1¥Drivers.txt」を参照してください。

� プリンターの接続先を選ぶ。

ネットワーク接続されていない場合はこのダイアログボッ
クスは表示されません。次の「［ローカルポート］を選んだ場
合」へ進んでください。

　�［ローカルポート］は、コンピューターとプリンター
がプリンターケーブルで接続されているときに選び
ます。

　�［ネットワーク共有プリンタ］は、MultiWriterがプリ
ントサーバー上に共有されているときに選びます。

　�［NEC TCP/IP Port］は、プリンターがLANボード
（標準装備含む）/無線LANボード、またはLANアダ
プターを装備しており、ネットワーク上に接続され
ているときに選びます。

＜［ローカルポート］を選んだ場合＞

希望するポートを選び、［次へ］をクリックする。
手順�へ進んでください。

＜［ネットワーク共有プリンタ］を選んだ場合＞

プリンターの接続先を指定し、［次へ］をクリックす
る。

プリンターの接続先を［ネットワークパス名］に直接入力す
るか、［参照］をクリックして表示される一覧から指定しま
す。
手順	へ進んでください。

＜［NEC TCP/IP Port］を選んだ場合＞

LANボード、またはLANアダプターのIPアドレスあ
るいはホスト名を設定して［次へ］をクリックする。
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IPアドレスを設定する場合

［検索］をクリックします。検索結果ダイアログボックスで使
用するプリンターを選択し、［OK］をクリックすると簡単に
IPアドレスが設定できます。

�［次へ］をクリックする。

ネットワークに接続され、Windows XP/2000またはWin-
dows NT 4.0をご利用の場合は、次のダイアログボックス
が表示されます。
このダイアログボックスが表示されない場合は、次の手順
へ進んでください。

すでに代替ドライバーがインストールされている場
合はリストに表示されません。

	［PrintAgentをインストールする］を選び、［次へ］を
クリックする。

［PrintAgentをインストールしない］を選んだときは、手順
へ進んでください。

�［管理者向けカスタムインストール］を選び、［次へ］
をクリックする。

� 任意の機能を選び、［次へ］をクリックする。

［全追加］をクリックすると、すべてチェックされます。［全
削除］をクリックすると、すべてチェックが外れます。


 PrintAgentのインストール先とスプールファイルの
作成先を指定し、［次へ］をクリックする。

すでに他のMultiWriterのPrintAgentがインストールされて
いる場合は、このダイアログボックスは表示されません。

 設定した内容を確認し、［完了］をクリックする。
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�［OK］をクリックする。

ソフトウエアのインストールが開始されます。

� インストールが終了したら、［OK］をクリックする。

再起動を促すダイアログボックスが表示された場合
は、画面の指示に従ってコンピューターを再起動し
てください。

� プリンターソフトウエアが正常にインストールされ
たことを確認する。

管理者向けカスタムインストールで選択されたオプションに
よっては登録されているアイコンが異なります。

□ ［プリンタ］フォルダー内に、［NEC MultiWriter 4550］アイ
コンが登録されている。

□ タスクバーのトレイに、［PrintAgentシステム］アイコンが
登録されている。

□ スタートメニューの［すべてのプログラム］に
［MultiWriter 4550］というフォルダーが追加され、その下
にPrintAgent関連のアイコンが登録されている。

Windows XP以外の場合は、スタートメニューの
［プログラム］から確認することができます。

□ スタートメニューの［すべてのプログラム］に［PrintAgent管
理ツール］というフォルダーが追加され、その下に［プリン
タ管理ユーティリティ］と［プリンタ一覧］が登録されてい
る。
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□ スタートメニューの［すべてのプログラム］に［PrintAgent
リプリント2］が登録されている。

Windows XPをご使用の場合、プリンターソフト
ウエアをインストール後にプリンターを接続すると
「新しいハードウエアの検出ウィザード」が表示され
ることがあります。この場合は、以下の手順でウィ
ザードを終了してください。

1.  ［次へ］をクリックする。

2. ［ハードウエアのインストール］で、［イン
ストールの停止］をクリックする。

3.［完了］をクリックする。



893-810024-003-A 第2版

2 プリンターソフトウエアのインストール 78

パスワードの設定

プリンター管理者としてプリンターソフトウエアをインストールした場合、パスワードを設定できます。以下の手順で設
定します。Windows XP/2000/NT 4.0/Me/98/95 日本語版に対応しています。

� パスワードで保護される機能はPrintAgentプリンタ管理ユーティリティの起動、プリンターソフトウエアの削除です。

� 設定したパスワードはPrintAgentに対応した機種で共通に使用されます。

� プリンターソフトウエアCD-ROMをセットし、メ
ニュープログラムを立ち上げる。

お使いのコンピューターによっては、自動的にメニュープロ
グラムが立ち上がらない場合があります。その場合はCD-
ROMのルートディレクトリーにある「MWSETUP.exe」を
実行してください。

�［インストール］をクリックする。

� 右側のボックスから［MultiWriter 4550］を選んで
［インストール開始］をクリックする。

� パスワード設定の［設定］をクリックする。

� パスワードとパスワードの確認を入力し、［設定］を
クリックする。

半角の英数文字で8文字まで入力できます。

パスワードを設定しない場合は空白のまま［設定］をクリッ
クします。すでに入力しているパスワードを解除する場合
はボックス内の文字を削除して、［設定］をクリックしま
す。
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優先順位 プリンター名称 動作モード*3

1 MultiWriter 3650N

ページプリンター
（もしくは、レーザープ
リンター）

2 MultiWriter 2850N、2850

3 MultiWriter 2350N、2350、2150

4 MultiWriter 2800N、2800、2300N

5 MultiWriter 2300、2100、210S

6 MultiWriter 2650M、2250H

7 MultiWriter 2650、2650E、2250

8 MultiWriter 4050M、4050

9 MultiWriter 2050

10 MultiWriter 2200X2、2200XE、2000X2

11 MultiWriter 2200X

12 MultiWriter 2000X

13 MultiWriter 2000FW

14 MultiWriter 2200NW2、PC-PR2000/6W

15 MultiWriter 2200NW、MultiWriter 2000E

16 PC-PR2000/4R、PC-PR2000/4W

17 PC-PR4000E/4、PC-PR4000/4

18
MultiWriter 1250、1400X、1000EW、PC-PR1000E/4W、PC-PR1000E/4、
PC-PR1000/4R、PC-PR1000/4、PC-PR2000/2、PC-PR2000/4
あるいはNPDL Level 2

19 PC-PR1000、PC-PR1000/2

20 PC-PR2000あるいはNPDL

21 PC-PR602R＊1, ＊2、PC-PR602*1, ＊2、PC-PR601＊1, ＊2

201PLエミュレーション

22 PC-PR201/47、PC-PR201/45L、PC-PR201/60、PC-PR201/80A、
PC-PR201/65A、PC-PR201/60A、PC-PR101/60あるいは201PL

23 PC-PR201X、PC-PR201J、PC-PR201GS、PC-PR201/45、PC-PR101GS

24 PC-PR201G、PC-PR201V、PC-PR201V2、PC-PR201H3、PC-PR101G、
PC-PR101G2

25 上記以外のPC-PR201系、PC-PR101系プリンター（PC-PR201、PC-PR201F2、
PC-PR201H2、PC-PR101、PC-PR101F2、PC-PR101E、PC-PR101E2など）

＊1 A4ポートレート桁数が80桁のとき、用紙の左側の余白量が異なるときは、アプリケーション上で余白量を変更してください。
＊2 文字を縮小したときの印刷結果が異なるときは、プリンター設定の優先順位の下位機種に変更してください。
＊3 ほとんどのアプリケーションでは、プリンターの動作モードを自動的に切り替えています。したがって、 本プリンターの動作モードは201PLエミュ

レーションモード（お買い上げ時の設定）のままご使用になれます。

日本語MS-DOS環境
ここでは、日本語MS-DOS環境から印刷をするために必要なプリンターの設定内容を説明します。

プリンターを選択する

使用しているアプリケーション上で印刷するときにプリンターの名称を指定します。指定できない場合は、次の表に示す
優先順位で指定してください。（ただしアプリケーションによっては機能の一部が使用できないことがあります。)
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プリンターを設定する

MS-DOS環境でコンピューターをお使いの場合、メニューモードを使ってプリンターを設定します。メニューモードの
操作方法、メニューツリー、および各設定項目については7章「メニューモード」（327ページ）を参照してください。

PC-PR201系、101系プリンターを選択した場合

プリンターの指定でPC-PR201系、あるいは101系プリンターを選択した場合は、アプリケーションと本プリンターを
次のような設定が標準です。

ソフトウエア： シートフィーダー付き、単票（カット紙）、連続送り
プリンター： 201PLエミュレーションモード、136桁モード有効、用紙位置中央

MS-DOS環境での両面印刷設定

MS-DOS環境で両面印刷する際に必要な情報について説明します。MS-DOS環境で印刷する場合はメニューモード、お
よび操作パネルの［両面］スイッチで設定します。

両面印刷の設定

MS-DOSアプリケーションを使って両面印刷する場合、次の設定変更が必要です。
両面印刷をする場合、64MB以上のメモリーの増設をお勧めします。

両面印刷のために必要な設定項目

メニューモード設定項目 備考

印字位置設定メニュー
　－表面微調整
　－裏面微調整

表面、裏面ともに
TM: ＋3.9　～　－3.9ミリ
LM: ＋3.9　～　－3.9ミリ

両面印刷メニュー
　－初期設定ON
　－初期設定OFF

－

両面印刷メニュー
　－とじしろロング1
　－とじしろショート1
　－とじしろロング2
　－とじしろショート2

7章の「両面印刷メニュー」（328ページ）を参照
してください。

両面印刷メニュー：余白 0　～　20ミリ

両面印刷メニュー
　－クリップON
　－クリップOFF

余白を多く取り過ぎた場合、印刷からはみ出たデー
タを次ページに印刷する（ON）か、消去する
（OFF）かを設定します。
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クリッピング機能について

余白（とじしろ）を多く取り過ぎると、印刷データが用紙の印刷範囲を超えてしまう場合があります。クリッピング機能と
は、このような場合に印刷範囲からはみ出したデータを次の行に印刷するか、はみ出した分を消去してそのまま印刷する
かを選択します。ただし、両面印刷時にのみ有効で、7章「オプション設定メニュー」の「両面印刷設定」（346ページ）で設
定します。

�「クリップ」をOFFにすると、はみ出した印刷データを次の行に引き続いて印刷します。それ以降の印刷データは
1行ずつずれることになります。（アプリケーションによっては、はみ出したデータを消去するものもあります）。

�「クリップ」をONにすると、はみ出した印刷データを消去して印刷を続けます。

クリップOFF（チェックしていない）の場合

綴じ代 綴じ代

（表面） （裏面） 裏面の綴じ代は
印刷範囲を左に
ずらすように取られる。

1 2

クリップON（チェックしている）の場合

綴じ代 綴じ代

（表面） （裏面） 裏面の綴じ代は
印刷範囲を左に
ずらすように取られる。

1 2

はみ出した部分を
基準にしてもう一度印刷

はみ出した部分を
基準にしてもう一度印刷

印刷範囲

印刷範囲

はみ出した部分を
消去して印刷
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3章
ネットワークでの設定

この章では、ネットワークに接続してお使いになる場合のネットワーク設定およびネットワークユーティリティーの詳細
について説明しています。また、無線LANボード使用時の注意事項についても説明しています。無線LANボードをお使
いの方は、設定を行う前にお読みください。

� LANボードをお使いの場合は、以下の順序でお読みください。

� LANボードの設定

� LANボードおよび無線LANボードの共通設定

� 接続先の設定とプリンタードライバーのインストール

� 無線LANボードをお使いの場合は、以下の順序でお読みください。

� 無線LANボードに関する安全上のご注意

� 無線LANボードの設定

� LANボードおよび無線LANボードの共通設定

� 接続先の設定とプリンタードライバーのインストール

� LANアダプターをお使いの場合は、以下の順序でお読みください。

� LANアダプターの設定

LANアダプターのIPアドレスやサブネットマスクなどの設定は、LANボードの設定と同様に行えます。詳しくは、
各LANアダプターに添付の取扱説明書を参照してください。

� 接続先の設定とプリンタードライバーのインストール
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MultiWriterを使ったネットワーク印刷
以下にMultiWriterをネットワークプリンターとして使用する場合の例を示します。

MultiWriter
（無線LANボード搭載、
　オプション）

無線アクセス
ポイント電話回線

専用線

　　PrintAgent
PrintAgentは部門内、ワークグループでの使用に適した印刷管理ソフトウエアです。
丁合い、リプリント、オフセット排紙などの機能によりMOPYINGを快適に利用できます。

　　IPP（Internet Printing Protocol）
Windows XP/2000、Windows Meで標準サポートされたインターネット印刷プロトコルです。
印刷先をURLで指定することでインターネットに接続されている遠隔地のプリンターまたは
Windows XP/2000のIPPサーバーを経由して印刷することができます。Windows 98/95、
Windows NT 4.0用にはNEC Internet Printing Systemを使うことで利用できます。

　　LPR
UNIXシステムネットワークで標準の1つとして利用されている印刷プロトコルです。
Windows XP/2000、Windows NT 4.0に標準で搭載されています。

　　NEC TCP/IP Printing System（NEC Network Port）
NEC製のプリンターやネットワークオプションが使用できるプリンターで共通して使用できる
印刷方式です。
PrintAgentソフトウエアと共に使用することでプリンターとの双方向通信を実現します。
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無線LANボードに関する安全上のご注意
ここでは、無線LANボードを安全にお使いいただくための注意事項について説明します。注意事項の内容をよく読んで
ご理解いただき、無線LANボードをより安全にご活用ください。

� 心臓ペースメーカーに近づけない

埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、無線LANボードをペースメーカー装着部から22cm
以上離して使用してください。心臓ペースメーカーの近くで使用するとペースメーカーが正しく動作しない
おそれがあります。

� 使用禁止区域では使用しない

心臓ペースメーカーや補聴器などの医療機器を使用している方が近接する可能性がある場所では使用しない
でください。特に医療機関側が無線LANボードの使用を禁止した区域では、無線LANボードを使用しない
でください。

また、医療機関側が無線LANボードの使用を認めた区域でも、近くで医療用電気機器が使用されている場
合には、プリンターの電源を切ってください。

無線LANボードの電波出力は、例えば携帯電話などに比べてはるかに低く抑えられており、医療電気機器
に与える影響は極めて少ないものですが、医療機器が正しく動作しないおそれがあります。使用に際しては
各医療機関の指示に従ってください。詳しい内容については、各医療機関にお問い合わせください。

� 飛行機内では使用しない

飛行機内では、無線LANボードを装着したプリンターの電源を切ってください。現在、各航空会社では航
空機の飛行状態などに応じて、機内での無線機器・電子機器などの使用を禁止しており、無線LANボード
もその該当機器となります。電子機器に影響を与え、事故の原因となるおそれがありますので、詳しい内容
については、各航空会社にお問い合わせください。

� ぬれた手で触らない�

無線LANボードがプリンターに取り付けられているときに、ぬれた手で無線LANボードやプリンターに触
らないでください。ぬれた手で触ると感電するおそれがあります。
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LANボードの設定
プリンターをネットワーク環境で利用する前に、LANボードにIPアドレスやサブネットマスクなどを設定する必要があり
ます。ここでは、標準実装LANボードを使用する際に必要な設定方法について説明しています。
以下のいずれかの方法で設定してください。また、DHCPを使用して設定する場合は、「LANボードおよび無線LANボー
ドの共通設定」を参照してください。

� プリンターの操作パネル ......... ユーザーズマニュアルを参照してください。

� EASY設定ユーティリティ ...... 添付のプリンターソフトウエアCD-ROMに収録されています。簡単にIPアドレス
などの設定ができます。

� PrintAgentプリンタ管理 ........ 添付のプリンターソフトウエアCD-ROMに収録されています。プリンターソフト
ユーティリティ ウエアを管理者向けとしてインストールすると使用できます。

ユーティリティの詳細については、「ユーティリティーによるLANボードの設定」
の「PrintAgentプリンタ管理ユーティリティ」（177ページ）を参照してください。

� UNIXコマンド ......................... UNIXコマンド「ping」と「arp」を使用して設定します。

ユーティリティーでIPアドレスを設定する前にコンフィグレーションページを印刷して、LANボードのMACアドレスを
確認してください。コンフィグレーションページの印刷は操作パネルから行います。コンフィグレーションページ印刷に
ついては、「LANボードおよび無線LANボードの共通設定」（98ページ）の「コンフィグレーションページの印刷」を参照し
てください。

また、ネットワークプリンターに印刷するためには、IPアドレスを設定した後にコンピューターのOSについて設定が必
要です。各OSの設定方法については、「接続先の設定とプリンタードライバーのインストール」（110ページ）を参照して
ください。
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EASY設定ユーティリティ

添付のプリンターソフトウエアCD-ROMに収録されているユーティリティー「EASY設定ユーティリティ」を使用してIP
アドレスやサブネットマスクなどを設定します。このユーティリティーはWindows XP/2000、Windows NT 4.0、
Windows Me/98/95で使用できます。詳細については、添付のプリンターソフトウエアCD-ROMの［EASY］フォルダー
内に収録されている「README.TXT」をご覧ください。

� Windows XPでご使用になる場合は、アカウントの種類を［コンピュータの管理者］のユーザーでログオンしてください。

� Windows 2000またはWindows NT 4.0でご使用になる場合は、Administratorsの権限を持ったユーザーでOSに
ログオンしてください。Administratorsの権限を持たないユーザーでログオンした場合には設定できません。

� プリンターにIPアドレスを設定する場合は、設定するために使うコンピューターとプリンターがIPルーターなどを介さ
ない（同一ネットワーク内）で接続された環境で行ってください。

Windows XP上での手順を例にとって説明します。

� Windows XPを起動する。

� プリンターソフトウエアCD-ROMをセットする。

［プリンタソフトウエアCD-ROMメニュー］ダイアログボック
スが表示されます。

お使いのコンピューターによっては、自動的にメニュー
プログラムが立ち上がらない場合があります。その場合
は、C D - R O M のルートディレクトリーにある
「MWSETUP.exe」を実行してください。

�［ユーティリティ］をクリックする。

�［EASY設定ユーティリティ］を選択し、［フォルダを開
く］をクリックする。

プリンターソフトウエアCD-ROM内の［EASY］フォルダーが
開きます。

�［NICSET］アイコンをダブルクリックする。

［EASY設定ユーティリティ］ウィンドウが表示されます。

� 一覧からプリンターのMACアドレスを選択し、［プロ
パティ］をクリックする。

［TCP/IP］タブが表示されます。

一覧にプリンターが表示されない場合は、［リフレッ
シュ］をクリックし、再検索を行ってください。
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PrintAgentプリンタ管理ユーティリティ

添付のプリンターソフトウエアCD-ROMに収録されているユーティリティー「PrintAgentプリンタ管理ユーティリティ」
を使用してIPアドレスやサブネットマスクなどを設定します。IPアドレスの設定以外にもネットワークに接続されたプリ
ンターの状態を監視したり、ネットワーク接続や監視に必要な各種パラメーターを設定したりすることができます。イン
ストールについては2章の「プリンター管理者用のインストール」の「インストール手順」（72ページ）を参照してください。
また、操作方法などの詳細については、「ユーティリティーによるLANボードの設定」の「PrintAgentプリンタ管理ユー
ティリティ」（177ページ）をご覧ください。

� Windows XPでご使用になる場合は、アカウントの種類を［コンピュータの管理者］のユーザーでログオンしてくださ
い。

� Windows 2000、またはWindows NT 4.0環境でご使用になる場合は、Administratorsの権限を持ったユーザー
でOSにログオンしてください。Administratorsの権限を持たないユーザーでログオンした場合には設定できません。

� プリンターにIPアドレスを設定する場合は、設定するために使うコンピューターとプリンターがIPルーターなどを介さ
ない（同一ネットワーク内）で接続された環境で行ってください。

� プリントサーバー名を確認する。

ネットワーク上から見たプリンターの名前が［プリントサー
バ名］ボックスに表示されます。プリントサーバー名の変更
もできます。

�［設定モード］で［IPアドレスを指定］を選択する。

	［IPアドレス］と［サブネットマスク］を入力する。

� ゲートウェイアドレスを設定する。

ゲートウェイ（ルーター）を使用しないネットワーク環境で
は、設定の必要はありません。

�［OK］をクリックして、EASY設定ユーティリティを終
了する。

以上で設定は完了です。

� プリンタ管理ユーティリティを起動する。

［スタート］をクリックし、［すべてのプログラム］－
［PrintAgent管理ツール］をポイントします。次に［プリンタ
管理ユーティリティ］をクリックします。
Windows XP以外の場合は、［プログラム］－［PrintAgent管
理ツール］をポイントします。

� ウィンドウの左側ボックスから［NECプリントサーバ］
を選択する。

プリンターがまだ登録されていないときは、［プリンタ］メ
ニューから［プリンタの登録］をクリックしてプリンターを登
録してください。

� ウィンドウの右側ボックスから対象のプリンターを右
クリックし、［プロパティ］をクリックする。
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�［TCP/IP］タブをクリックする。

�［マニュアルで設定する］を選択する。

［マニュアルで設定する］を選択するとUNIXコマンドによ
る設定ができなくなります。UNIXコマンドでIPアドレス
を再設定する場合は、［UNIXコマンドで設定する］を選ん
でください。

� IPアドレスとサブネットマスクを入力する。

�［OK］をクリックして終了する。

以上で設定は完了です。

UNIXコマンド

UNIXコマンドを使ってIPアドレスを設定する方法を説明します。

� ここで示す方法でIPアドレスを設定すると、LANボードの設定を初期化するまで同じ方法では設定できません（「ネット
ワーク設定の初期化」（106ページ）参照）。

LANボードの設定を初期化すると他のOSの設定もクリアされ、工場出荷時の設定に戻ります。初期化を行う前に、コ
ンフィグレーションページを印刷して設定を控えておいてください（「コンフィグレーションページの印刷」（107ページ）
参照）。

� プリンターにIPアドレスを設定する場合は、設定するために使うコンピューターとプリンターがIPルーターなどを介さ
ない（同一ネットワーク内）で接続された環境で行ってください。

ここでは、設定例としてコンピューターのIPアドレスを「123.123.123.1」、プリンターに設定するIPアドレスを
「123.123.123.123」とします。

� プリンターの電源をOFFにし、再度電源をONにする。

� コマンドプロンプトを開き、routeコマンドを実行する。

>route add 11.22.33.44 ＜コンピューターのIPアドレス＞

（実行例）

>B:￥users￥default￥route add 11.22.33.44 123.123.123.1

� pingコマンドを実行する。

>ping 11.22.33.44

次のような画面が表示されます。
（画面表示例）

Pinging 11.22.33.44 with 32bytes of data:

Reply from 11.22.33.44: bytes=32 time =10ms TTL=32

Reply from 11.22.33.44: bytes=32 time＜10ms TTL=32

Reply from 11.22.33.44: bytes=32 time＜10ms TTL=32

Reply from 11.22.33.44: bytes=32 time＜10ms TTL=32
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� arpコマンドを実行する。

>arp -a 11.22.33.44

次のような画面が表示されます。
（画面表示例）

Interface: 123.123.123.1

Internet Address Physical Address Type

11.22.33.44 00.-00-4C-29-00-00 dynamic

Physical Addressには、ネットワークに接続されているプリンターのMACアドレスが表示されます。複数のプリンターが接続さ
れている場合には、その中の1つが表示されます。IPアドレスを設定するプリンターの電源のみをONにして設定することをお勧め
します。

� IPアドレスをコンピューターへ登録する。

以下のarpコマンドを実行します。

>arp -s ＜プリンターに設定するIPアドレス＞＜設定するプリンターのMACアドレス＞

（実行例）

>B:￥users￥default￥arp -s 123.123.123.123 00-00-4C-29-00-00

� pingコマンドを実行する。

>ping　＜プリンターに設定するIPアドレス＞

（実行例）

>B:￥users￥default￥ping 123.123.123.123

以上でIPアドレスの設定は終了です。

コンフィグレーションページを印刷して、IPアドレスが正しく設定されたことを確認してください（107ページの「コン
フィグレーションページの印刷」参照）。

続いて他のプリンターのIPアドレスを変更する場合は、以下のコマンドを実行後、手順�から設定を行ってください。

>arp -d 11.22.33.44
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無線LANボードの設定
ここでは、無線LANプリンタボード（型番 PR-WL-11）を使用する際に必要な設定方法について説明します。

以下のいずれかの方法で設定してください。また、DHCPを使用して設定する場合は、「LANボードおよび無線LANボー
ドの共通設定」（98ページ）を参照してください。

� 無線LANプリンタ導入ウィザード . 添付のプリンターソフトウエアCD-ROMに収録されています。簡単に無線LAN
ボードの設定ができます。設定に関する解説や操作手順がウィザードの画面上に
表示されます。

� EASY設定ユーティリティ ...... 添付のプリンターソフトウエアCD-ROMに収録されています。簡単にIPアドレス
などの設定ができます。

� PrintAgentプリンタ管理 ........ 添付のプリンターソフトウエアCD-ROMに収録されています。プリンターソフト
ユーティリティ ウエアを管理者向けとしてインストールすると使用できます。

ユーティリティの詳細については、「ユーティリティーによるLANボードの設定」
の「PrintAgentプリンタ管理ユーティリティ」（177ページ）を参照してください。

ネットワークの設定を行う前に、コンフィグレーションページを印刷して無線LANボードのMACアドレスを確認してく
ださい。無線LANプリンタボード（型番：PR-WL-11）のマニュアルを参照してください。

また、ネットワークプリンターに印刷するためには、IPアドレスおよび無線設定を行った後にコンピューターのOSにつ
いて設定が必要です。各OSの設定方法については、「接続先の設定とプリンタードライバーのインストール」（110ページ）
を参照してください。
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� Windows XPでご使用になる場合は、アカウントの種類を［コンピュータの管理者］のユーザーでログオンしてくださ
い。

� Windows 2000または、Windows NT 4.0でご使用になる場合は、Administratorsの権限を持ったユーザーでOS
にログオンしてください。Administratorsの権限を持たないユーザーでログオンした場合には設定できません。

� プリンターにIPアドレスを設定する場合は、プリンターにIPアドレスを設定するために使うコンピューターとプリン
ターがIPルーターなどを介さない（同一ネットワーク内）で接続された環境で行ってください。

� 800×600ピクセル以上の解像度、High Color（16ビット色）以上を推奨します。

� Windows XPを起動する。

� プリンターソフトウエアCD-ROMをセットする。

［プリンタソフトウエアCD-ROMメニュー］ダイアログボック
スが表示されます。

お使いのコンピューターによっては、自動的にメニュー
プログラムが立ち上がらない場合があります。その場合
は、C D - R O M のルートディレクトリーにある
「MWSETUP.exe」を実行してください。

無線LANプリンタ導入ウィザード

添付のプリンターソフトウエアCD-ROMに収録されているユーティリティー「無線LANプリンタ導入ウィザード」を使用
すると無線LANボードを簡単に設定することができます。ここではWindows XP上での手順を例にとって、無線LANプ
リンタ導入ウィザードの起動方法までを説明します。

�［ユーティリティ］をクリックする。

�［無線LANプリンタ導入ウィザード］を選択し、［フォ
ルダを開く］をクリックする。

プリンターソフトウエアCD-ROM内の［Wireless］フォルダー
が開きます。

�［SetupWiz.EXE］アイコンをダブルクリックする。

［無線LANプリンタ導入ウィザード］が起動します。

�［次へ］をクリックする。

［設定方法の選択］が表示されます。
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EASY設定ユーティリティ

添付のプリンターソフトウエアCD-ROMに収録されているユーティリティー「EASY設定ユーティリティ」を使用してIP
アドレスやサブネットマスクなどを設定します。このユーティリティーはWindows XP/2000、Windows NT 4.0、
Windows Me/98/95で使用できます。詳細については、添付のプリンターソフトウエアCD-ROMの［EASY］フォルダー
内に収録されている「README.TXT」をご覧ください。

� Windows XPでご使用になる場合は、アカウントの種類を［コンピュータの管理者］のユーザーでログオンしてくださ
い。［コンピュータの管理者］のユーザーでログオンしていない場合は設定できません。

� Windows 2000またはWindows NT 4.0でご使用になる場合は、Administratorsの権限を持ったユーザーでOSに
ログオンしてください。Administratorsの権限を持たないユーザーでログオンした場合には設定できません。

� プリンターにIPアドレスを設定する場合は、設定するために使うコンピューターとプリンターがIPルーターなどを介さ
ない（同一ネットワーク内）で接続された環境で行ってください。

Windows XP上での手順を例にとって説明します。

設定方法の選択

� 初期設定........ プリンターが出荷時の状態の場合または
無線LANボード／アダプターの設定を初
期化してから再度設定したい場合には、
こちらを選択してください。

� 設定変更........ パソコン・プリンター間の通信が可能な
状態から無線LANボード／アダプターの
設定を変更したい場合には、こちらを選
択してください。

� 通信確認........ 設定後の通信確認のために、現在のパソ
コン設定で通信可能なプリンターを表示
確認する場合には、こちらを選択してく
ださい。

以降の手順については、無線LANプリンタ導入ウィザードに
従って設定を行ってください。

� Windows XPを起動する。

� プリンターソフトウエアCD-ROMをセットする。

［プリンタソフトウエアCD-ROMメニュー］ダイアログボック
スが表示されます。

お使いのコンピューターによっては、自動的にメニュー
プログラムが立ち上がらない場合があります。その場合
は、C D - R O M のルートディレクトリーにある
「MWSETUP.exe」を実行してください。
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�［ユーティリティ］をクリックする。

�［EASY設定ユーティリティ］を選択し、［フォルダを開
く］をクリックする。

プリンターソフトウエアCD-ROM内の［EASY］フォルダーが
開きます。

�［NICSET.EXE］アイコンをダブルクリックする。

［EASY設定ユーティリティ］ウィンドウが表示されます。

� 一覧からプリンターのMACアドレスを選択し、［プロ
パティ］をクリックする。

［TCP/IP］タブが表示されます。

一覧にプリンターが表示されない場合は、［リフレッ
シュ］ボタンをクリックし、再検索を行ってください。

� プリントサーバー名を確認する。

ネットワーク上から見たプリンターの名前が［プリントサー
バ名］ボックスに表示されます。プリントサーバー名の変更
もできます。

�［設定モード］で［IPアドレスを指定］を選択する。

	 IPアドレスやサブネットマスクを入力する。

� ゲートウェイアドレスを設定する。

ゲートウェイ（ルーター）を使用しないネットワーク環境で
は、設定の必要はありません。

�［Wireless］タブをクリックする。

［Wireless］タブが表示されます。



3 ネットワークでの設定 95

893-810024-003-A 第2版


［ネットワークタイプ］で接続する無線LAN環境を選択
する。

� ピア・ツー・ピアグループ
ネットワーク名（ESS-ID）を入力設定する無線LANカード
（NEC無線LANカードなど）を使用したコンピューターと
ピア・ツー・ピア グループ接続します。

アドホックタイプでご使用の場合は、無線LANプリ
ンタボード（型番：PR-WL-11）のセットアップガイ
ドに添付のPR-WL-11無線LANプリンタボードアド
ホック（Ad-hoc）モード接続手順書を参照してくださ
い。

アドホックは、無線通信に使用するチャネルバンドを
選択設定する（ネットワーク名（ESS-ID）を設定しな
い）無線LANカードを使用したコンピューターと接続
します。アドホック設定時は、使用するチャネルバン
ドが「チャネル1」固定になります。

 ネットワーク名（ESS-ID）を入力する。

接続したいアクセスポイントや無線LANカードを装着したコ
ンピューターに付けられているネットワーク名と同じ名前を
設定します。

� データ保護を設定する。

チェックを付けることで、WEP(Wired Equivalent Privacy)
データ暗号化方式により、無線LANで転送されるデータを暗
号化します。暗号キーは、次のように使用します。

� 無線LANプリンターが受信する無線メッセージを復号し
ます。

� 無線LANプリンターが送信する無線メッセージを暗号化
します。

暗号キーは、アクセスポイントやコンピューターの無線端末
が、無線LANプリンターにデータを送信する時に使用する暗
号キーと同じものを設定します。

使用できる文字は、半角英数字と文字記号（「*」アスタリスク
を除く）。
暗号キーの5文字（16進数で10桁）または13文字（16進数で
26桁）のどちらかの文字数のみで設定することができます。

暗号キーを変更する場合は無線LANボードを先に変更
し、その後にアクセスポイントやコンピューターの設定
を変更してください。

「ネットワークタイプ」や「ネットワーク名」、「暗号キー」
を間違って設定した場合は、ネットワークの初期化を実
行し、再度設定を行ってください。

�［OK］をクリックして、EASY設定ユーティリティを終
了する。

以上で設定は完了です。
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PrintAgentプリンタ管理ユーティリティ

添付のプリンターソフトウエアCD-ROMに収録されているユーティリティー「PrintAgentプリンタ管理ユーティリティ」
を使用してIPアドレスやサブネットマスクなどを設定します。IPアドレスの設定以外にもネットワークに接続されたプリ
ンターの状態を監視したり、ネットワーク接続や監視に必要な各種パラメーターを設定したりすることができます。イン
ストールについては2章の「プリンター管理者用のインストール」（72ページ）の「インストール手順」を参照してください。
また、操作方法などの詳細については、「ユーティリティーによるLANボードの設定」の「PrintAgentプリンタ管理ユー
ティリティ」（177ページ）をご覧ください。

� Windows XPでご使用になる場合は、アカウントの種類を［コンピュータの管理者］のユーザーでログオンしてくださ
い。［コンピュータの管理者］のユーザーでログオンしていない場合は設定できません。

� Windows 2000、またはWindows NT 4.0環境でご使用になる場合は、Administratorsの権限を持ったユーザー
でOSにログオンしてください。Administratorsの権限を持たないユーザーでログオンした場合は設定できません。

� プリンターにIPアドレスを設定する場合は、設定するために使うコンピューターとプリンターがIPルーターなどを介さ
ない（同一ネットワーク内）で接続された環境で行ってください。

Windows XP上での手順を例にとって説明します。

� プリンタ管理ユーティリティを起動する。

［スタート］をクリックし、［すべてのプログラム］－
［PrintAgent管理ツール］をポイントします。次に［プリンタ
管理ユーティリティ］をクリックします。

� ウィンドウの左側ボックスから［NECプリントサーバ］
を選択する。

プリンターがまだ登録されていないときは、［プリンタ］メ
ニューから［プリンタの登録］をクリックしてプリンターを登
録してください。

� ウィンドウの右側ボックスから対象のプリンターを右
クリックし、［プロパティ］をクリックする。

プロパティダイアログボックスが表示されます。

�［TCP/IP］タブをクリックする。

�［マニュアルで設定する］を選択する。

無線LANボードは、UNIXコマンドによる設定には対応
していません。［UNIXコマンドで設定する］は選択しない
でください。

� IPアドレスとサブネットマスクを入力する。

�［通信設定］タブをクリックする。

�［ネットワーク名］を入力する。

接続したいアクセスポイントや無線LANカードを装着したコ
ンピューターに付けられているネットワーク名と同じ名前を
設定します。
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	［ネットワークタイプ］で接続する無線LAN環境を選択
する。

各項目についての説明は、196ページの「［通信設定］シート」
をご覧ください。

� データ保護を設定する。

チェックを付けることで、WEP(Wired Equivalent Privacy)
データ暗号化方式により、無線LANで転送されるデータを暗
号化します。

各項目についての説明は、196ページの「［通信設定］シート」
をご覧ください。

暗号キーを変更する場合は無線LANボードを先に変更
し、その後にアクセスポイントやコンピューターの設定
を変更してください。

「ネットワークタイプ」や「ネットワーク名」、「暗号キー」
を間違って設定した場合は、ネットワークの初期化を実
行し、再度設定を行ってください。

�［OK］をクリックして終了する。

以上で設定は完了です。
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LANボードおよび無線LANボードの共通設定
ここでは、LANボードや無線LANボードで共通して行える設定について説明します。共通の設定項目は以下のとおりで
す。

� DHCP ...................................... DHCPを使ってIPアドレスを設定する方法について説明しています。この方法は、
DHCPサーバーからIPアドレスを自動的に取得することができます。

� ネットワーク設定の初期化 ..... LANボードおよび無線LANボードに設定されたネットワーク設定情報を初期化す
る方法について説明しています。

� コンフィグレーション............. LANボードおよび無線LANボードに設定されたネットワーク設定情報が一覧でき
ページの印刷 るLANステータスを印刷する方法について説明しています。また、各項目の意味

についても説明しています。

DHCP

DHCPを使用してIPアドレスを設定する場合は、ネットワーク環境にDHCPサーバーが必要です。DHCPを使用すると、
DHCPサーバー（Windows 2000 Server、Windows NT Server、またはUNIX Server）からIPアドレス、サブネットマ
スク、およびゲートウェイアドレスを自動的に取得することができます。これによりDHCPサーバーにIPアドレスの登録
を行うだけで個々のLANボードに対するIPアドレスの設定が不要となります

� 工場出荷時の設定では、［DHCPは使用しない］に設定されています。次に説明する方法で設定を変更してから使用して
ください。

� LANボードおよび無線LANボードに割り当てるIPアドレスは固定です。毎回、IPアドレスが変わると印刷データの送
信先が不明となり、プリンターに印刷データが送信されなくなります。これを避けるために必ずDHCPサーバーでIPア
ドレスの予約をしてください（「DHCPサーバーの設定」（98ページ）参照）。すでにIPアドレスが設定されている環境で
は、WWWブラウザーまたはTelnetを使用してDHCPをオンにすることができます。

DHCPの設定

DHCP設定には、主に以下の3つの方法があります。それぞれについては次ページで説明します。

� EASY設定ユーティリティ
� PrintAgentプリンタ管理ユーティリティ
� プリンターの操作パネル
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EASY設定ユーティリティ

添付のプリンターソフトウエアCD-ROMに収録されているユーティ
リティー「EASY設定ユーティリティ」を使用して設定します。

プリンターのMACアドレスを選択し、［プロパティ］をクリックする
と表示される［TCP/IP］シート上で［IPアドレスを自動的に取得］を選
択してください。

PrintAgentプリンタ管理ユーティリティ

添付のプリンターソフトウエアCD-ROMに収録されているユーティ
リティー「PrintAgentプリンタ管理ユーティリティ」を使用して設定
します。

プリンターアイコンを選択して［プロパティ］ダイアログボックスを
開き、［TCP/IP］シート上で、［DHCPサーバから取得する］を選択し
てください。詳しくは、「ユーティリティーによるLANボードの設
定」の「PrintAgentプリンタ管理ユーティリティ」（177ページ）をご覧
ください。

＜LANボードの場合の表示例＞

＜LANボードの場合の表示例＞
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� プリンターの電源スイッチをONにする。

電源ON後、プリンターが印刷可能な状態（印刷可ランプ点
灯）になったことを確認します。

�［印刷可］スイッチを押す。

印刷可ランプが消灯します。

印刷可

印刷可

� データランプが点灯していないことを確認する。

点灯している場合は［シフト］スイッチを押しながら［排出］ス
イッチを押して、プリンター内部に残っている印刷データを
印刷してください。

データ

メニュー 　テストメニュー

�［メニュー］スイッチを押す。

プリンターはメニューモードに入り、ディスプレイに“テス
トメニュー　　→”を表示します。

� ディスプレイに“Ｉ／Ｆセッテイメニュー”と表示され
るまで［ ］スイッチを数回押す。

　Ｉ／Ｆセッテイメニュー　　　→
　　　　　　　　

　Ｉ／Ｆセッテイメニュー　　　
←インタフェース1　セッテイ　→

�［ ］スイッチを1回押す。

�［ ］スイッチを押す。

ディスプレイ下段に“←インタフェース2　セッテイ　→”と
表示されます。

　Ｉ／Ｆセッテイメニュー　　　
←インタフェース２　セッテイ　→

　ＤＨＣＰ
　　　　　　　　　　　　ＯＦＦ＊

�［ ］スイッチを1回、［ ］スイッチを数回押す。

　ＤＨＣＰ
　　　　　　　　　　　　　ＯＮ＊

	［設定変更］スイッチを押す。

“ON”に設定されます。

�［メニュー終了］スイッチを押して、メニューモードを
終了させる。

これで設定完了です。プリンターはセレクト状態になりま
す。印刷可ランプが点灯し、ディスプレイは通常表示になり
ます。

緑

メニュー終了

印刷可

ディスプレイ上段に“DHCP”と表示されます。

設定変更

プリンターの操作パネル

プリンターの操作パネルからDHCPの設定を切り替えることができます。MultiWriter 4550に標準実装されているLAN
ボードのDHCP設定を変更する方法について説明します。
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DHCPサーバーの設定

DHCP機能を使用するためには、DHCPサーバーとしてWindows 2000 Server/Windows NT Server 4.0、またはUNIX
Serverが必要です。ここではWindows 2000 ServerとWindows NT Server 4.0によるDHCPサーバーの設定につい
て説明します。

� Windows 2000 Professional/Windows NT WorkstationはDHCPサーバー機能をサポートしていません。

� UNIXサーバーについては、OSのマニュアルを参照してください。

Windows 2000の場合

DHCPサーバーの設定を行うためには、Windows 2000 Serverに「DHCPサーバー」がインストールされている必要が
あります。「DHCPサーバー」のインストールについては、Windows 2000 Serverのヘルプを参照してください。

� 任意のスコープ名を［名前］ボックスに入力し、［次へ］
をクリックする。

ここでは、例として「IPSCOPE」と入力します。

�［次へ］をクリックする。� DHCPを起動する。

［スタート］メニューから［プログラム］－［管理ツール］の順で
ポイントし、［DHCP］をクリックします。

� DHCPサーバー（ここでは「w2kserver」）を選択し、
［操作］メニューから［新しいスコープ］をクリックす
る。

新しいスコープウィザードが起動します。
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� DHCPサーバーが割り当てるIPアドレスの範囲とサブ
ネットマスクを入力し、［次へ］をクリックする。

� LANボードに割り当てられたIPアドレスが使用できる
期間を設定し、［次へ］をクリックする。

� 手順5で入力したIPアドレスの範囲で、割り当てに使
用したくないIPアドレスがあれば［除外するアドレス
の範囲］ボックスに入力し、［次へ］をクリックする。

�［スコープ］（ここでは「スコープ［123.123.123.0］
IPSCOPE」）上で右クリックし、［アクティブ化］をク
リックする。

手順	までの手順で作成したスコープ「IPSCOPE」をアク
ティブにするために必要な手順です。

	［完了］をクリックして、ウィザードを終了する。

�［後でオプションを構成する］を選択し、［次へ］をク
リックする。

ここで、オプションの設定を行う場合は、［今すぐオプショ
ンを構成する］を選択し、ウィザードの指示に従ってくださ
い。
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以上で設定は完了です。設定後は、以下のような画面が表
示されます。

� 手順	までの手順で作成した［スコープ］（ここでは「ス
コープ［123.123.123.0］IPSCOPE」）上の［予約］を選
択し、［操作］メニューから［新しい予約］をクリックす
る。

LANボードに常時、同じIPアドレスが割り当てられるように
するために必要な手順です。


 LANボードに割り当てたいIPアドレスを入力し、［予
約名］ボックスに任意の名前を入力する。

ここでは、例として「PRINTER」と入力します。

［サポートされている種類］で［DHCPのみ］を選択す
る。

�［追加］をクリックする。

�［閉じる］をクリックする。



�




�
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Windows NT Server 4.0の場合

DHCPサーバーの設定を行うためには、Windows NT Server 4.0に「DHCPサーバー」がインストールされている必要が
あります。DHCPサーバーのインストールについては、Windows NT Server 4.0のヘルプを参照してください。

�［OK］をクリックし、［スコープの作成］ダイアログ
ボックスを閉じる。

�［DHCPマネージャ］ダイアログボックスのメニュー
バーの［スコープ］メニューから［予約の追加］を選択す
る。

［予約クライアントの追加］ダイアログボックスが開きます。

DHCPによるIPアドレス自動取得で、LANボードには毎
回同じIPアドレスが割り当てられなければなりません。
この［予約の追加］では、LANボードの固有情報である
MACアドレスをIPアドレスと関連付けることで、毎回同
じIPアドレスをLANボードに割り当てることができるよ
うになります。

� 以下の情報を入力する。

�  IPアドレス：LANボードのIPアドレス（必須）
�  一意のID：LANボードのMACアドレス（必須）
�  クライアント名：任意の名前（必須）
�  クライアントコメント：任意のコメント（必要時）

IPアドレスはスコープ作成時に設定したIPアドレスプー
ルの範囲内で設定してください。

�［追加］をクリックし、［予約クライアントの追加］ダイ
アログボックスを閉じる。

以上で設定は完了です。

�［ネットワーク管理］グループのDHCPマネージャを起
動する。

� メニューバーの［スコープ］メニューから［作成］をク
リックし、スコープを作成する。

�［スコープの作成］ダイアログボックスで以下の設定を
入力する。

�  IPアドレスプールの開始アドレス（必須）
�  IPアドレスプールの終了アドレス（必須）
�  サブネットマスク（必須）
�  除外範囲の開始アドレス（必要時）
�  除外範囲の終了アドレス（必要時）
�  ソース期間の設定（必要時）
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DHCPの動作について

LANボードおよび無線LANボードのDHCP設定を有効にした場合の動作について説明します。
DHCP機能を使用するためには、ネットワーク上にDHCPサーバーが必要です。LANボードおよび無線LANボードに電
源が供給されると、DHCPサーバーを自動的に検索します。ネットワーク上に複数のDHCPサーバーが存在する場合は、
最初に応答を受け取ったDHCPサーバーと通信し、IPアドレスのリース（貸し出し）を受けます。LANボードおよび無線
LANボード用にIPアドレスの予約を行ったDHCPサーバーのみのネットワーク環境で使用してください。

� IPアドレスの予約を行っていないDHCPサーバーからIPアドレスがリースされるとLANボードおよび無線LANボード
は誤って登録されたIPアドレスで動作します。一度受信したIPアドレスを解放するには以下のどちらかを行ってくださ
い。

－  DHCP設定を1度無効にする。
－  LANボードおよび無線LANボードの設定を初期化する（「ネットワーク設定の初期化」（106ページ）参照）。

� DHCPはルーターを越えたネットワーク上のDHCPサーバーと通信することができます。ルーターを使用している場合
は、ルーターのリレーエージェントの設定を確認してください。

DHCP機能を有効にし、起動時にDHCPサーバーが検索されなかった場合、LANボードは1分周期でDHCPサーバーの検
索を継続します。

一度DHCP機能を有効にしたLANボードおよび無線LANボードの設定を無効にする場合は、以下のどちらかを行ってくだ
さい。

� LANボードおよび無線LANボードの設定を初期化する（「ネットワーク設定の初期化」（106ページ）参照）。

� 操作パネルでDHCPを無効（100ページ参照）にして、IPアドレスを再設定する。
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ネットワーク設定の初期化

MultiWriter 4550に標準およびオプションのLANボードに設定したネットワーク設定情報を初期化する方法について説
明します。

MultiWriter 4550に標準実装のLANボードの初期化は、プリンターの操作パネルから行います。以下に示すLANボー
ド、LANアダプターや無線LANプリンタボードの初期化の手順については、それぞれのマニュアルを参照してください。

� LANアダプタ（型番 PR-NP-02T2/型番 PR-NP-03TR2）

� 無線LANプリンタボード（型番 PR-WL-11）

� マルチプロトコルLANアダプタ（型番 PR-NPX-05）

�［印刷可］スイッチを押す。

印刷可ランプが消灯します。

印刷可

�［メニュー］スイッチを押す。

プリンターはメニューモードに入り、ディスプレイに“テス
トメニュー　　→”を表示します。

メニュー
　テストメニュー

� ディスプレイに“セッテイショキカメニュー”と表示さ
れるまで［ ］スイッチを数回押す。

　セッテイショキカメニュー

�［ ］スイッチを1回押す。

ネットワークの設定が初期値に戻ります。

�［ ］スイッチを1回押す。

�［ ］スイッチを1回押す。

ディスプレイ下段には“←LANショキカ　ジッコウ→”と表示
されます。

　セッテイショキカメニュー
　ＬＡＮショキカ　　シ゛ッコウ
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コンフィグレーションページの印刷

コンフィグレーションページとは、LANボードのIPアドレスやサブネットマスク、MACアドレスなどのネットワークの
設定情報が一覧できるLANステータス印刷です。ネットワークケーブルを接続したとき、ネットワークに関する変更を
行った前後などにコンフィグレーションページ印刷を行い、設定内容の確認をしてください。以下にコンフィグレーショ
ンページの印刷方法について説明します。

MultiWriter 4550に標準のLANボードのコンフィグレーションページ印刷は、プリンターの操作パネルから行います。
以下に示すLANアダプターや無線LANプリンターボードのコンフィグレーションページ印刷の手順については、それぞれ
のマニュアルを参照してください。

� LANアダプタ（型番 PR-NP-02T2/型番 PR-NP-03TR2）

� 無線LANプリンタボード（型番 PR-WL-11）

� マルチプロトコルLANアダプタ（型番 PR-NPX-05）

� プリンターの電源スイッチをONにする。

電源ON後、プリンターが印刷可能な状態（印刷可ランプ点
灯）になったことを確認します。

�［印刷可］スイッチを押す。

印刷可ランプが消灯します。

印刷可

�［メニュー］スイッチを押す。

ディスプレイには“テストメニュー　→”と表示されます。

メニュー 　テストメニュー

�［ ］スイッチを1回、［ ］スイッチを2回押す。

ディスプレイ下段には“←LANステータス　ジッコウ→”と表
示されます。

　テストメニュー
　ＬＡＮステータス　シ゛ッコウ

�［ ］スイッチを押す。

データランプが点灯し、プリンターは［インタフェース2］に
標準装備されたLANボードの設定情報を印刷します。

　　インサツチュウ

� コンフィグレーションページを参照してLANボードの
設定内容を確認する。

次ページ以降の印刷例を参考にしてください。印刷例は工場
出荷時における印刷例です。
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＊1

＊1

＊2
＊2

＊1 ID NumberおよびMAC AddressはLANボード個々の情報を示します。
＊2 IPアドレス、サブネットマスクの工場出荷時の値です。
＊3 アクセス制限機能有効時に印刷されます。

ネットワークへ接続した後やプリンターの設定を変更した後は、必ずコンフィグレーションページを印刷して大切に保管して
おいてください。

MultiWriter 4550のLANボード　コンフィグレーションページの印刷例

NEC Network Interface Configuration Page 

:
:
:
:
:
:
:
:

:
:

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

　<Network Information>

　　F/W Version
　　ID Number
　　Printer Name
　　MAC Address
　　H/W Description
　　10Base/100Base
　　Half/Full Duplex
　　Printing Log

　<Self-Diagnosis>

　　Link Test
　　Network Status

　<TCP/IP>

　　IP Address
　　Subnet Mask
　　Gateway Address
　　Auto IP Address
　　Max. Number of Session
　　Session Timeout [sec]
　　Keep Alive
　　FTP Timeout [min]
　　DHCP
　　e-Mail Service
　　Current Active Session
   1st Access Limitation
   "Accept"
   2nd Access Limitation
   "Accept"
   3rd Access Limitation
   "Accept"
   4th Access Limitation
   "Accept"
   5th Access Limitation
   "Accept"

02.01 000.1.0008312253
NFE-290000
NFE-290000
00:00:4C:29:00:00
NEC NetworkPrinter700083
"Auto (10Base)"
"Auto (Half Duplex)"
"Off"

　

"OK"
"OK"

11. 22. 33. 44
255.  0.  0.  0
0.  0.  0.  0
"On"
64
120
"On"
10
"Off"
"Off"
0
 0. 0. 0. 0
 0. 0. 0. 0
 0. 0. 0. 0
 0. 0. 0. 0
 0. 0. 0. 0
 0. 0. 0. 0
 0. 0. 0. 0
 0. 0. 0. 0
 0. 0. 0. 0
 0. 0. 0. 0

＊3

＊3

＊3

＊3

＊3
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項　目 説　明

F/W Version LANボードのファームウエアバージョンです。

ID Number LANボード固有のIDです。

Printer Name ネットワーク上から見たプリンターの名前です。半角大文字の英数字、ハイフン「-」、アンダーバー
「_」が使用可能です。

MAC Address プリンターに接続しているネットワークオプション固有のネットワークアドレスです。

H/W Description プリンターに接続しているネットワークオプションの種別です。

10Base/100Base 「Auto」では10BASE-T、または100BASE-TXを自動判別し、通信速度を決定します。

Half/Full Duplex 「Auto」では通信方式を自動判別し、全二重（Full Duplex）、半二重（Half Duplex）のどちらかに
決定します。

Printing Log 印刷ログの設定状況です。

Link Test Link状態を表します。

Network Status ハードウエアテストの結果を表します。

IP Address IPアドレスを表します。

Subnet Mask サブネットマスクを表します。

Gateway Address ゲートウェイアドレスを表します。

Auto IP Address UNIXコマンド（Arp、Ping）を用いた設定の許可を表します。

Max. Number of Session TCP/IPの最大接続数を表します。この設定は、すべてのTCP/IPアプリケーション層プロトコルが対
象になります。設定範囲は「1～64」、初期値は「64」になっています。

Session Timeout [sec] TCP/IP接続時にホストコンピューターから応答が無い場合の通信タイムアウトの設定を表します。

Keep Alive 通信タイムアウトで設定した時間が経過した場合に、ホストコンピューターにKeepAliveパケットを
送信するか、しないかの設定を表します。

FTP Timeout [min] FTP接続時のタイムアウト時間を表します。

DHCP DHCPを用いてアドレスを取得するかどうかの設定を表します。

e-Mail Service トナー残少時のメール通知設定を表します。

Current Active Session 現在のTCP接続数を表します。

1st～5th Access Limitation アクセス制限機能が有効の場合、アクセス制限1～5のそれぞれの設定値を表します。
有効（Valid）と設定した各アクセス制限の、IPアドレス（上段）、ネットマスク（下段）、アクセス
許可（Accept）／拒否（Reject）が表示されます。
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接続先の設定とプリンタードライバーのインストール
ここでは、各OSへの設定について説明しています。印刷方法にはIPP、LPR、PrintAgentがあります。設定方法はOSご
とに異なります。使用しているOSのページを参照してください。

� PrintAgentは、インターネット印刷プロトコル（IPP）やLPRプロトコルに対応していません。IPPやLPRを使用する
場合は、プリンタードライバーの双方向通信機能を無効にする必要があります。詳しくは、9章を参照してください。

� インターネット印刷プロトコル（IPP）を使用した印刷の設定を行う場合には、プリンターの電源をONにする必要があり
ます。

� Windows XP 日本語版 .................................................. 110ページ
� Windows 2000 日本語版 .............................................. 121ページ
� Windows NT 4.0 日本語版 ........................................... 131ページ
� Windows Me 日本語版 .................................................. 139ページ
� Windows 98/95 日本語版 ............................................ 143ページ
� UNIX ................................................................................ 152ページ

OSの設定を行った後に、ネットワークを介しての印刷がうまくいかなかったときは9章「故障かな？と思ったら」の「ネッ
トワークで思うように印刷できないときは」を参照してください。

Windows XP 日本語版

Windows XPからプリントサーバーを使用せず、ネットワークプリンターへ直接印刷するための設定について説明しま
す。Windows XPから印刷するためには、以下の4つの方法があります。

� NEC Network Port（PrintAgent）................................. 添付のプリンターソフトウエアCD-ROMからプリンター
ソフトウエアをインストールして印刷します。

� IPP（Internet Printing Protocol）.................................. Windows XPに標準で実装されているソフトウエアを使
用して印刷します。

� UNIX用印刷サービス（LPR）........................................... Windows XPに標準で収録されているUNIX用印刷サービ
ス（LPR）を使用して印刷します。

� Standard TCP/IP Port（LPR）...................................... Windows XPに標準で実装されているStandard TCP/
IP Port（LPR）を使用して印刷します。

これらのソフトウエアで印刷する前に、あらかじめプリンターにIPアドレスを設定する必要があります。「LANボードの
設定」、「無線LANボードの設定」、または各LANアダプターに添付の取扱説明書を参照してIPアドレスを設定してくださ
い。
プリンターにIPアドレスを設定した後、各ソフトウエアをインストールしてください。
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NEC Network Portを使用して印刷するには

NEC Network Port（NEC TCP/IP Port）を使用して印刷するための印刷先の変更について説明します。NEC Network
Portは、PrintAgentに含まれています。PrintAgentのインストールについては2章の『「インストールプログラム」からの
インストール』（53ページ）を参照してください。

印刷先の変更

印刷先を変更します。次の手順に従ってください。

�［プリンタのプロパティ］ダイアログボックスを表示さ
せる。

［プリンタとFAX］フォルダーの［NEC MultiWriter 4550］ア
イコンをクリックし、［ファイル］メニューの［プロパティ］を
クリックします。

�［ポート］タブをクリックする。

�［ポートの追加］をクリックする。

�［利用可能なポートの種類］で［NEC Network Port］を
選び、［新しいポート］をクリックする。

�［インターネットアドレス入力］ボックスにプリンター
のIPアドレスまたはドメインネームを入力する。

�［OK］をクリックする。

�［閉じる］をクリックする。

［プリンタのプロパティ］ダイアログボックスを閉じます。

以上で設定は完了です。

ドメインネームについて

NEC Network PortではIPアドレスの代わりにドメイン
ネームを使用することができます。

ドメインネームを使用する場合はネットワーク上にDNS
サーバーが存在し、プリンターのドメインネームが登録さ
れていなければなりません。また、NEC Network Portを
インストールしたクライアントコンピューターの［TCP/IP
のプロパティ］設定画面でホスト名、ドメイン名、DNS
サーバーのIPアドレスを設定する必要があります。

ドメインネームは階層構造により「．（ドット）」で区切られ
た名前を指します。たとえば、「sample.nec.co.jp」と呼ば
れるドメインの「printer1」と呼ばれるプリンターを指定す
る場合のドメインネームは「printer1.sample.nec.co.jp」と
入力します。
ただし、クライアントコンピューターが「printer1.sample.
nec.co.jp」の同じドメインに存在する場合は、「printer1」
のみで構いません。

ドメインネームとして入力可能な文字の長さは最大
127文字（127バイト）です。

DNSサーバーとクライアントコンピューターの詳しい設定
に関してはホストコンピューターのマニュアルを参照して
ください。

�

�
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IPP（Internet Printing Protocol）を使用して印刷するには

Windows XPの環境でIPPを使用して印刷する手順を説明します。

� IPP（Internet Printing Protocol）を使用する場合、［プリンタのプロパティ］ダイアログボックスの［ポート］シートで
［双方向サポートを有効にする］のチェックを外して、無効にしてください。

� 無線LANプリンタボードは、IPPをサポートしていません。

� プリンターに添付のプリンターソフトウエアCD-
ROMをセットする。

［プリンタソフトウエアCD-ROMメニュー］ダイアログボック
スが表示されます。

�［終了］をクリックする。

�［プリンタとFAX］フォルダーの［プリンタのインス
トール］をクリックする。

�［次へ］をクリックする。

�［ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュータ
に接続されているプリンタ］を選択して、［次へ］をク
リックする。

�［インターネット上または自宅/会社のネットワーク上
のプリンタに接続する］を選択して、［URL］ボックス
に登録するプリンターのIPアドレスを含むアドレスを
入力する。

入力可能な形式は「http://」に限られます。

（入力例）

IPアドレスが「123.123.123.123」の場合

http://123.123.123.123/ipp
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�［ディスク使用］をクリックする。

	［製造元のファイルのコピー元］を入力し、［OK］をク
リックする。

［製造元のファイルのコピー元］に、CD-ROMを挿入したドラ
イブ名、コロン（：）、円記号（￥）に続けて
「MW4550¥DISK4」と入力します。

� 使用するプリンターを選び、［OK］をクリックする。

�［通常使うプリンタ］に設定するか、しないかを選び、
［次へ］をクリックする。


［完了］をクリックする。

該当するプリンターの電源が入っていないまたはIPアドレスが
正しくない場合は、以下のエラーメッセージが表示されます。
表示された場合は、［OK］をクリックしてください。

�［次へ］をクリックする。
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以下の［ハードウェアのインストール］ダイアログボック
スが表示される場合があります。添付のプリンターソフ
トウエアCD-ROMに収録されているプリンターソフトウ
エアは、弊社により動作を確認されています。

［続行］をクリックし、インストールを続行してくださ
い。

なお、［インストールの停止］をクリックした場合は、イ
ンストールが中止されます。

以上で設定は完了です。

UNIX用印刷サービス（LPR）を使用して印刷するには

LPRには、UNIX用印刷サービスによる印刷方法とStandard TCP/IP Portによる印刷方法の2種類あります。はじめに、
UNIX用印刷サービス（LPR）を使用した印刷を行うための設定方法を説明します。

UNIX用印刷サービス（LPR）を使用する場合、［プリンタのプロパティ］ダイアログボックスの［ポート］シートで［双方向サ
ポートを有効にする］のチェックを外して、無効にしてください。

使用するコンピューターにUNIX用印刷サービスをインストールします。インストールされている場合は、「プリンターの
追加」へ進んでください。

UNIX用印刷サービスのインストール

UNIX用印刷サービスを使用するには、TCP/IPプロトコル
がインストールされていて、設定が完了している必要があ
ります。TCP/IPプロトコルのインストールについては、
Windows XPのヘルプ「TCP/IPプロトコルをインストール
するには」を参照してください。UNIX用印刷サービスのイ
ンストール方法について説明します。

� Windows XPのCD-ROMをセットする。

� コントロールパネルの［ネットワークとインターネッ
ト接続］をクリックする。

�［ネットワーク接続］をクリックする。
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�［詳細設定］メニューの［オプション ネットワーク コン
ポーネント］をクリックする。

�［そのほかのネットワーク ファイルと印刷サービス］を
選択し、［詳細］をクリックする。

�［UNIX用印刷サービス］をチェックして、［OK］をク
リックする。

［オプション ネットワーク コンポーネントウィザード］ダイ
アログボックスに戻ります。

�［次へ］をクリックする。

プリンタードライバーのインストール

� プリンターソフトウエアCD-ROMをセットする。

［プリンタソフトウェアCD-ROMメニュー］が起動します。

�［終了］をクリックする。

プリンターソフトウエアを終了します。

�［プリンタとFAX］フォルダーを開く。

�［プリンタのインストール］をクリックする。

�［次へ］をクリックする。

�［このコンピュータに接続されているローカル プリン
タ］を選択し、［プラグ アンド プレイ対応プリンタを
自動的に検出してインストールする］のチェックを外
して［次へ］をクリックする。

次に「プリンタードライバーのインストール」へ進んでくだ
さい。



3 ネットワークでの設定 116

893-810024-003-A 第2版

�［新しいポートの作成］をクリックし、［LPR Port］を
選択する。

［LPR Port］が表示されない場合は、［UNIX用印刷サービス］
をインストールしてください。

�［次へ］をクリックする。

	［LPDを提供しているサーバーの名前またはアドレス］
ボックスに、追加するプリンターのIPアドレスまたは
ドメインネームを入力し、［OK］をクリックする。

�［ディスク使用］をクリックする。

�［製造元のファイルのコピー元］を入力し、［OK］をク
リックする。

［製造元のファイルのコピー元］に、CD-ROMを挿入したドラ
イブ名、コロン（：）、円記号（￥）に続けて
「MW4550¥DISK4」と入力します。


 使用するプリンターを選び、［OK］をクリックする。

［通常使うプリンタ］に設定するか、しないかを選び、
［次へ］をクリックする。

�［完了］をクリックする。
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以下の［ハードウェアのインストール］ダイアログボック
スが表示される場合があります。添付のプリンターソフ
トウエアCD-ROMに収録されているプリンターソフトウ
エアは、弊社により動作を確認されています。

［続行］をクリックし、インストールを続行してくださ
い。

なお、［インストールの停止］をクリックした場合は、イ
ンストールが中止されます。

次に、双方向通信を無効にします。以下の手順で設定して
ください。

�［プリンタとFAX］フォルダー内に作成されたプリン
ターの［プリンタのプロパティ］ダイアログボックスを
表示させる。

�［ポート］タブをクリックする。

�［双方向サポートを有効にする］のチェックを外して、
［OK］をクリックする。

以上で設定は完了です。
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Standard TCP/IP Port（LPR） を使用して印刷するには

Windows XPの環境でLPRを使用してプリンタードライバーのインストール手順から印刷するまでの設定方法について
説明します。

Standard TCP/IP Port（LPR）を使用する場合、［プリンタのプロパティ］ダイアログボックスの［ポート］シートで［双方
向サポートを有効にする］のチェックを外して、無効にしてください。

� プリンターに添付のプリンターソフトウエアCD-
ROMをセットする。

［プリンタソフトウエアCD-ROMメニュー］ダイアログボック
スが表示されます。

�［終了］をクリックする。

�［プリンタとFAX］フォルダーを開く。

�［プリンタのインストール］をクリックする。

�［このコンピュータに接続されているローカルプリン
タ］を選択し、［プラグ アンド プレイ対応プリンタを
自動的に検出してインストールする］のチェックを外
して、［次へ］をクリックする。

�［新しいポートの作成］、［Standard TCP/IP Port］を
選び、［次へ］をクリックする。

［標準TCP/IPプリンタポートの追加ウィザード］ダイアログ
ボックスが表示されます。

�［次へ］をクリックする。

�［プリンタ名またはIPアドレス］ボックスに追加するプ
リンターのIPアドレスを入力し、［次へ］をクリックす
る。

DNSサーバーが存在し、プリンターが登録されている場
合には、DNS名を指定することもできます。

ネットワーク上にネットワークプリンターが存在する場合
は、ネットワークプリンターが検出され、自動的に設定が完
了します。手順�へ進んでください。
ネットワーク上にネットワークプリンターが存在しない場合
は、手順	へ進んでください。
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	［デバイスの種類］の［標準］をクリックし、［NEC Net-
work Printer］を選び、［次へ］をクリックする。

� 内容を確認し、［完了］をクリックする。

�［ディスク使用］をクリックする。
�［通常使うプリンタ］に設定するか、しないかを選び、
［次へ］をクリックする。

 使用するプリンターを選び、［OK］をクリックする。


［製造元のファイルのコピー元］を入力し、［OK］をク
リックする。

［製造元のファイルのコピー元］に、CD-ROMを挿入した
ドライブ名、コロン（：）、円記号（￥）に続けて
「MW4550¥DISK4」と入力します。
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�［完了］をクリックする。

以下の［ハードウェアのインストール］ダイアログボック
スが表示される場合があります。添付のプリンターソフ
トウエアCD-ROMに収録されているプリンターソフトウ
エアは、弊社により動作を確認されています。

［続行］をクリックし、インストールを続行してくださ
い。

なお、［インストールの停止］をクリックした場合は、イ
ンストールが中止されます。

次に、双方向通信を無効にします。以下の手順で設定して
ください。

�［プリンタとFAX］フォルダー内に作成されたプリン
ターの［プリンタのプロパティ］ダイアログボックスを
表示させる。

�［ポート］タブをクリックする。

�［双方向サポートを有効にする］のチェックを外して、
［OK］をクリックする。

以上で設定は完了です。
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Windows 2000 日本語版

Windows 2000からプリントサーバーを使用せず、ネットワークプリンターへ直接印刷するための設定について説明し
ます。Windows 2000から印刷するためには、以下の4つの方法があります。

� NEC Network Port（PrintAgent）................................. 添付のプリンターソフトウエアCD-ROMからプリンター
ソフトウエアをインストールして印刷します。

� IPP（Internet Printing Protocol）.................................. Windows 2000に標準で実装されているソフトウエアを
使用して印刷します。

� UNIX用印刷サービス（LPR）........................................... Windows 2000に標準で収録されているUNIX用印刷
サービス（LPR）を使用して印刷します。

� Standard TCP/IP Port（LPR）...................................... Windows 2000に標準で実装されているStandard
TCP/IP Port（LPR）を使用して印刷します。

これらのソフトウエアで印刷する前に、あらかじめプリンターにIPアドレスを設定する必要があります。「LANボードの
設定」、「無線LANボードの設定」、または各LANアダプターに添付の取扱説明書を参照してIPアドレスを設定してくださ
い。
プリンターにIPアドレスを設定した後、各ソフトウエアをインストールしてください。

NEC Network Portを使用して印刷するには

NEC Network Port（NEC TCP/IP Port）を使用して印刷するための印刷先の変更について説明します。NEC Network
Portは、PrintAgentに含まれています。PrintAgentのインストールについては2章の『「インストールプログラム」からの
インストール』（53ページ）を参照してください。

印刷先の変更

印刷先を変更します。次の手順に従ってください。

�［プリンタのプロパティ］ダイアログボックスを表示さ
せる。

［プリンタ］フォルダーの［NEC MultiWriter 4550］アイコン
をクリックし、［ファイル］メニューの［プロパティ］をクリッ
クします。

�［ポート］タブをクリックする。

�［ポートの追加］をクリックする。

�［利用可能なポートの種類］で［NEC Network Port］を
選び、［新しいポート］をクリックする。

�

�
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�［インターネットアドレス入力］ボックスにプリンター
のIPアドレスまたはドメインネームを入力する。

�［OK］をクリックする。

�［閉じる］をクリックする。

［プリンタのプロパティ］ダイアログボックスを閉じます。

以上で設定は完了です。

ドメインネームについて

NEC Network PortではIPアドレスの代わりにドメイン
ネームを使用することができます。

ドメインネームを使用する場合はネットワーク上にDNS
サーバーが存在し、プリンターのドメインネームが登録さ
れていなければなりません。また、NEC Network Portを
インストールしたクライアントコンピューターの［TCP/IP
のプロパティ］設定画面でホスト名、ドメイン名、DNS
サーバーのIPアドレスを設定する必要があります。

ドメインネームは階層構造により「．（ドット）」で区切られ
た名前を指します。たとえば、「sample.nec.co.jp」と呼ば
れるドメインの「printer1」と呼ばれるプリンターを指定す
る場合のドメインネームは「printer1.sample.nec.co.jp」と
入力します。
ただし、クライアントコンピューターが「printer1.sample.
nec.co.jp」の同じドメインに存在する場合は、「printer1」
のみで構いません。

ドメインネームとして入力可能な文字の長さは最大
127文字（127バイト）です。

DNSサーバーとクライアントコンピューターの詳しい設定
に関してはホストコンピューターのマニュアルを参照して
ください。

IPP（Internet Printing Protocol）を使用して印刷するには

Windows 2000の環境でIPPを使用して印刷する手順を説明します。

� IPP（Internet Printing Protocol）を使用する場合、［プリンタのプロパティ］ダイアログボックスの［ポート］シートで
［双方向サポートを有効にする］のチェックを外して、無効にしてください。

� 無線LANプリンタボードは、IPPをサポートしていません。

� プリンターに添付のプリンターソフトウエアCD-
ROMをセットする。

［プリンタソフトウエアCD-ROMメニュー］ダイアログボック
スが表示されます。

�［終了］をクリックする。
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�［ネットワークプリンタ］を選択して、［次へ］をクリッ
クする。

�［インターネットまたはイントラネット上のプリンタ
に接続します］を選択して、［URL］ボックスに登録す
るプリンターのIPアドレスを含むアドレスを入力す
る。

入力可能な形式は「http://」に限られます。

（入力例）

IPアドレスが「123.123.123.123」の場合

http://123.123.123.123/ipp

該当するプリンターの電源が入っていないまたはIPアドレスが
正しくない場合は、以下のエラーメッセージが表示されます。
表示された場合は、［OK］をクリックしてください。

�［OK］をクリックする。

	［ディスク使用］をクリックする。

�［プリンタ］フォルダーの［プリンタの追加］アイコンを
ダブルクリックする。

�［次へ］をクリックする。

�［次へ］をクリックする。
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［通常使うプリンタ］に設定するか、しないかを選び、
［次へ］をクリックする。

［完了］をクリックする。

［デジタル署名が見つかりませんでした］とメッセージダ
イアログボックスが表示される場合があります。添付の
プリンターソフトウエアCD-ROMに収録されているプリ
ンターソフトウエアは、弊社により動作を確認されてい
ます。

［はい］をクリックし、インストールを続行します。

［いいえ］をクリックした場合は、インストールが中止さ
れます。

以上で設定は完了です。

�［製造元のファイルのコピー元］を入力し、［OK］をク
リックする。

［製造元のファイルのコピー元］に、CD-ROMを挿入したドラ
イブ名、コロン（：）、円記号（￥）に続けて
「MW4550¥DISK4」と入力します。

� 使用するプリンターを選び、［OK］をクリックする。
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UNIX用印刷サービス（LPR）を使用して印刷するには

LPRには、UNIX用印刷サービスによる印刷方法とStandard TCP/IP Portによる印刷方法の2種類あります。UNIX用印
刷サービス（LPR）を使用した印刷を行うための設定方法を説明します。

UNIX用印刷サービス（LPR）を使用する場合、［プリンタのプロパティ］ダイアログボックスの［ポート］シートで［双方向サ
ポートを有効にする］のチェックを外して、無効にしてください。

まず、使用するコンピューターにUNIX用印刷サービスをインストールします。インストールされている場合は、「プリン
タードライバーのインストール」へ進んでください。

UNIX用印刷サービスのインストール

UNIX用印刷サービスを使用するには、TCP/IPプロトコル
がインストールされていて、設定が完了している必要があ
ります。TCP/IPプロトコルのインストールについては、
Windows 2000のヘルプ「TCP/IPプロトコルをインストー
ルするには」を参照してください。UNIX用印刷サービスの
インストール方法について説明します。

� コントロールパネルの［ネットワークとダイアルアッ
プ接続］ダイアログボックスを開く。

�［詳細設定］メニューの［オプション ネットワーク コン
ポーネント］をクリックする。

�［そのほかのネットワーク ファイルと印刷サービス］を
選択し、［詳細］をクリックする。

�［UNIX用印刷サービス］をチェックして、［OK］をク
リックする。

�［次へ］をクリックする。

次に「プリンタードライバーのインストール」へ進んでくだ
さい。

プリンタードライバーのインストール

�［プリンタ］フォルダーを開く。

�［プリンタの追加］アイコンをダブルクリックし、［次
へ］をクリックする。

�［ローカル プリンタ］を選択し、［プラグ アンド プレ
イ プリンタを自動的に検出してインストールする］の
チェックを外して［次へ］をクリックする。

�［新しいポートの作成］をクリックし、［LPR Port］を
選択する。

［LPR Port］が表示されない場合は、［UNIX用印刷サービス］
をインストールしてください。
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�［次へ］をクリックする。

�［LPDを提供しているサーバーの名前またはアドレス］
ボックスに、追加するプリンターのIPアドレスまたは
ドメインネームを入力し、［OK］をクリックする。

�［ディスク使用］をクリックする。

�［製造元のファイルのコピー元］を入力し、［OK］をク
リックする。

［製造元のファイルのコピー元］に、CD-ROMを挿入したドラ
イブ名、コロン（：）、円記号（￥）に続けて
「MW4550¥DISK4」と入力します。

	 使用するプリンターを選び、［OK］をクリックす
る。

�［通常使うプリンタ］に設定するか、しないかを選び、
［次へ］をクリックする。

�［完了］をクリックする。

［デジタル署名が見つかりませんでした］とメッセージダ
イアログボックスが表示される場合があります。添付の
プリンターソフトウエアCD-ROMに収録されているプリ
ンターソフトウエアは、弊社により動作を確認されてい
ます。

［はい］をクリックし、インストールを続行します。

［いいえ］をクリックした場合は、インストールが中止さ
れます。
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次に、双方向通信を無効にします。以下の手順で設定して
ください。

�［プリンタ］フォルダー内に作成されたプリンターの
［プリンタのプロパティ］ダイアログボックスを表示さ
せる。

�［ポート］タブをクリックする。

�［双方向サポートを有効にする］のチェックを外して、
［OK］をクリックする。

以上で設定は完了です。
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Standard TCP/IP Port（LPR）を使用して印刷するには

Windows 2000の環境でLPRを使用して印刷するまでの設定方法について説明します。

Standard TCP/IP Port（LPR）を使用する場合、［プリンタのプロパティ］ダイアログボックスの［ポート］シートで［双方
向サポートを有効にする］のチェックを外して、無効にしてください。

�［プリンタ］フォルダーを開く。

�［プリンタの追加］アイコンをダブルクリックする。

�［ローカルプリンタ］を選択し、［プラグ アンド プレイ
プリンタを自動的に検出してインストールする］の
チェックを外して、［次へ］をクリックする。

�［新しいポートの作成］、［Standard TCP/IP Port］を
選び、［次へ］をクリックする。

［標準TCP/IPプリンタポートの追加ウィザード］ダイアログ
ボックスが表示されます。

�［次へ］をクリックする。

�［プリンタ名またはIPアドレス］ボックスに追加するプ
リンターのIPアドレスを入力し、［次へ］をクリックす
る。

DNSサーバーが存在し、プリンターが登録されている場
合には、DNS名を指定することもできます。

ネットワーク上にネットワークプリンターが存在する場合
は、ネットワークプリンターが検出され、自動的に設定が完
了します。手順�へ進んでください。
ネットワーク上にネットワークプリンターが存在しない場合
は、手順�へ進んでください。
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� 内容を確認し、［完了］をクリックする。

画面に表示される指示に従って、プリンターのインストール
を完了してください。次に「LPRバイトカウント機能」へ進ん
でください。

�［デバイスの種類］の［標準］をクリックし、［NEC Net-
work Printer］を選び、［次へ］をクリックする。

この画面が表示されなかった場合は、次の手順に進んでくだ
さい。

	［ディスク使用］をクリックする。

�［製造元のファイルのコピー元］を入力し、［OK］をク
リックする。

［製造元のファイルのコピー元］に、CD-ROMを挿入したドラ
イブ名、コロン（：）、円記号（￥）に続けて
「MW4550¥DISK4」と入力します。

� 使用するプリンターを選び、［OK］をクリックする。


［通常使うプリンタ］に設定するか、しないかを選び、
［次へ］をクリックする。
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［完了］をクリックする。

［デジタル署名が見つかりませんでした］とメッセージダ
イアログボックスが表示される場合があります。添付の
プリンターソフトウエアCD-ROMに収録されているプリ
ンターソフトウエアは、弊社により動作を確認しており
ます。

［はい］をクリックし、インストールを続行します。

［いいえ］をクリックした場合は、インストールが中止さ
れます。

次に「LPRバイトカウント機能」へ進んでください。

LPRバイトカウント機能

LPRプロトコルには、印刷データを送信する前に印刷デー
タの容量を測定し、プリンターに送信する機能がありま
す。これを「LPRバイトカウント機能」といいます。

この「LPRバイトカウント機能」を有効にすると、印刷が途
中で中断されたときに、プリンターは処理されずに残って
いる印刷データを消去します。この機能を使用することで
次の印刷データが送られてきたときにプリンター内に残っ
ているデータと混在することを防ぐことができます。LPR
バイトカウント機能を有効にするには、次の手順で設定し
てください。

�［プリンタ］フォルダー内に作成されたプリンターの
［プリンタのプロパティ］ダイアログボックスを表示さ
せる。

�［ポート］タブをクリックする。

�［ポートの構成］をクリックする。

�［LPRバイトカウントを有効にする］をチェックして、
［OK］をクリックする。

�［双方向サポートを有効にする］のチェックを外して、
［OK］をクリックする。

以上で設定は完了です。

�

�
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Windows NT 4.0 日本語版

Windows NT 4.0からプリントサーバーを使用せず、ネットワークプリンターへ直接印刷するための設定について説明
します。Windows NT 4.0から印刷するためには、以下の3つの方法があります。

� NEC Network Port（PrintAgent）................................. 添付のプリンターソフトウエアCD-ROMからプリンター
ソフトウエアをインストールして印刷します。

� NEC Internet Printing System（IPP）........................... プリンターに添付のプリンターソフトウエアCD-ROMに
収録されているNEC Internet Printing Systemを使用し
て印刷します。

� Microsoft TCP/IP印刷（LPR）....................................... Windows NT 4.0に標準で実装されているTCP/IP印刷
サービスのLPRプロトコルを使用して印刷します。

これらのソフトウエアで印刷する前に、あらかじめプリンターにIPアドレスを設定する必要があります。「LANボードの
設定」、「無線LANボードの設定」、またはLANアダプターの取扱説明書を参照してIPアドレスを設定してください。
プリンターにIPアドレスを設定した後、各ソフトウエアをインストールしてください。

NEC Network Portを使用して印刷するには

NEC Network Port（NEC TCP/IP Port）を使用して印刷するための印刷先の変更について説明します。NEC Network
Portは、PrintAgentに含まれています。PrintAgentのインストールについては2章の『「インストールプログラム」からの
インストール』（53ページ）を参照してください。

印刷先の変更

印刷先を変更します。次の手順に従ってください。

�［プリンタのプロパティ］ダイアログボックスを表示さ
せる。

［プリンタ］フォルダーの［NEC MultiWriter 4550］アイコン
をクリックし、［ファイル］メニューの［プロパティ］をクリッ
クします。

�［ポート］タブをクリックする。

�［ポートの追加］をクリックする。

�［利用可能なプリンタポート］で［NEC Network Port］
を選び、［新しいポート］をクリックする。

�

�
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�［インターネットアドレス入力］ボックスにプリンター
のIPアドレスまたはドメインネームを入力する。

�

�

�［OK］をクリックする。

�［閉じる］をクリックする。

［プリンタのプロパティ］ダイアログボックスを閉じます。

以上で設定は完了です。

ドメインネームについて

NEC Network PortではIPアドレスの代わりにドメイン
ネームを使用することができます。

ドメインネームを使用する場合はネットワーク上にDNS
サーバーが存在し、プリンターのドメインネームが登録さ
れていなければなりません。また、NEC Network Portを
インストールしたクライアントコンピューターの［TCP/IP
のプロパティ］設定画面でホスト名、ドメイン名、DNS
サーバーのIPアドレスを設定する必要があります。

ドメインネームは階層構造により「．（ドット）」で区切られ
た名前を指します。たとえば、「sample.nec.co.jp」と呼ば
れるドメインの「printer1」と呼ばれるプリンターを指定す
る場合のドメインネームは「printer1.sample.nec.co.jp」と
入力します。
ただし、クライアントコンピューターが「printer1.sample.
nec.co.jp」の同じドメインに存在する場合は、「printer1」
のみで構いません。

ドメインネームとして入力可能な文字の長さは最大
127文字（127バイト）です。

DNSサーバーとクライアントコンピューターの詳しい設定
に関してはホストコンピューターのマニュアルを参照して
ください。

NEC Internet Printing System（IPP）を使用して印刷するには

Windows NT 4.0 日本語版の環境でIPPを使用して印刷する手順を説明します。NEC Internet Printing Systemを使用
します。

� NEC Internet Printing Systemは、プロキシーサーバーには対応していません。IPP対応プリンターへのアクセス
にプロキシーサーバーの設定が必要な場合は印刷できません。

� NEC Internet Printing Systemは［プリンタ］フォルダーを開くと、プリンターの状態を確認します。

� NEC Internet Printing Systemのイ
ンストール

NEC Internet Printing Systemのインストール方法につ
いて説明します。次の手順に従ってください。

� プリンターソフトウエアCD-ROMをセットする。

［プリンタソフトウエアCD-ROMメニュー］ダイアログボック
スが表示されます。

お使いのコンピューターによっては、自動的にメニュープログ
ラムが立ち上がらない場合があります。その場合は、CD-
ROMのルートディレクトリーにある
「MWSETUP.exe」を実行してください。

�［ユーティリティ］をクリックする。
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�［NEC Internet Printing System for Windows NT
4.0］を選択し、［フォルダを開く］をクリックする。

［¥NECIPS¥WINT40］フォルダーにある［Readme.txt］
を必ずお読みください。

�［Setup.exe］アイコンをダブルクリックする。

�［次へ］をクリックする。

�［登録ポートのプリンタURI］ボックスに登録するプリ
ンターのアドレスを入力する。

ここで［登録］を行わなくても、インストール終了後に「印刷
先の変更」で印刷先のポートを追加できます。

（入力例）

IPアドレスが「123.123.123.123
（printer1.sample.nec.co.jp）」の場合

http://123.123.123.123/ipp

ipp://123.123.123.123/ipp

printer1.sample.nec.co.jp/ipp

IPアドレスの代わりにドメインネームを使用することが
できます。ドメインネームとして入力可能な文字の長さ
は、最大127文字（127バイト）です。

�［登録］をクリックする。
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�［次へ］をクリックする。

	［開始］をクリックする。

�［OK］をクリックする。

� プリンタードライバーのインストール

プリンタードライバーをインストールします。次の手順に
従ってください。

� プリンターソフトウエアCD-ROMをセットする。

�［終了］をクリックする。

�［プリンタ］フォルダーを開く。

�［プリンタの追加］アイコンをダブルクリックする。

�［このコンピュータ］を選択して、［次へ］をクリックす
る。

� 使用するポートを選び、［次へ］をクリックする。

�［ディスク使用］をクリックする。

�［配布ファイルのコピー元］を入力して、［OK］をク
リックする。

［配布ファイルのコピー元］に、CD-ROMを挿入したドライブ
名、コロン（：）、円記号（¥）に続けて
「MW4550¥DISK3」と入力します。
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	 使用するプリンターを選択して、［次へ］をクリックす
る。

�［次へ］をクリックする。

� 必要に応じて共有設定をして、［次へ］をクリックす
る。


［完了］をクリックして、終了する。

以上で設定は完了です。

� 印刷先の変更

NEC Internet Printing Systemをインストールした後に
印刷ポートを追加する場合の手順について説明します。

�［プリンタのプロパティ］ダイアログボックスを表示さ
せる。

［プリンタ］フォルダーの［NEC MultiWriter 4550］アイコン
をクリックし、［ファイル］メニューの［プロパティ］をクリッ
クします。

�［ポート］タブをクリックする。

�［ポートの追加］をクリックする。

�［利用可能なプリンタポート］で［NEC Internet Print-
ing System］を選択し、［新しいポート］をクリックす
る。

�［プリンタ URI］ボックスにプリンターのIPアドレスを
含むURIを入力する。

�

�

�

�
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（入力例）

IPアドレスが「123.123.123.123
（printer1.sample.nec.co.jp）」の場合

http://123.123.123.123/ipp

ipp://123.123.123.123/ipp

printer1.sample.nec.co.jp/ipp

IPアドレスの代わりにドメインネームを使用することが
できます。ドメインネームとして入力可能な文字の長さ
は、最大127文字（127バイト）です。

�［OK］をクリックする。

［プリンタのプロパティ］ダイアログボックスを閉じます。

以上で設定は完了です。

Microsoft TCP/IP印刷（LPR）を使用して印刷するには

Microsoft TCP/IP印刷（LPR）を使用した印刷を行うための方法を説明します。

� Microsoft TCP/IP印刷（LPR）を使用した印刷を行うためには、プリンターに印刷データを送るWindows NT 4.0に
LPR（OS添付のMicrosoft TCP/IP印刷サービス）をインストールする必要があります。

� LPRで印刷する場合、［プリンタのプロパティ］ダイアログボックスの［ポート］シートで［双方向サポートを有効にする］
のチェックを外して、無効にしてください。

使用するコンピューターにMicrosoft TCP/IP印刷をインストールします。インストールされている場合は「プリンター
の追加」へ進んでください。

Microsoft TCP/IP印刷サービスのインス
トール

Microsoft TCP/IP印刷を使用するには、TCP/IPプロトコ
ルがインストールされていて、設定が完了している必要が
あります。TCP/IPプロトコルのインストールについて
は、Windows NT 4.0のヘルプ「ネットワークプロトコル
をインストールするには」を参照してください。Microsoft
TCP/IP印刷サービスのインストール方法について説明し
ます。

� コントロールパネルの［ネットワーク］ダイアログボッ
クスを開く。

�［サービス］を選択し、［追加］をクリックする。

�［ネットワークサービス］の一覧から［Microsoft TCP/
IP 印刷］を選択し、［OK］をクリックする。

� 画面に表示される指示に従ってインストールを完了す
る。

次に「プリンタードライバーのインストール」へ進んでくだ
さい。
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プリンタードライバーのインストール

�［プリンタ］フォルダーを開く。

�［プリンタの追加］アイコンをダブルクリックする。

�［このコンピュータ］を選択し、［次へ］をクリックす
る。

�［ポートの追加］をクリックする。

�［LPR Port］を選択し、［新しいポート］をクリックす
る。

［LPR Port］が表示されない場合は、［Microsoft TCP/IP 印
刷］サービスをインストールしてください。

�［lpdを提供しているサーバの名前またはアドレス］
ボックスに、追加するプリンターのIPアドレスまたは
ドメインネームを入力する。

�［ディスク使用］をクリックする。

�［配布ファイルのコピー元］を入力して、［OK］をク
リックする。

［配布ファイルのコピー元］に、CD-ROMを挿入したドライブ
名、コロン（：）、円記号（¥）に続けて
「MW4550¥DISK3」と入力します。

	 使用するプリンターを選択して、［次へ］をクリックす
る。

�［次へ］をクリックする。
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� 必要に応じて共有設定をして、［次へ］をクリックす
る。


［完了］をクリックして、終了する。

次に、双方向通信を無効にします。以下の手順で設定して
ください。

�［プリンタ］フォルダー内に作成されたプリンターの
［プリンタのプロパティ］ダイアログボックスを表示さ
せる。

�［ポート］タブをクリックする。

�［双方向サポートを有効にする］のチェックを外して、
［OK］をクリックする。

以上で設定は完了です。
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Windows Me 日本語版

Windows Meからプリントサーバーを使用せず、ネットワークプリンターへ直接印刷するための設定方法について説明
します。Windows Meから印刷するためには、以下の2つの方法があります。

� NEC TCP/IP Printing System（PrintAgent）.............. 添付のプリンターソフトウエアCD-ROMからプリンター
ソフトウエアをインストールして印刷します。

� IPP（Internet Printing Protocol）.................................. Windows MeのCD-ROMに収録されているIPPクライア
ントソフトウエアを使用して印刷します。

これらのソフトウエアで印刷する前に、あらかじめプリンターにIPアドレスを設定する必要があります。「LANボードの
設定」、「無線LANボードの設定」、および各LANアダプターに添付の取扱説明書を参照してIPアドレスを設定してくださ
い。
プリンターにIPアドレスを設定した後、各ソフトウエアをインストールしてください。

NEC TCP/IP Printing Systemを使用して印刷するには

NEC TCP/IP Printing System（NEC TCP/IP Port）を使用して印刷するための印刷先の変更について説明します。NEC
TCP/IP Printing Systemは、PrintAgentに含まれています。PrintAgentのインストールについては2章の『「インストー
ルプログラム」からのインストール』（53ページ）を参照してください。

�

�

印刷先の変更

印刷先を変更します。次の手順に従ってください。

�［MultiWriter 4550のプロパティ］ダイアログボック
スを表示させる。

［プリンタ］フォルダーの［NEC MultiWriter 4550］アイコン
をクリックし、［ファイル］メニューの［プロパティ］をクリッ
クします。

�［詳細］タブをクリックする。

�［ポートの追加］をクリックする。

�［その他］、［追加するポートの種類］で［NEC TCP/IP
Printing System］を選び、［OK］をクリックする。
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�［インターネットアドレス入力］ボックスにプリンター
のIPアドレスまたはドメインネームを入力する。

�［OK］をクリックする。

［MultiWriter 4550のプロパティ］ダイアログボックスを閉じ
ます。

以上で設定は完了です。

ドメインネームについて

NEC TCP/IP Printing SystemではIPアドレスの代わりに
ドメインネームを使用することができます。

ドメインネームを使用する場合はネットワーク上にDNS
サーバーが存在し、プリンターのドメインネームが登録さ
れていなければなりません。また、NEC TCP/IP Printing
Systemをインストールしたクライアントコンピューターの
［TCP/IPのプロパティ］設定画面でホスト名、ドメイン名、
DNSサーバーのIPアドレスを設定する必要があります。

ドメインネームは階層構造により「．（ドット）」で区切られ
た名前を指します。たとえば、「sample.nec.co.jp」と呼ば
れるドメインの「printer1」と呼ばれるプリンターを指定す
る場合のドメインネームは「printer1.sample.nec.co.jp」と
入力します。
ただし、クライアントコンピューターが「printer1.sample.
nec.co.jp」の同じドメインに存在する場合は、「printer1」
のみで構いません。

ドメインネームとして入力可能な文字の最大は、
127文字（127バイト）です。

DNSサーバーとクライアントコンピューターの詳しい設定
に関してはホストコンピューターのマニュアルを参照して
ください。

IPP（Internet Printing Protocol）を使用して印刷するには

Windows Me環境でIPPを使用して印刷する手順を説明します。

� IPPクライアントソフトウエアのインス
トール

IPPクライアントソフトウエアのインストール方法につい
て説明します。次の手順に従ってください。

� Windows MeのCD-ROMをセットする。

�［スタート］－［ファイル名を指定して実行］をクリック
する。

�「Q:¥add-ons¥ipp¥wpnpins.exe」と入力し、［OK］
をクリックする。

「Q」は、CD-ROMを挿入したドライブ名です。

［¥add-ons¥ipp］フォルダーにある［ipp.txt］を必ずお読
みください。

� プリンタードライバーのインストール

プリンターをインストールします。次の手順に従ってくだ
さい。

� プリンターソフトウエアCD-ROMをセットする。

�［終了］をクリックする。

�［プリンタ］フォルダーを開く。
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�［プリンタの追加］アイコンをダブルクリックする。

�［次へ］をクリックする。

�［ローカルプリンタ］を選び、［次へ］をクリックする。

�［ディスク使用］をクリックする。

�［製造元ファイルのコピー元］を入力して、［OK］をク
リックする。

［製造元ファイルのコピー元］に、CD-ROMを挿入したドライ
ブ名、コロン（：）、円記号（¥）に続けて「MW4550¥DISK2」
と入力します。

	 使用するプリンターを選択して、［次へ］をクリックす
る。

�［LPT1:］を選び、［次へ］をクリックする。

次の「� 印刷先の変更」でIPPポートを作成するので、ここで
は［LPT1:］を選びます。
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� プリンターの名前を確認して、［完了］をクリックす
る。

プリンタードライバーがインストールされます。


［キャンセル］をクリックする。

� 印刷先の変更

印刷先を変更します。次の手順に従ってください。

�［MultiWriter 4550のプロパティ］ダイアログボック
スを表示させる。

［プリンタ］フォルダーの［NEC MultiWriter 4550］アイコン
をクリックし、［ファイル］メニューの［プロパティ］をクリッ
クします。

�［詳細］タブをクリックする。

�［ポートの追加］をクリックする。

�［プリンタへのネットワーク パス］ボックスにプリン
ターのアドレスを入力する。

入力可能な形式は「http://」に限られます。

（入力例）

IPアドレスが「123.123.123.123」の場合

http://123.123.123.123/ipp

�［OK］をクリックする。

この後、テストページを印刷する場合は、
［MultiWriter 4550のプロパティ］ダイアログボックスの［全
般］シートで［印字テスト］をクリックしてください。テスト
ページが印刷されます。

以上で設定は完了です。
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�

�

Windows 98/95 日本語版

Windows 98/95からプリントサーバーを使用せず、ネットワークプリンターへ直接印刷するための設定について説明し
ます。Windows 98/95から印刷するためには以下の2つの方法があります。

� NEC TCP/IP Printing System（PrintAgent）.............. 添付のプリンターソフトウエアCD-ROMからプリンター
ソフトウエアをインストールして印刷します。

� NEC Internet Printing System（IPP）........................... プリンターに添付のCD-ROMに収録されているNEC
Internet Printing Systemを使用して印刷します。

これらのソフトウエアで印刷する前に、あらかじめプリンターにIPアドレスを設定する必要があります。「LANボードの
設定」、「無線LANボードの設定」、または各LANアダプターに添付の取扱説明書を参照してIPアドレスを設定してくださ
い。
プリンターにIPアドレスを設定した後、各ソフトウエアをインストールしてください。

NEC TCP/IP Printing Systemを使用して印刷するには

NEC TCP/IP Printing System（NEC TCP/IP Port）を使用して印刷するための印刷先の変更について説明します。NEC
TCP/IP Printing Systemは、PrintAgentに含まれています。PrintAgentのインストールについては2章の『「インストー
ルプログラム」からのインストール』（53ページ）を参照してください。以下の手順はWindows 98 日本語版で説明してい
ます。Windows 95 日本語版の場合も同じ手順です。

印刷先の変更

印刷先を変更します。次の手順に従ってください。

�［MultiWriter 4550のプロパティ］ダイアログボック
スを表示させる。

［プリンタ］フォルダーの［NEC MultiWriter 4550］アイコン
をクリックし、［ファイル］メニューの［プロパティ］をクリッ
クします。

�［詳細］タブをクリックする。

�［ポートの追加］をクリックする。

�［その他］、［追加するポートの種類］で［NEC TCP/IP
Printing System］を選び、［OK］をクリックする。
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�［インターネットアドレス入力］ボックスにプリンター
のIPアドレスまたはドメインネームを入力する。

�［OK］をクリックする。

［MultiWriter 4550のプロパティ］ダイアログボックスを閉じ
ます。

以上で設定は完了です。

ドメインネームについて

NEC TCP/IP Printing SystemではIPアドレスの代わりに
ドメインネームを使用することができます。

ドメインネームを使用する場合はネットワーク上にDNS
サーバーが存在し、プリンターのドメインネームが登録さ
れていなければなりません。また、NEC TCP/IP Printing
Systemをインストールしたクライアントコンピューターの
［TCP/IPのプロパティ］設定画面でホスト名、ドメイン名、
DNSサーバーのIPアドレスを設定する必要があります。

ドメインネームは階層構造により「．（ドット）」で区切られ
た名前を指します。たとえば、「sample.nec.co.jp」と呼ば
れるドメインの「printer1」と呼ばれるプリンターを指定す
る場合のドメインネームは「printer1.sample.nec.co.jp」と
入力します。
ただし、クライアントコンピューターが「printer1.sample.
nec.co.jp」の同じドメインに存在する場合は、「printer1」
のみで構いません。

ドメインネームとして入力可能な文字の最大は、
127文字（127バイト）です。

DNSサーバーとクライアントコンピューターの詳しい設定
に関してはホストコンピューターのマニュアルを参照して
ください。
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NEC Internet Printing System（IPP）を使用して印刷するには

Windows 98/95の環境でIPPを使用して印刷する手順を説明します。IPPの機能は、プリンターソフトウエアCD-ROM
に収録されているNEC Internet Printing Systemを使用します。

� NEC Internet Printing Systemは、プロキシーサーバーには対応していません。IPP対応プリンターへのアクセス
にプロキシーサーバーの設定が必要な場合は印刷できません。

� NEC Internet Printing Systemは［プリンタ］フォルダーを開くと、プリンターの状態を確認します。

� NEC Internet Printing Systemのイ
ンストール

NEC Internet Printing Systemのインストール方法につ
いて説明します。次の手順に従ってください。

� プリンターソフトウエアCD-ROMをセットする。

［プリンタソフトウエアCD-ROMメニュー］ダイアログボック
スが表示されます。

お使いのコンピューターによっては、自動的にメニュープログ
ラムが立ち上がらない場合があります。その場合は、CD-
ROMのルートディレクトリーにある「MWSETUP.exe」を実
行してください。

�［ユーティリティ］をクリックする。

�「NEC Internet Printing System for Windows 98/
95］を選択し、［フォルダを開く］をクリックする。

［¥NECIPS¥WIN98］フォルダーにある［Readme.txt］
を必ずお読みください。

�［Setup.exe］アイコンをダブルクリックする。

�［次へ］をクリックする。
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�［登録ポートのプリンタURI］ボックスに登録するプリ
ンターのIPアドレスを含むアドレスを入力する。

ここで［登録］を行わなくても、インストール終了後に「印刷
先の変更」で印刷先のポートを追加できます。

（入力例）

IPアドレスが「123.123.123.123
（printer1.sample.nec.co.jp）」の場合

http://123.123.123.123/ipp

ipp://123.123.123.123/ipp

printer1.sample.nec.co.jp/ipp

IPアドレスの代わりにドメインネームを使用することが
できます。ドメインネームとして入力可能な文字の長さ
は、最大127文字（127バイト）です。

�［登録］をクリックする。

［登録ポート名のリスト］ボックスにポートが登録されます。

�［次へ］をクリックする。

	［開始］をクリックする。

�［OK］をクリックする。

� プリンタードライバーのインストール

プリンタードライバーをインストールします。次の手順に
従ってください。

� プリンターソフトウエアCD-ROMをセットする。

�［終了］をクリックする。

�［プリンタ］フォルダーを開く。
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�［プリンタの追加］アイコンをダブルクリックする。

�［次へ］をクリックする。

�［ローカルプリンタ］を選び、［次へ］をクリックする。

�［ディスク使用］をクリックする。

�［配布ファイルのコピー元］を入力して、［OK］をク
リックする。

［配布ファイルのコピー元］に、CD-ROMを挿入したドライブ
名、コロン（：）、円記号（¥）に続けて
「MW4550¥DISK2」と入力します。

	 使用するプリンターを選択して、［次へ］をクリックす
る。

� 使用するポートを選び、［次へ］をクリックする。

� プリンターの名前を確認して、［完了］をクリックす
る。

プリンタードライバーがインストールされます。
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［キャンセル］をクリックする。 � 印刷先の変更

NEC Internet Printing Systemをインストールした後に
印刷ポートを追加する場合の手順について説明します。

�［MultiWriter 4550のプロパティ］ダイアログボック
スを表示させる。

［プリンタ］フォルダーの［NEC MultiWriter 4550］アイコン
をクリックし、［ファイル］メニューの［プロパティ］をクリッ
クします。

�［詳細］タブをクリックする。

�［ポートの追加］をクリックする。

�［その他］、［追加するポートの種類］で［NEC Internet
Printing System］を選択し、［OK］をクリックする。

この後、テストページを印刷する場合は、
［MultiWriter 4550のプロパティ］ダイアログボックスの［全
般］シートで［印字テスト］をクリックしてください。テスト
ページが印刷されます。

以上で設定は完了です。

�［プリンタURI］ボックスにプリンターのURIを入力す
る。

（入力例）

IPアドレスが「123.123.123.123
（printer1.sample.nec.co.jp）」の場合

http://123.123.123.123/ipp

ipp://123.123.123.123/ipp

printer1.sample.nec.co.jp/ipp

IPアドレスの代わりにドメインネームを使用することが
できます。ドメインネームとして入力可能な文字の長さ
は、最大127文字（127バイト）です。

�［OK］をクリックする。

［MultiWriter 4550のプロパティ］ダイアログボックスを閉じ
ます。

以上で設定は完了です。
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ターミナルサービス環境
Windows 2000またはWindows NT 4.0で動作しているターミナルサービス環境でMultiWriterを利用する場合は、ター
ミナルサービス用プリンタードライバーをインストールします。

対応するOSは、以下のとおりです。

� Microsoft Windows 2000 Server ターミナルサービス（日本語版）

� Microsoft Windows NＴ Server 4.0 Terminal Server Edition（日本語版）

� PrintAgentは、ターミナルサービス環境には対応していません。

� ターミナルサービス用プリンタードライバーは、PrintAgentに対応していません。

ターミナルサービス用プリンタードライバーのインストール

プリンターソフトウエアCD-ROMのインストールプログラムを使ってターミナルサービス用のプリンタードライバーを
インストールします。

ここではWindows 2000 Server ターミナルサービス 日本語版を例にとり、プリンターソフトウエアのインストール
手順を説明します。

� プリンターソフトウエアCD-ROMをセットする。

［プリンタソフトウェアCD-ROMメニュー］が起動します。

お使いのコンピューターによっては、自動的にメニュープログ
ラムが立ち上がらない場合があります。その場合はCD-ROM
のルートディレクトリーにある「MWSETUP.exe」を実行して
ください。

�［インストール］をクリックする。

� 右側のボックスから［MultiWriter 4550（ターミナル
サービス用プリンタドライバ）］を選んで［インストー
ル開始］をクリックする。
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�［次へ］をクリックする。

　

＜［ローカルポート］を選んだ場合＞

� 希望するポートを選び［次へ］をクリックする。

�［プリンタドライバをインストールする］を選び、［次
へ］をクリックする。

� プリンターの接続先を選び、［次へ］をクリックする。

ネットワーク接続されていない場合はこのダイアログボック
スは表示されません。次の「［ローカルポート］を選んだ場合」
へ進んでください。

�［ローカルポート］は、コンピューターがプリンターとプ
リンターケーブルで接続されているときに選びます。

�［ネットワーク共有プリンタ］は、MultiWriterがプリン
トサーバー上に共有されているときに選びます。

　

� 共有プリンターとして設定する場合は［共有プリンタとし
て利用する］をチェックして［次へ］をクリックする。

＜［ネットワーク共有プリンタ］を選んだ場合＞
プリンターの接続先を指定し、［次へ］をクリックする。
プリンターの接続先を［ネットワークパス名］に直接入力す
るか、［参照］をクリックして表示される一覧から指定しま
す。

� 設定した内容を確認し、［完了］をクリックする。
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�［OK］をクリックする。

� オプション機器の設定を行う。

＜Windows 2000の場合＞
［プリンタ］フォルダー内の［NEC MultiWriter 4550］アイコ
ンをクリックし、ファイルメニューから［NEC MultiWriter
4550］プロパティを開く。

	 インストールが終了したら［OK］をクリックする。

再起動を促すダイアログボックスが表示された場合、画
面のメッセージに従ってコンピューターを再起動してく
ださい。

� プリンタードライバーが正常にインストールされてい
ることを確認する。

［プリンタ］フォルダー内に、［NEC MultiWriter 4550］アイ
コンが登録されている。

［プリンタの設定］シートで、プリンターの構成を設定する。

＜Windows NT 4.0の場合＞
プリンタフォルダー内の［NEC MultiWriter 4550］アイコン
をクリックし、ファイルメニューから［NEC MultiWriter
4550］プロパティを開く。

［プリンタの設定］シートで、プリンターの構成を設定する。
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UNIX環境の設定
UNIX環境で設定および印刷する方法について説明します。

IPアドレスの設定

UNIXマシンからIPアドレスを設定する方法には、主に「arp」コマンドと「ping」コマンドを使って設定する方法とTelnet
の2つがあります。
Telnetを使ったIPアドレスの設定方法については「ユーティリティーによるLANボードの設定」の「Telnet」の「IPアドレス」
を参照してください。

ここでは、「ping」コマンドを使った設定方法について説明します。あらかじめ、ホストマシン側のARPアドレス変換テー
ブルにプリンターのARPエントリーを作っておくことにより、IPアドレスを変更できます。

以下の手順に従ってください。

� ここで示す方法でIPアドレスを設定すると、LANボードを初期化しないと同じ方法では設定できません（「ネットワーク
設定の初期化」（106ページ）参照）。

� LANボードの設定を初期化すると他のOSの設定もクリアされ、工場出荷時の設定に戻ります。クリアする前に、コン
フィグレーションページを印刷して設定を控えておいてください（「コンフィグレーションページの印刷」（107ページ）
参照）。

� プリンターにIPアドレスを設定する場合は、設定するために使うコンピューターとプリンターがIPルーターなどを介さ
ない（同一ネットワーク内）で接続された環境で行ってください。

� エディターを使用して、ホストコンピューターの
「/etc/hosts」ファイルにプリンターのIPアドレスとホスト名を追加する。

ddd.ddd.ddd.ddd <ホスト名>

「ddd.ddd.ddd.ddd」はプリンターの変更したいIPアドレスです。<ホスト名>はプリンター名を入力してください。

設定されるプリンターのIPアドレスは設定するために使うホストと同一のネットワークアドレスでなくてはなりません。

プリンターのIPアドレスがホストと異なるネットワークアドレスの場合は、ホストのサブネットマスクを一時的に変更して、
同一ネットワークにあるかのように設定し直す必要があります。

次にUNIXの/etc/hostsファイルの表示例を示します。

: : :

192.9.200.20 pr4550  #MultiWriter 4550

: : :

: : :

「192.9.200.20」はプリンターのIPアドレスです。
「pr4550」はプリンターのホスト名です。
「#MultiWriter 4550」はコメント文です。
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� ホストコンピューターのアドレス変換テーブルにプリンターのエントリーを追加する。

arp -s <ホスト名> <Ethernetアドレス>

<ホスト名>は手順1で指定したプリンターのホスト名です。<Ethernetアドレス>には、コンフィグレーションページのMAC Ad-
dressの値を入力してください。

＜実行例＞

arp -s pr4550 00:00:4C:29:00:00

arpコマンドの詳細については、各システムのコマンドマニュアルを参照してください。

� pingコマンドを実行する。

新しいIPアドレスに変更されます。

＜実行例＞

ping pr4550

� コンフィグレーションページを印刷してIPアドレスが変更されたことを確認する。

手順については、「コンフィグレーションページの印刷」（107ページ）を参照してください。

以上で設定は完了です。

ホストコンピューター側のセットアップ

「lprコマンド」か「ftpコマンド」のどちらを使用する場合も、プリンターのIPアドレスとホスト名のhostsファイルに登録
する必要があります。

hostsファイルにIPアドレスを登録すると、ftpコマンドを使用できるようになります。lprコマンドを使用する場合は、
IPアドレスの登録の他に次に示す設定を行う必要があります。

lprコマンドを使用する場合

lprコマンドを使用する場合、通常ホストコンピューター側のprintcapファイルでリモートプリンターとなるプリンター
を定義する必要があります。また、プリンターが持つフィルターを使う場合は、その定義も同時に行います。フィルター
は以下のフィルター名の中からprintcapファイル内でコマンドオプションのrpで定義してください。

その他未登録のフィルター名はlpbとみなされます。

フィルター名 機 能

lpb フィルターなし バイナリーファイルの転送に使います。

lpa LF→CR+LF 改行コードLF（0A）をCR+LF（0D0A）に変換します。

lpbf lpb+FF ファイルの最後にFFコード（0C）を付加します。

lpaf lpa+FF LFをCR+LF（0B0A）に変換しファイルの最後にFFコード（0C）を付加します。

euc EUC→JIS EUCコードをプリンターJISコードに変換します。

EUC
EUC→JIS
LF→CR+LF
+FF

EUCコードのプリンターJISコード変換に加えてLFコード（0A）変換とFFコード（0C）付加を行
います。

sjis Shift-JIS→JIS Shift-JISコードをプリンターJISコードに変換します。

SJIS
Shift-JIS→JIS
LF→CR+LF
+FF

Shift-JISコードのプリンターJISコード変換に加えてLFコード（0A）変換とFFコード（0C）付加
を行います。
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（BSD系UNIXのprintcapファイルの設定例）

pt0¦no convert:¥

　:lp=:rm=<ホスト名>:¥

　:sd=/usr/spool/lpd0:

pt1¦ascii file:¥

　:lp=:rm=<ホスト名>:rp=lpa:¥

　:sd=/usr/spool/lpd1:

pt2¦binary with FF:¥

　:lp=:rm=<ホスト名>:rp=lpbf:¥

　:sd=/usr/spool/lpd2:

pt3¦ascii with FF:¥

　:lp=:rm=<ホスト名>:rp=lpaf:¥

　:sd=/usr/spool/lpd3:

printcapの詳細についてはホストコンピューターの取扱説明書を参照してください。

印刷方法

ホストコンピューターからプリンターへのファイルの転送には、以下の2つの方法があります。

� ftpコマンドによる転送
� lprコマンドによる転送

ftpコマンドによる転送

ftp（file transfer protocol）コマンドとは、通常UNIX上でコンピューター間のデータ転送に使用されるプロトコルで、
TCP/IPの上位層に位置します。

プリンターは、このftpコマンドプロトコルで、クライアント側から転送されたファイルを受け取ることができるサーバー
機能をサポートしています。

印刷ファイルは、ftpコマンドを使いプリンターに転送することで印刷されます。サポートしているコマンドは次の3つで
す。

コマンド名 機　　　能

binary 転送されたファイルはそのままプリンターへ送られます。

ascii プリンターでLF（0A）をCR+LF（0D0A）に変換します。デフォルトはこのモードです。

put
（send）

ファイルの転送に使用します。宛先ファイルとして「FEED」あるいは「feed」と入力する
と、ファイルの最後にフォームフィードを付加します。

ファイルの転送は、次の例のようにクライアント側でftpコマンドプロトコルのコマンドを実行することにより行われま
す。
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（ftpコマンドによるファイル転送例）

olive%ftp pr4550 （［Enter］キーを押してftpコマンドを起動します。）

Connected to pr4550

220 NEC Network Interface Version 02.02 FTP Service Ready

Name(pr4550:) （［Enter］キーを押します。）

230 NEC Printer Log-In Complete.

ftp>binary （［Enter］キーを押してファイルの形式を指定します。）

200 Type set to BINARY.

ftp>put data.plt （［Enter］キーを押してdata.pltファイルを転送します。）

200 PORT command successful

250 Requested file Action okay,completed

13083 bytes sent in 0 seconds(12.78 kbytes/s)

ftp>quit （ftpコマンドを終了します。）

221 Services closing control connection

olive%

転送方法は、ワークステーションまたはパーソナルコンピューター用ソフトウエアによって多少異なります。詳しくは、そ
れぞれのコマンド説明書を参照してください。

lprコマンドによる転送

BSD系UNIXで標準的なリモートプリント機能（lprコマンド）を使ってプリンターにデータを出力することができます。

また、あらかじめprintcapファイルでプリンターにフィルターを登録しておくと、そのプリンターを指定するだけでプリ
ンターに登録されたフィルターを使用してデータの出力を行うことができます。
フィルターを指定しない場合は、ホストコンピューターから受信したデータを無変換のままプリンターに出力するので、
あらかじめホスト側で出力するデータの形式をプリンターに合わせておく必要があります。

プリンター名は、ホストコンピューターの/etc/printcapファイルにプリンターを登録するときに指定します。printcap
の設定については、「lprコマンドを使用する場合」を参照してください。また、printcapの詳細については、ホストコン
ピューターのコマンド説明書を参照してください。

ホストコンピューターからは、次のようなコマンドを入力し、「Enter」キーを押してファイルを転送します。

＜表示例＞

lpr -Ppt0 <ファイル名>

ファイルの転送方法は、ソフトウエアまたはコンピューターによって多少異なります。詳しくは、それぞれのコマンド説明
書を参照してください。



3 ネットワークでの設定 156

893-810024-003-A 第2版

ユーティリティーによるLANボードの設定　
ここでは、LANの設定項目を確認、変更する以下のユーティリティーの詳細について説明します。

� WWWブラウザー
� Telnet
� PrintAgentプリンタ管理ユーティリティ

LANボードの設定項目は、プリンターやLANボードの種類によって異なります。

WWWブラウザー

プリンターをネットワーク環境で利用するための設定を汎用のWWWブラウザーで実行する方法について説明します。

WWWブラウザーの起動

プリンターに設定されたIPアドレスをWWWブラウザーのURL入力欄に入力することでwebページを開くことができま
す。

http://ddd.ddd.ddd.ddd/

「ddd.ddd.ddd.ddd」はLANボードのIPアドレスです。

（実行例）

http://11.22.33.44/

工場出荷状態または異なるネットワークアドレスのIPアドレスを設定する場合は以下のことにご注意ください。

� ホストコンピューターのルーティングテーブルにルートパスを一時的に設定する必要があります。

� 接続時はプロキシーサーバーを使用しない設定にしてください。

� プリンターとホストコンピューターがルーターなどを介さないで接続された環境で行ってください。

ホストコンピューターの設定に関してはホストコンピューターのマニュアルを参照してください。

LANの管理者設定画面ではフレーム表示対応のWWWブラウザーを使用する必要があります。Internet Explorer 3.X以
降または、Netscape Navigator 3.X以降などのフレーム対応ブラウザーをご使用ください。
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起動画面

［プリンタのステータス］

［プリンタの情報］

［LANの設定情報］

［LANの管理者設定画面］

［印刷履歴］

画面表示は一部製品と異なる場合があります。

LANボードとの接続に成功すると右のような画面が開きます。

WWWブラウザーでは以下の情報を設定または参照することができます。

� プリンタのステータス
� プリンタの情報
� 印刷履歴
� LANの設定情報
� LANの管理者設定画面

LANボードの管理者設定画面ではフレーム表示対応のWWWブラウザーを使用す
る必要があります。Internet Explorer 3.X以降またはNetscape Navigator
3.X以降などのフレーム対応ブラウザーをご使用ください。

画面の構成



3 ネットワークでの設定 158

893-810024-003-A 第2版

各メニューの詳細

起動画面から選択するメニューの詳細について説明します。

プリンタのステータス

プリンタのステータス画面では、プリンターの状態が表示されます。
この画面は起動画面とは別の新規ブラウザーとして起動されます。

� 状態表示の周期は変更できません。

� プリンター名はLANボードの管理者設定画面で変更することができます。

� Printer Name
ネットワーク上から見たプリンターの名前を示します。

� F/W Version
ネットワーク関係のファームウェアのバージョンを示します。

� プリンタの状態
30秒周期にプリンターの状態を監視し、状態が自動的に更新されます。

プリンタの情報

プリンタの情報画面では、プリンターの状態、構成情報が表示されます。
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� プリンタ言語一覧
プリンターがサポートしている処理言語を一覧表示します。

� プリンタ状態
プリンターの情報画面を開いたときのプリンターの状態が表示されます。

ステータスはWWWブラウザーの表示を更新するまで変わりません。

� プリンタ構成
プリンターの給紙ユニット情報、用紙サイズ、および用紙の有無が表示されます。

印刷履歴

印刷履歴画面では、ネットワーク経由で印刷した印刷履歴が表示されます。

� プリンターの印刷履歴を表示する場合は、印刷履歴を記録するための設定変更が必要です。工場出荷時の設定では［記
録しない］になっています。

� 印刷履歴を記録するための設定変更は、LANの管理者設定画面で行います。

� Protocol： 印刷アプリケーションプロトコルを示します。

� IP Address： ホストコンピューターのアドレスです。

� Size ： プリンターが受信したデータサイズを示します。

� Satus： 通信結果を示します。

� Session： プリンターが受けている印刷リクエストの数を示します。
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LANの設定情報

LANの設定情報画面では、ネットワーク関係の設定一覧を表示します。

この画面は、コンフィグレーションページより得られる印刷出力情報を画面に表示したものです。

LANの管理者設定画面

LANの管理者設定画面では、ネットワーク関係の設定確認、設定変更を行うことができます。

� パスワードの変更に関してはPassword設定画面を参照してください。

� 出荷時のパスワードは「NECPRADMIN」です。

� パスワードを忘れた場合は、設定を初期化し、工場出荷時の設定に戻してください。その場合は、他の設定も工場設定
値に戻るため、再設定が必要です。初期化については、「ネットワーク設定の初期化」（106ページ）を参照してくださ
い。

設定の登録は大きく分かれた個々のブロック単位で行います。設定変更後に［設定］を押して登録を行ってください。
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設定項目は大きく次の6つに分かれています。

� LAN
［LANの基本設定画面］が表示され、LAN固有の基本設定を行います。

� TCP/IP
［TCP/IP設定画面］が表示され、IPアドレス設定など、ネットワーク接続に必要な設定を行います。

� SNMP
［SNMP設定画面］が表示され、SNMP管理プロトコルを使用する場合に、必要な設定を行います。

� SMTP
［SMTP設定画面］が表示され、レーザープリンターのトナー残量が少なくなった場合に電子メールを送信する設
定を行います。

� 利用情報
［利用情報 設定画面］が表示され、利用情報の設定を行います。

� Password
［Password設定画面］が表示され、設定を変更するときに入力するパスワードの変更が行えます。

LANポート基本設定画面

LANポート基本設定画面では、プリンター名や通信速度などの基本的な設定を行います。

� プリンタ名
ネットワークから見たプリンターの名前を示します。

登録可能な文字列は半角大文字の英字、数字、ハイフン「-」、およびアンダーバー「_」です。

� デュプレックスモード
スイッチングハブ接続時のパケットの送受信設定を行います。

－ Full Duplex（全二重通信）
パケットの送受信を同時に行うことができます。

－ Half Duplex（半二重通信）
パケットの送受信をそれぞれ別々に実行します。

「通信速度」で「自動選択」が選ばれているときはデュプレックスモードの設定は無効となり自動選択になります。
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� 通信速度
通信速度の設定を行います。

－ 自動選択
10BASE-Tまたは100BASE-TXを自動判別し、通信速度を決定します。本設定選択時は、デュプレックスモー
ドも自動判別し、決定します。

－ 10BASE-T
10BASE-T固定の接続設定になります。

－ 100BASE-TX
100BASE-TX固定の接続設定になります。

10BASE-Tまたは100BASE-TX選択時は、デュプレックスモードの設定が有効になります。

� 印刷ログ設定
LAN経由の印刷履歴を記録するための設定を行います。

－ 記録する（自動排出）
印刷履歴を記録するとともに、最大登録ジョブ数になると、自動的に印刷履歴を印刷出力します。
最大登録ジョブ数：50

－ 記録する（上書き）
印刷履歴を記録するとともに最大登録ジョブ数を超えて印刷すると、一番古いジョブから削除（上書き）されま
す。

－ 記録しない
印刷履歴は記録されません。

� 印刷履歴はプリンターの電源切断時またはリセット時にすべてクリアされ、内部に保持されません。

� IPアドレス等の設定を変更した場合もクリアされます。

� 設定を［記録する］から［記録しない］に変更した場合、LANボードが保持している印刷履歴を印刷してから設定が
変更されます。

� Password
パスワードを入力します。

無線プリンタLANボード（PR-WL-11）を取り付けている場合は、無線LANプリンタボードの取扱説明書を参照してくだ
さい。
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TCP/IP設定画面

TCP/IPに関する設定を行います。

� DHCP
IPアドレスをDHCPサーバーから自動的に取得する機能を使用するかしないかを設定します。［使用する］選択時に
DHCPが有効となります。DHCPの詳細については「DHCPの設定」（98ページ）を参照してください。

� IPアドレス
プリンターのIPアドレスを設定します。

工場出荷状態または異なるネットワークアドレスのIPアドレスを設定する場合は、次のことに注意してください。

� ホストコンピューターのルーティングテーブルにルートパスを一時的に設定する必要があります。

� 接続時はプロキシーサーバーを使用しない設定にしてください。

� プリンターとホストコンピューターがルーターなどを介さないで接続された環境で行ってください。

� 異なるIPアドレスを設定すると応答が返らなくなります。一度、WWWブラウザーを閉じて正しいIPアドレスを
URLに指定してください。



3 ネットワークでの設定 164

893-810024-003-A 第2版

� サブネットマスク
LANボードのサブネットマスクを設定します。

� ゲートウェイ
ゲートウェイアドレスを設定します。

� ゲートウェイアドレスの設定はSNMPのTrap機能および電子メール配信機能を使用する場合に必要です。

� 使用しないときは「0.0.0.0」を登録してください。

� FTPタイムアウト
FTPログイン時のタイムアウト時間を設定します。

設定範囲 ：5～60（分）
初期値 ：10（分）

� 最大セッション数
TCP/IPの最大接続数を設定します。
この設定はすべてのTCP/IPアプリケーション層プロトコルが対象となります。

設定範囲 ：1～64
初期値 ：64

� 通信タイムアウト
TCP/IP接続時にホストコンピューターから応答がない場合のタイムアウト時間を設定します。

設定範囲 ：30～7200（秒）
初期値 ：120（秒）

� Autolp設定（PING）
UNIXコマンドによるIPアドレス設定時にPINGによるIPアドレス設定を許可するかしないかを設定します。
［設定する］選択時にPINGによる設定変更が可能です。

� KeepAlive
［通信タイムアウト］で設定した時間が経過した場合に、ホストコンピューターにキープアライブパケットを送信
するかしないかを設定します。
キープアライブパケット送信時にホストコンピューターから対応がある場合は、TCP/IP接続が維持されます。
［使用する］選択時にキープアライブパケットが送信されます。

� アクセス制限
IPアドレスによるアクセス制限機能を使用するか、しないかを設定します。詳しくは「アクセス制限」を参照してく
ださい。

� アクセス制限1
アクセス制限1の各項目を設定します。項目は以下の4項目で構成されています。

－ 有効／無効設定
アクセス制限1のパラメーターの有効／無効を設定する。

－ アクセス許可／拒否設定
アクセス制限1のIPアドレス／サブネットマスクにマッチしたパケットの取り扱いを設定する。

－ アクセス制限を行うIPアドレス
アクセス制限を行うIPアドレスを設定します。
設定範囲 ：各オクテットは0～255
初期値 ：0.0.0.0

－ アクセス制限を行うIPアドレスのサブネットマスク
アクセス制限を行うIPアドレスのサブネットマスクを設定する。
設定範囲 ：各オクテットは0～255
初期値 ：0.0.0.0

� アクセス制限2～5
各パラメーター、入力条件はアクセス制限１と同じです。

� Password
パスワードを入力します。
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� 認証されたコミュニティ名
Get Request、Set Requestコマンド通信に必要なコミュニティ名を設定します。
コミュニティ名には異なる名称を最大4つまで登録できます。

� Trapの設定
Trap送信先のTrapマネージャの登録を最大4つまで行うことができます。
それぞれのTrapマネージャに対し、以下の設定が必要です。
［使用する］選択時に有効となります。

－ IPアドレス
Trap送信するホストコンピューターのIPアドレスを設定します。

－ コミュニティ名
ホストコンピューターがTrapを受け付けるコミュニティ名を設定します。

Trap送信先ホストコンピューターのIPアドレスのネットワークアドレスがプリンターのネットワークアドレスと異な
る場合はゲートウェイアドレスの設定が必要です。

TCP/IP設定の［ゲートウェイアドレス］欄でゲートウェイアドレスを設定してください。

SMTP設定画面

プリンターのトナー残量が少なくなると、電子メールを送信して通知します。

SNMP設定画面
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� トナーの残量が少ないとき、メールで通知
プリンターのトナーの残量が少ない場合に電子メールを送信するかしないかを設定します。［する］を選択してい
る場合に、有効となります。

� トナーの残量が少なくなった初期の状態において、プリンター側のセンサーの状況により、数回電子メールが送信
される可能性があります。

� 電子メール送信後、トナーの補給またはカートリッジの交換が行われる前に送信先メールアドレスなどのパラメー
ターが変更されると、再度、電子メールが送信されます。

� メールサーバーのIPアドレス
メールサーバーのIPアドレスを設定します。

メールサーバーのIPアドレスのネットワークアドレスがLANボードのネットワークアドレスと異なる場合は、ゲート
ウェイアドレスの設定が必要です。

TCP/IP設定画面の［ゲートウェイアドレス］ボックスでゲートウェイアドレスを設定してください。

� To:のメールアドレス
電子メール送信先のメールアドレスを入力します。

メールのSubjectは以下で固定です。

Subject: [NECNIC Report] Printer low-toner

� Cc:のメールアドレス
電子メール送信先の写しが必要な場合にメールアドレスを入力します。

� From:のメールアドレス
電子メール送信元のメールアドレスを変更します。初期値として「PRN@domain-name」が設定されています。必
要に応じて、送信元アドレスの変更を行ってください。

From：送信元アドレスを入力する場合

「ユーザー名＠ドメイン名」の形式で必ず入力してください。

「＠」がない場合や「＠」の前後に文字列がない場合は入力エラーとなり、設定変更されません。

� メール本文
電子メールの本文に記載するコメントを入力します。3行まで入力できます。各行ともに最大80文字（80バイト）、
計240文字の入力可能です。

本文として使用可能な文字列は、ASCIIコード：0020h～0007Eh（16進）の範囲に限ります。ただし、以下の文字
コードは使用することができません。

�“（0022h）

� &（0026h）

� ;（003Bh）

� <（003Ch）

� >（003Eh）

� Password
パスワードを入力します。
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利用情報 設定画面

� 利用情報記録
利用情報機能を使用するか、しないかを設定します。

� 利用情報サーバーのIPアドレス
FTPサーバーのIPアドレスを入力します。
初期値： 0.0.0.0
初期値の場合、利用情報はプリンターからコンピューターへ送信されず、印刷出力されます。

� ログインユーザー名
初期値： anonymous
使用できる文字： 半角英数、アンダーバー「_」、およびハイフン「-」。32文字まで有効

� ログインパスワード
初期値： PRN@domain-name
使用できる文字： 文字コード（0x20-0x7F）、32文字まで有効

� サーバーのポート番号
初期値： 21
設定範囲： 0～65535

� 利用情報ファイル名
初期値： prXXXXXX.csv（有線LANボードの場合）
使用できる文字： 半角英数、アンダーバー「_」、ハイフン「-」、ドット（0x2e）「.」、64文字まで有効。

ファイル名は、ディレクトリー指定（'/'）ができます。ファイル名は変更できません。ファイ
ル名が存在しない場合は、エラーとなります。

� Password
パスワードを入力します。
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Password設定画面

設定変更するときに入力するパスワードの変更方法を説明します。

画面の指示に従い、以下の3つのパスワードをすべて入力して新しいパスワードの登録を行ってください。

� 現在のパスワード入力
� 新しいパスワード入力
� 新しいパスワード再入力

出荷時のパスワードは、「NECPRADMIN」です。

� パスワードとして使用可能な文字列は半角英字、数字、 ハイフン「-」、およびアンダーバー「_」です。

� 英字の大文字と小文字は区別されます。

� WWWブラウザーからのパスワード変更によりTelnetのログインに必要なパスワードも同時に変更されます。

Telnetによるパスワード設定に関しては「Telnet」を参照してください。

� 新しいパスワードは、次回のログイン時から有効になります。

� パスワードを忘れた場合は、設定を初期化し、工場出荷時の設定に戻してください。その場合は、他の設定も工場設定
値に戻るので、再設定が必要です。初期化に関しては「ネットワーク設定の初期化」（106ページ）を参照してください。
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Telnet

ネットワーク環境で利用するための設定をTelnetで変更する方法について説明します。Telnetで接続（ログイン）すると
以下の情報を設定または参照することができます。

� IPアドレス
� サブネットマスク
� ゲートウェイアドレス
� アクセス制限
� SNMP
� パスワード
� LANボード管理情報

� Telnetでログインする際はパスワードの入力が必要です。

� パスワードの設定に関しては「パスワード」を参照してください。

� Telnetでログインできるユーザーは1人です。2人以上で同時にログインすると最初にログインしたユーザーのみ受け
付けます。

Telnet起動画面

Telnetを使用して設定を変更することができます。

� ログインを希望するプリンターのIPアドレスを指定し
て、「Enter」キーを押す。

Telnet ddd.ddd.ddd.ddd

「ddd.ddd.ddd.ddd」はプリンターのIPアドレスです。
（実行例）

Telnet 11.22.33.44

プリンターのIPアドレスがホストコンピューターと異な
るネットワークアドレスの場合、ホストコンピューター
のルーティングテーブルにルート・パスを一時的に設定
する必要があります。

設定に関しては、ホストコンピューターのマニュアルを
参照してください。

� パスワードを入力する。

Connected to:11.22.33.44

Password:

� パスワードに関しては「パスワード」を参照してくださ
い。

� パスワード入力を間違うと、Telnetからログアウト
されます。

� 出荷時のパスワードは「NECPRADMIN」です。

セットアップのメインメニューが表示されます。

Main Menu

---------

1. IP Address

2. Subnet Mask

3. Gateway Address

4. Access Limitation setting

---------

5. SNMP setting

---------

6. Password

7. Management

---------

S. Save (Disconnect and Save parameters)

Q. Quit

Type Any No.>
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� 各メニューにはサブメニューがあります。設定変更を
行いたい項目の番号を［Type Any No.>］の後に入力す
る。

各メニューの設定については、それぞれのページを参照して
ください。
すべての内容の変更または内容の確認が終わったら、Telnet
をログアウトします。

�［Type Any No.>］の後に「S」か「Q」を入力し、「Enter」
キーを押してログアウトする。

「S」入力：設定変更した内容をプリンターに登録してTelnet
をログアウトします。

「Q」入力：設定変更した内容をプリンターに登録せずに
Telnetをログアウトします。この場合、Telnetロ
グイン前の設定が保持されます。

� 印刷データ受信中に「S」入力により設定変更を行う
と、受信済みのすべての印刷処理終了後に設定変更が
行われます。

� 設定変更時はプリンターのリセットが実行されます。
リセット処理中はTelnetによるログインはできませ
ん。

各メニューの詳細

起動画面から選択するメニューの詳細について説明します。

IPアドレス

プリンターのIPアドレスを設定します。

� メインメニューで「1」 を入力し、「Enter」キーを押
す。

以下のように表示されます。

サブネットマスク

プリンターのサブネットマスクを設定します。

� メインメニューで「2」を入力し、「Enter」キーを押す。

以下のように表示されます。

Current IP Address: 11.22.33.44
DHCP: OFF

1.  Change IP Address
2.  DHCP On/Off
3.  Exit

Type Any No.>

� 直接IPアドレスを設定変更する場合は「1」 を、DHCP
設定を変更する場合は「2」を入力し、「Enter」キーを押
す。

DHCPの詳細については「LANボードおよび無線LANボード
の共通設定」の「DHCP」（98ページ）を参照してください。

� 設定内容を保存してログアウトする。

Current Subnet Mask: 255.0.0.0

1.  Change 
2.  Exit

Type Any No.>

�「1」を入力し、「Enter」キーを押す。

� 変更するサブネットマスクを入力する。

� 設定内容を保存してログアウトする。
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ゲートウェイアドレス

ゲートウェイアドレスを設定します。

� メインメニューで「3」を入力し、「Enter」キーを押す。

以下のように表示されます。

Access Limitaion Setting
Current Access Limitaion : Off

　1.　Access Limitation On/Off
　2.　1st Level Access Limitation
　3.　2nd Level Access Limitation
　4.　3rd Level Access Limitation
　5.　4th Level Access Limitation
　6.　5th Level Access Limitation
　7.　Exit

Type Any No.>

� アクセス制限On／Offの設定の場合は「1」を、アクセ
ス制限1～5の設定の場合は「2」～「6」を入力し、
「Enter」キーを押す。

設定についてはそれぞれのページを参照してください。

� 設定内容を保存してログアウトする。

アクセス制限On／Off
［1. Access Limitation On/Off］を選択した場合は、
以下のように表示されます。（上段に現在の設定が表示
されます。）

Current Gateway Address: 0.0.0.0

1.  Change
2.  Exit

Type Any No.>

�「1」を入力し、「Enter」キーを押す。

� 変更するゲートウェイアドレスを入力する。

� 設定内容を保存してログアウトする。

ゲートウェイアドレスの設定はSNMPのTrap機能および
電子メール配信機能を使用する場合に必要です。

使用しないときは「0.0.0.0」を登録してください。

アクセス制限

アクセス制限を設定します。IPアドレスによるアクセス制
限には、次の設定が必要です。以下の手順に従ってアクセ
ス制限を設定してください。詳しくは、「アクセス制限」
（207ページ）を参照してください。�

アクセス制限機能が有効な場合は、アクセスを拒否さ
れているコンピューターからWWWブラウザーや
Telnetなど、すべての通信を行うことができませ
ん。通信を行う場合は、設定を無効にしてください。

アクセス制限のOn／Off
� IPアドレスによるアクセス制限機能のOn/Off設定を行
えます。

コミュニティ名の設定
� アクセス制限1～5の各項目の設定を行えます。項目は
以下の4項目で構成されます。

－ 有効／無効設定
－ アクセス許可／拒否設定
－ アクセス制限を行うIPアドレス
－ アクセス制限を行うIPアドレスのネットマスク

� メインメニューで「4」を入力し、「Enter」キーを押す。

次のように表示されます。

Current  Request Setting : On

　1.　On
　2.　Off

Type Any No.>

アクセス制限を使用する(Onにする)場合、「１」を入
力し、「Enter」キーを押す。アクセス制限を使用しな
い(Offにする)場合は、「2」を入力し、「Enter」キーを
押す。

アクセス制限のメニュー画面に戻ります。

アクセス制限の設定
［2. 1st Level Access Limitation］を選択した場合は、
以下のように表示されます。（上段に現在の設定が表示
されます。）

1st Level Access Limitation

Access Limitation
Access
Current IP Address
Current Net Mask

　1.　Access Limitation Valid/Invalid
　2.　Access Accept/Reject
　3.　Change IP Address
　4.　Change Net Mask
　5.　Exit

Type Any No.>

: Invalid
: Accept
: XXX.XXX.XXX.XXX
: XXX.XXX.XXX.XXX

アクセス制限2～5の各パラメータ、入力条件はアクセ
ス制限1と同じです。ここでは、アクセス制限1の設定
を説明します。
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� アクセス制限１を有効にする場合、［1. Access Limi-
tation Valid/Invalid］の設定を［Valid］にする。

� アクセス制限１のIPアドレス／ネットマスクにマッチ
したパケットを［Accept］(許可)または［Reject］(拒
否)のいずれで扱うか設定する。

　 「2」、「Enter」キーを押して、Accept／Rejectを選択してく
ださい。

� アクセス制限を行うIPアドレスを設定する。

「3」、「Enter」キーを押して、IPアドレスを入力してくださ
い。

� アクセス制限を行うIPアドレスのネットマスクを設定
する。

「4」、「Enter」キーを押して、ネットマスクを入力してくださ
い。

� すべての設定が完了したら、「5」、「Enter」キーを押し
て、アクセス制限のメニュー画面に戻ります。

SNMP

SNMPの通信には、次の設定が必要です。以下の手順に
従ってSNMPを設定してください。

� SNMP Trapの設定
SNMP Trapマネージャーの登録を最大4つまで行え
ます。

� コミュニティ名の設定
GetRequest、SetRequestコマンド通信に必要な
コミュニティ名を設定します。コミュニティ名には
最大5つまで異なる名称を登録できます。

� メインメニューで「5」を入力し、「Enter」キーを押す。

以下のように表示されます。

SNMP Setting

1.  1st SNMP Trap Manager
2  2nd SNMP Trap Manager 
3.  3rd SNMP Trap Manager
4.  4th SNMP Trap Manager
5.  Authentic Community
6.  Exit

Type Any No.>

� SNMP Trapの設定の場合は、「1」～「4」 を、コミュ
ニティ名の設定の場合は「5」を入力し、「Enter」キーを
押す。

設定についてはそれぞれのページを参照してください。

� 設定内容を保存してログアウトする。

SNMP Trap

［1. 1st SNMP Trap Manager］～［4. 4th SNMP Trap
Manager］を選択した場合は、以下のように表示されま
す。

アクセス制限機能が有効な場合は、アクセスを拒否され
ているコンピューターからWWWブラウザーやTelnetな
ど、すべての通信を行うことができません。通信を行う
場合は、設定を無効にしてください。

1.  1st SNMP Trap Manager

 Trap :  Off
 Currenet IP Address :  0.0.0.0
 Current Community Name :  public

 1.　Trap On/Off
 2.　Change IP Address 
 3.　Change Community Name
 4.　Exit

 Type Any No.>

上段に現在の設定が表示されます。

� SNMP Trapを使用する場合、［1. Trap On/Off］の
設定を［On］にする。

� Trap送信先ホストのIPアドレスを設定する。

「2」、「Enter」キーを押して、IPアドレスを入力してくださ
い。

� Trap送信のコミュニティ名を設定する。

「3」、「Enter」キーを押して、コミュニティ名を入力してくだ
さい。

Trap送信先ホストのIPアドレスのネットワークアドレス
がLANボードのネットワークアドレスと異なる場合は、
ゲートウェイアドレスの設定が必要です。「ゲートウェイ
アドレス」を参照してゲートウェイアドレスを設定してく
ださい。
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コミュニティ名の設定

［5. Authentic Community］を選択した場合は、以下のよ
うに表示されます。

Authentic Community

1.　Authentic Community1: public
2.　Authentic Community2: public
3.　Authentic Community3: public
4.　Authentic Community4: fxSystemMgr
5.　Exit

 Type Any No.>

パスワード

Telnetでログインする際に入力するパスワードの変更方法
について説明します。LANボード出荷時のパスワードは、
「NECPRADMIN」です。

� パスワードとして使用可能な文字列は、半角英
字、数字、ハイフン 「-」、およびアンダーバー「_」
です。

� 英語の大文字と小文字は区別されます。

� Telnetのパスワードを変更すると、WWWブラ
ウザーから設定する場合に必要なパスワードも同
時に変更されます。WWWブラウザーからの設定
に関しては、「WWWブラウザー」を参照してくだ
さい。

� メインメニューで［Type Any No.>］の後に「6」を入力
し、「Enter」キーを押す。

� パスワードを入力する。

パスワードの変更時は入力ミスを防ぐために2回同じパス
ワードを入力します。画面の指示に従って新しいパスワード
を入力してください。

� 新しいパスワードは、次回のログイン時から有効にな
ります。

� パスワードを忘れた場合は、LANボードの設定を初
期化し、工場出荷時の設定に戻してください。その場
合は、他の設定も工場設定値に戻るため、再設定が必
要です。LANボードの初期化に関しては「ネットワー
ク設定の初期化」（106ページ）を参照してください。

現在登録されているコミュニティ名が右側に表示されま
す。
変更したいコミュニティ名の番号を選択して新しいコミュ
ニティ名を入力してください。
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LANボード管理情報

Telnetにより、次の情報を参照または変更することができます。

� 設定情報一覧
テストページの「LANステータス」で得られる情報を画面上で参照することができます。

� 印刷履歴の確認
ネットワーク経由で印刷した印刷履歴を画面上で参照することができます。

� 印刷履歴の確認を行う場合は、印刷履歴を記録するための設定変更が必要です。工場出荷時は［記録しない］に設定
されています。

� 印刷履歴の設定変更はWWWブラウザー（「WWWブラウザー」（156ページ）参照）または付属のPrintAgentプリン
タ管理ユーティリティ（「ユーティリティーによるLANボードの設定」の「PrintAgentプリンタ管理ユーティリティ」
（177ページ）参照）から行います。

� 画面表示ライン数の変更
設定情報一覧、印刷履歴を参照する場合の画面表示ライン数を変更することができます。

メインメニューで［Type Any No.>］の後に「7」を入力し、「Enter」キーを押すと以下のように表示されます。

Management Menu

1.　Display Configuration Data
2.　Display Printing Log Data
3.　Change Display Line Number
4.　Web Management
5.　ARP
6.　Exit
Type Any No.>

設定情報一覧

［1. Display Configuration Data］を選択すると、コンフィグレーションページの情報が画面に表示されます。
表示内容は「コンフィグレーションページの印刷」を参照してください。

印刷履歴の確認

［2. Display Printing Log Data］を選択すると、LAN経由で印刷した印刷履歴を画面に表示します。

印刷履歴がない、印刷履歴の記録設定がされていない場合は以下のように表示されます。

There is no log data.

印刷履歴が存在する場合は以下のように表示されます。

NEC Printing History

Protocol     Source Host         Size [byte]        Result       Jobs
--------------+----------------------------+-----------------------+-----------------+------------
910
ftp
lpr
http

1
1
1
1

OK
Timeout
OK
Error

12
123
1234
12345

123.123.123.1
123.123.123.2
123.123.123.3
123.123.123.4
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� Protocol ：印刷アプリケーションプロトコルを示します。

� Source Host ：ホストコンピューターのアドレスです。

� Size [byte] ：プリンターが受信したデータサイズを示します。

� Result ：通信結果を示します。

� Jobs ：印刷時に受信した印刷ジョブの待ち行列を示します。

� 印刷履歴はプリンターの電源切断時またはリセット時にすべてクリアされ、内部に保持されません。

� IPアドレス等の設定を変更した場合もクリアされます。

画面表示ライン数の変更

［3. Change Display Line Number］を選択すると、LANボード設定情報一覧、印刷履歴を参照する場合の画面表示ラ
イン数を変更することができます。工場出荷時の表示ライン数は［20］です。画面に現在の表示ライン数が表示されます
ので、新しい表示ライン数を入力してください。

WWWブラウザーへの応答設定

［4. Web Management］を選択し、設定を［Access Enable］にするとWWWブラウザーからの設定、閲覧を許可します。
設定を［Access Disable］にすると、WWWブラウザーへの応答はなくなり、WWWブラウザーからの設定、閲覧は行え
ません。

ARP機能設定変更

［5. ARP］機能設定を変更することで、ホスト側のMACアドレスの取得方法を変更することができます。

� メインメニューで「7」を入力し、「Enter」キーを押
す。

次のように表示されます。

Management Menu

1.　Display Configuration Data
2.　Display Printing Log Data
3.　Change Display Line Number
4.　Web Management
5.　ARP
6.　Exit
Type Any No.>

�「5」を入力し、「Enter」キーを押す。

以下のように表示されます。

ARP

1.  Request
2.  Life Time
3.  Exit

Type Any No.>

�「1」を入力し、「Enter」キーを押す。

次のように表示されます。

�「2」を入力し、「Enter」キーを押す。

　1.　On : Arpリクエストによる取得
　2.　Off : パケット情報により取得

Current  Request Setting : On

　1.　On
　2.　Off

Type Any No.>

� 設定内容を保存してログアウトする。
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ARP Life Time設定

ARP Life Timeは、［Current Request Setting］が［ON］
の時LANボードのARPテーブルで、MACアドレスなどを
保持する時間です。通常は、デフォルトのままでのご使用
を推奨します。

� メインメニューで「7」を入力し、「Enter」キーを押
す。

次のように表示されます。

Management Menu

1.　Display Configuration Data
2.　Display Printing Log Data
3.　Change Display Line Number
4.　Web Management
5.　ARP
6.　Exit
Type Any No.>

�「5」を入力し、「Enter」キーを押す。

以下のように表示されます。

ARP

1.  Request
2.  Life Time
3.  Exit

Type Any No.>

�「2」を入力し、「Enter」キーを押す。

次のように表示されます。

Current Life Time (Sec):120
New Life Time>

�「New Life Time」のところに1～1200（Sec.）の間で
入力する。

Current Life Timeのデフォルトは120sec.です。

� 設定内容を保存してログアウトする。
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PrintAgentプリンタ管理ユーティリティ

PrintAgentプリンタ管理ユーティリティは、LANを標準実装したプリンターやオプションのLANボード/LANアダプター
を接続しているプリンターのネットワーク設定や状態の確認やPrintAgentのいろいろな機能を設定するユーティリティー
です。
このユーティリティーは、プリンター管理者向けのツールとして以下のような設定やプリンター運用時の監視機能を提供
しています。ただし、ご使用のLANボード/LANアダプターにより、その内容は異なります。�

ここでは、Windows XP 日本語版環境でPrintAgentプリンタ管理ユーティリティの画面左のツリービューで［NECプリ
ントサーバ］を選択している場合について説明します。

� ネットワークプリンターの設定と管理

－ ネットワークプリンターの一覧の確認

－ プリンターの状態の確認

－ IPアドレスの設定
－ プリンターの構成
－ リモート電源制御（型番 PR-NP-03TR2 LANアダプタ装着時）

� PrintAgentの機能
－ 印刷ジョブの制御
－ プリンタステータスウィンドウの起動
－ 保守情報のメール通知（NEC e-mailメンテナンス）の設定
－ プリンタ自動切替の設定（グループプリンター作成の設定）
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ご利用までの手順

PrintAgentプリンタ管理ユーティリティがネットワークで使用できるようになるまでの手順について説明します。

プリンタ管理ユーティリティをご使用になるときは、以下の点に注意してください。

� PrintAgentプリンタ管理ユーティリティをインストールする前にコンピューターのネットワーク設定（IPアドレスなど）
がすでに行われていることを確認してください。

� PrintAgentプリンタ管理ユーティリティとLANボード、LANアダプターに添付のWindows 3.1用ネットワークプリ
ンタユーティリティを同時に実行しないでください。

� PrintAgentプリンタ管理ユーティリティを起動していることにより、メモリー不足で他のアプリケーションソフトウ
エアが実行できない場合は、PrintAgentプリンタ管理ユーティリティを終了してください。

� Windows XPでご使用になる場合は、アカウントの種類を［コンピュータの管理者］のユーザーでログオンしてくださ
い。

� Windows 2000またはWindows NT 4.0でご使用になる場合、Administratorsの権限を持ったユーザーでログイ
ンしてください。Administratorsの権限を持たないユーザーでログインした場合には設定を行えません。

� 設定を行う場合、プリンターと同一ネットワークアドレスに接続されたコンピューターを使用してください。

� Windows 2000で、IPX/SPX互換トランスポートを使用する場合、ネットワーク上にNetWareサーバーが起動して
いる必要があります。NovellのNetWareクライアントソフトウエアをインストールすることで一部の機能が有効にな
ります（［NetWare］シート（200ページ）参照）。

� オプションのLANボード、LANアダプターに添付のPrintAgentプリンタ管理ユーティリティをすでにご使用の場合
は、これを削除（アンインストール）した後、プリンターに添付のプリンターソフトウエアCD-ROMに収録されている
PrintAgentプリンタ管理ユーティリティをインストールしてください。アンインストール方法については、オプショ
ンのLANボード、LANアダプターに添付の「PrintAgentプリンタ管理ユーティリティ取扱説明書」をご覧ください。

Step1 使用環境を確認する

このPrintAgentプリンタ管理ユーティリティを使用できるプリンターは、MultiWriter 4550（型番 PR-WL-11装着時含
む）です。

また、イーサネットコネクタを標準で装備したNEC製プリンターまたは下記のLANボード、LANアダプターを接続した
NEC製プリンターが対象となります。

� PR-NP-04T　LANボード（TCP/IP）
� PR-L2800-NP　LANボード（TCP/IP）
� PR-NP-02T2　LANアダプタ（TCP/IP）
� PR-NP-03TR2　LANアダプタ（TCP/IP）
� PR-WL-11　無線LANプリンタボード
� PR-WL-12　無線LANボード
� PC-PR-L01　マルチプロトコルLANボード
� PC-PR-L02　マルチプロトコルLANボード
� イーサネットコネクターを標準で装備したプリンター

ただし、本ユーティリティーに対応していないプリンターもあります。その場合はプリンターに添付のユーティリ
ティーを使用してください。

Step2 イーサネットコネクターを装備しているプリンターを接続する

ケーブルの接続方法などは、プリンターに添付のユーザーズマニュアルをご覧ください。
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� パスワードの入力、設定をする。

パスワードを既に設定している場合は、パスワードを入力す
るダイアログボックスがされますので、パスワードを入力し
てください。

パスワードの設定をたずねるダイアログボックスが表示され
ます。

［はい］をクリックするとパスワードの設定ウインドウが表示
されます。パスワードは、半角の英数文字で8文字まで入力
できます。

パスワードが不要の場合は、［いいえ］をクリックしてくださ
い。後から［ツール］メニューの［パスワードの変更］で設定で
きます。

� プリンターを登録していない場合、プリンターを登録
するかどうかの［確認］ダイアログボックスが表示され
るので、どちらかをクリックする。

［はい］をクリックした時は手順�に、［いいえ］をクリックし
た時は手順�に進んでください。
このダイアログボックスが表示されなかった場合は、画面左
のツリービューで［NECプリントサーバ］を選択してくださ
い。

�［プリンタ］メニューから［プリンタの登録］をクリッ
クする。

［プリンタの登録］ウィザードが開始されます。

Step3 PrintAgentプリンタ管理ユーティリティをインストールする

PrintAgentプリンタ管理ユーティリティをコンピューターにインストールします。インストールは、PrintAgentのイン
ストール時に［管理者向けカスタムインストール］を選択し、［プリンタ管理ユーティリティ］にチェックを付けることで行
います。

プリンターソフトウエアのインストールプログラムで後から追加インストールを行ったり、削除することができます。詳
細については、2章の「プリンター管理者用インストール」（72ページ）を参照してください。

Step4 プリンターを登録する

PrintAgentプリンタ管理ユーティリティを使ってLANボー
ドの設定を行うためにプリンターの登録を行います。新規
にLANボードをネットワークに接続した場合は、このプリ
ンターのコンフィグレーションページの印刷結果にある
MACアドレス等も参照してください。コンフィグレーショ
ンページの印刷方法については、「コンフィグレーション
ページの印刷（107ページ）」を参照してください。

� PrintAgentプリンタ管理ユーティリティを起動す
る。

［スタート］をクリックし、［プログラム］、［PrintAgent管理
ツール］をポイントします。次に［プリンタ管理ユーティリ
ティ］をクリックします。
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� 設定するプリンターを自動で検索するか、マニュアル
で検索するかを選び、［次へ］をクリックする。

［はい］を選ぶと、ネットワーク内で登録されていないプリン
ターを自動的に検索します。手順�に進んでください。
［いいえ］を選ぶと、プロトコル、MACアドレスなどを入力
して検索します。手順�に進んでください。

� 登録したいプリンターを選び、［次へ］をクリックす
る。

手順�に進んでください。

� LANボードと通信するプロトコルを選び、［次へ］をク
リックする。

「NetWare（IPX/SPX）プロトコルによる検索」を選んだ場合
は、手順	に進んでください。
「TCP/IPプロトコルによる検索」を選んだ場合は、手順に
進んでください。

� ネットワーク番号を入力して、［次へ］をクリックす
る。

存在しないネットワーク番号を入力しないでください。
入力すると動作が遅くなることがあります。

	 プリンターの検索方法を選び、［次へ］をクリックす
る。

「ネットワークに接続されているプリンタを検索」を選んだ場
合は、手順�に進んでください。
「ネットワーク番号とMACアドレスを指定して登録」を選ん
だ場合は、手順
に進んでください。

�［次へ］をクリックする。
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� ブロードキャストアドレス、またはIPアドレスを入力
して［次へ］をクリックする。

 プリンターの検索方法を選び、［次へ］をクリックす
る。

「ネットワークに接続されているプリンタを検索」を選んだ場
合は、手順�に進んでください。
「IPアドレスとMACアドレスを指定して登録」を選んだ場合
は、手順�に進んでください。


 ネットワーク番号とMACアドレスを入力して、［次
へ］をクリックする。

手順�に進んでください。

� 登録したいプリンターを選び、［次へ］をクリックす
る。

手順�に進んでください。

� IPアドレスとMACアドレスを入力し、［次へ］をクリッ
クする。

�［完了］をクリックする。

以上でプリンターの登録は完了です。

� 登録したいプリンターを選び、［次へ］をクリックす
る。

手順�に進んでください。
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ツールバー
メニューの項目をアイコン化したものです。選んだプリンター、接続形態に
よって表示は異なります。

PrintAgentプリンタ管理ユーティリティのメニュー

PrintAgentプリンタ管理ユーティリティを起動すると以下のウィンドウが表示されます。

メニューバー

ステータスバー ツリービュー
ネットワーク内のプリンターがどのように接続されているかをツリー形式で
表示します。

利用可能なプリンタ： 実際にコンピューターにプリンタードライバーがイン
ストールされているプリンターです。

ネットワーク共有： ネットワーク内で共有に出されているプリンターを検
プリンタ 索できます。

NECプリントサーバ： イーサネットコネクターを標準装備したNEC製プリン
ター、またはNEC製のLANボード、LANアダプターを
使ってネットワーク接続されているプリンターです。

リストビュー

左側のボックスで選ばれた接続形態のプリン
ターの使用状況をリストで表示します。

各メニューのコマンドをポイントするとステータスバーに簡単な説明が表示されます。詳細な説明が必要な場合はヘルプをご覧くだ
さい。
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［プリンタ］メニュー

リストビューでプリンターを選んでいるときに実行できる機能は次のとおりです。

■ ステータス

以下のようなプリンターのステータス画面を表示します。プリンターのステータス画面ではプリンターの状態、
モデル名、プリンターの構成が表示されます。この画面は、ツールバーの［ステータス］ボタンをクリックしても
表示することができます。

■ 削除

選択したプリンターを削除します。ツールバーの［削除］ボタンをクリックしても同じ機能を実行することができ
ます。

■ 名前の変更

選択したプリンターの［プリンタ名］ボックスがハイライトし、名前を変更することができます。デフォルトでは
［LANポード］シートのプリンター名と同じ名前が表示されますが、任意の名前に変更できます。また、ここでの
変更は［LANポード］シートのプリンター名には影響しません。

■ 印刷履歴を表示

ネットワーク経由で印刷した履歴を表示します。

■ プロパティ
選択したプリンターの設定（LANボードまたはLANアダプター接続時は、これらの設定）を変更することができま
す。プロパティの内容については「［プロパティ］ダイアログボックス」をご覧ください。

■ プリンタの登録
プリンターを登録するための［プリンタの登録］ウィザードが起動します。
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■ 電源制御

リモート電源制御機能を持つLANアダプター（型番 PR-NP-03TR2）を使って接続されたプリンターの電源をON/
OFFできます。ON/OFFは［リモート電源制御］シートの設定に従います。NECプリントサーバーのリストビュー
にリモート電源制御機能をもつプリンターを登録し、次のサブメニューを実行します。

リモート電源オフ リモート電源オン

� スケジュール

［電源制御］のサブメニュー［スケジュール］をクリックすると、スケジュール可能なプリンターをON/OFFする
ためのタスク名の一覧が表示されます。

この一覧では、電源オン、電源オフのペアで20台までスケジュール管理ができます。また、スケジュールの設
定状況は、各タスク名ごとに4つまでその概要を一覧に表示します。

各タスク名の上で右クリックすると、以下の画面のようなサブメニューが表示されます。ここでプリンターを
ON/OFFするスケジュールを設定します。プリンターのON/OFFは［リモート電源制御］シートの設定に従いま
す。

［電源制御］のサブメニュー［スケジュールの設定］を選ぶと、プリンターの電源をON/OFFする日時の設定を行
うダイアログボックスが表示されます。

これらのダイアログボックスは、Windowsのタスクスケジュール機能を使用しています。設定の詳細につい
ては、このダイアログボックスのポップアップヘルプも参照してください。

� オン（またはオフ）

［電源制御］のサブメニュー［オン］または［オフ］をクリックすると、それぞれ電源制御可能なプリンターを選ぶ
ダイアログボックスが表示されます。プリンターを選択し、［OK］をクリックすることで［リモート電源制御］
シートの設定に従ってON/OFFします。

＜スケジュールの設定＞
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［電源制御］のサブメニュー［スケジュールのクリア］を選ぶと、選択したタスク名に設定した複数のスケジュー
ルをすべて削除します。

スケジュール機能使用上のご注意

�［スケジュールの設定］で表示されているダイアログボックスは、Windowsのタスクスケジュ－ラーを使用し
ています。タスクスケジューラーの一時停止をしている場合は、タスクスケジュラーの続行を行ってくださ
い。［コントロールパネル］または、［マイコンピュータ］－［タスク］または、［Scheduled Tasks］の［詳細設
定］から設定できます。Windows XPでは、［コントロールパネル］で［クラシックに切り替える］を行うと表示
されます。

�  NECプリントサーバのリストビューに表示されている［プリンタ名］を変更した場合、既に設定しているスケ
ジュールは、変更前の状態のままになっています。

［スケジュールのクリア］でスケジュールを削除し、新たに表示されているタスク名にスケジュールを設定し直
してください。

� プリンターのIPアドレスを変更した場合、既に設定しているスケジュールは、変更前の状態のままになってい
ます。次の手順に従ってIPアドレスを修正してください。

�［スケジュールの設定］から［タスク］を開く。

�［実行するファイル名］ボックスに表示されているIPアドレスの「IP/:」以降を修正する。

（例）

　 IPアドレス「111.222.123.123」を「100.200.123.123」に変更する場合

「/IP:111.222.123.123」を「/IP:100.200.123.123」と修正します。

� NECプリントサーバに登録したプリンターを削除しても、このプリンターに対するスケジュールは削除され
ません。

� プリンタ管理ユーティリティをアンインストールすると、電源制御に必要なファイルもアンインストールされ
てしまい、設定時刻になってもプリンターのオン・オフができなくなります。

［コントロールパネル］または、［マイコンピュータ］－［タスク］あるいは［Scheduled Tasks］からタスク名を
表示し、タスク名を右クリックして削除してください。Windows XPでは、［コントロールパネル］で［クラ
シックに切り替える］を行うと表示されます。

�［電源制御］はTCP/IPプロトコルを使用していますので、ご使用のコンピューターにTCP/IPプロトコルが組
み込まれていることを確認してください。
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－［タスク］シート

［タスク］シートでは、次のような設定ができます。

－［スケジュール］シート

［スケジュール］シートでは、次のような設定ができます。

項　目 説　明

実行するファイル名 プリンターの電源をON/OFFする実行ファイル名です。

開始 プリンターの電源をON/OFFする実行ファイルへのパスです。変更しないでください。

実行する ［スケジュール］シートで設定した日時にON/OFFする実行ファイルを実行するために
チェックを付けてください。

項　目 説　明

新規

プリンターをON（またはOFF）する日時の設定を行います。［タスクのスケジュール］で日
単位、週単位等の選択ができます。

［新規］を数回クリックすると、複数の日時の設定を行うことができます。
複数の設定を行った場合、［スケジュール制御］の一覧には、最初の4つの設定の概要が表示
されます。

削除 ［新規］で設定したスケジュールを1つずつ削除します。

詳細設定

［詳細設定］をクリックすると、次の設定項目が表示されます。
　●　開始日
　　　プリンターのON/OFFを開始する日付を設定します。
　●　終了日
　　　プリンターのON/OFFを終了する日付を設定します。
　●　タスクを繰り返し実行
　　　チェックを外してください。

複数のスケジュール
を表示する チェックを付けてください。
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－［設定］シート

［設定］シートでは、次のような設定ができます。

項　目 説　明

タスク完了時 ［今後実行する予定のないタスクは削除する］をチェックしてください。

アイドル時 チェックを外してください。

電源の管理 チェックを外してください。
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［表示］メニュー

［表示］メニューでは、次のような機能が実行できます。

� ツールバー

ツールバーを表示するかしないかを切り替えます。メニュー上のチェックマークは表示している状態を示してい
ます。

� ステータスバー

ステータスバーを表示するかしないかを切り替えます。メニュー上のチェックマークは表示している状態を示し
ています。

� アイコン

右のようなプリンターの一覧をアイコンで表示
します。

� 詳細

右のようなプリンタの一覧をリストで表
示します。
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－［表示］シート

詳細リスト表示のとき列見出しの項目を選択します。［プリンタ名］と［プリンタの状態］は、はじめから表示さ
れています。

デフォルトでは、［LANボード］シートのプリンター名と同じ名前が表示されますが、プリンター名を2回クリッ
クすると、任意の名前に変更することができます。ここでの変更は、［LANボード］シートのプリンター名には
影響しません。

� フォルダオプション

NECプリントサーバの設定を行います。［NECプリントサーバのオプション］ダイアログボックスを表示します。

－［タイマー］シート

項　目 説　明

プリンタステータス
更新周期

登録されたプリンターの状態を確認しリストを更新する周期を設定します。10秒から120秒
まで10秒刻みで設定できます。初期値は30秒です。

プリンタ応答待ち時
間

プリンターとの通信時、本ユーティリティーがプリンターからの応答を待つ時間を設定しま
す。プリンターからの応答が遅い場合、待ち時間をより長く設定してください。初期値は1秒
です。

項　目 説　明

モデル名 LANボードのモデル名を表示します。

MACアドレス LANボードの固有のネットワークアドレスを示します。

IPアドレス LANボードのIPアドレスを表示します。

ネットワーク番号 NetWareプロトコルで通信しているとき、NetWareネットワーク番号を表示します。

FWバージョン LANボード内のLAN関連ファームウエアのバージョンを表示します。

シリアル番号 プリンターのシリアル番号を表示します。

� 最新の情報に更新

登録されているプリンターと通信を行い情報を更新します。
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［ツール］メニュー

［ツール］メニューでは、［パスワードの変更］が選択できます。
［パスワードの変更］は、本PrintAgentプリンタ管理ユーティリティを使用する
ためのパスワードの設定・変更を行います。

［ヘルプ］メニュー

［ヘルプ］メニューでは、PrintAgentプリンタ管理ユーティリティについてのヘ
ルプを参照することができます。

� 表示

リストビューをアイコン形式で表示するか、リスト形式で表示するかを切り替えます。［表示］メニューの［アイコ
ン］、［詳細］と同じ機能です。

� 最新の情報に更新

登録されているプリンターと通信を行い情報を更新します。［表示］メニューの［最新の情報に更新］と同じ機能で
す。

� プリンタの登録

プリンターを登録します。［プリンタの登録］ウィザードが起動します。［プリンタ］メニューの［プリンタの登録］
と同じ機能です。

� 電源制御

［プリンタ］メニューの電源制御と同じです。

ツールバー

以下のようにメニューの項目をボタンにしたものがツールバーに用意されています。

［アイコン表示］ボタン ［詳細表示］ボタン

［削除］ボタン ［ステータス］ボタン

ポップアップメニュー

リストビュー内の任意の場所で右クリックすると表示されるメニューです。以下のような機能が実行できます。

［プロパティ］ボタン
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［プロパティ］ダイアログボックス

LANポードの設定は、左のような［プロパティ］ダイアログボックスで行いま
す。

表示される内容は、プリンターやLANアダプターによって異なります。また、設
定できない項目は、グレーアウトされます。

�［プリンタ］アイコンを右クリックする方法
［プリンタ］アイコンを右クリックして、［プロパティ］を選択します。

�［ツール］ボタンをクリックする方法
ツールバーのアイコンをクリックします。

ダイアログボックスの開き方

［プロパティ］ダイアログボックスは、次の方法で開くことができます。

�［プリンタ］メニューを使う方法
［プリンタ］アイコンを選択してから、［プリンタ］メニューの［プロパティ］を選択します。
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［LANポート］シート

LANポートの固有情報を表示設定します。

以下の固有情報を表示します。

� MACアドレス

プリンターに接続しているネットワークオプション固有のネットワークアドレスです。

� ハードウエアタイプ

プリンターに接続しているネットワークオプションの種別です。

� FWバージョン

ネットワーク関係のファームウエアバージョンです。

以下の固有情報を設定できます。

� プリンタ名

ネットワーク上から見たプリンターの名前です。半角大文字の英数字、ハイフン「-」、アンダーバー「_」が使用可能
です。

� プリンタアクセス周期

プリンターの状態を更新する周期です。初期値は5秒になっています。

プリンターによっては変更が行えません。
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［TCP/IP］シート

TCP/IPプロトコルを使ったときのIPアドレスとサブネットマスクを設定できます。

� DHCPサーバから取得する

プリンターのIPアドレスとサブネットマスクをDHCPサーバーから取得して設定します。

� UNIXコマンド（ARP, PING）で設定する

プリンターのIPアドレスをUNIXコマンドで設定できるようにします。

� マニュアルで設定する

プリンターのIPアドレスとサブネットマスクをマニュアルで設定します。

［DHCPサーバから取得する］を選択した場合は、DHCPサーバーへプリンターに設定するIPアドレスを事前に登録し
ておくことで、不用意なIPアドレスの変化を防止することができます。DHCPサーバーによりIPアドレスが変更され
た後は登録されたプリンターとしての通信ができなくなります。プリンターを再度、選んで登録し直してください。

［マニュアルで設定する］を選択するとUNIXコマンドによる設定ができなくなります。UNIXコマンドでIPアドレスを
再設定する場合は、［UNIXコマンドで設定する］を選んでください。

［TCP/IP詳細］シート

TCP/IP詳細パラメータを設定します。以下の機能を持たないプリンターでは、このシートは表示されません。

� デフォルトゲートウェイ

ゲートウェイアドレスを示します。

� 最大セッション数

TCP/IPの最大接続数を設定します。この設定はすべてのTCP/IPアプリケーション層プロトコルが対象となりま
す。設定範囲は「1～64」、初期値は「64」になっています。
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� 通信タイムアウト

TCP/IP接続時にホストコンピュータから応答がない場合のタイムアウト時間を設定します。

－ タイムアウト時間

タイムアウトまでの時間を示します。設定範囲は「30～7200秒」、初期値は「120秒」になっています。

－ キープアライブパケットを送信する

通信タイムアウトで設定した時間が経過した場合に、ホストコンピューターにKeep Aliveパケットを送信する
か、しないかを設定します。Keep Aliveパケット送信時にホストコンピューターから応答がある場合には、
TCP/IP接続が維持されます。

� FTPタイムアウト

FTP接続時のタイムアウト時間を設定します。設定範囲は「5～60分」、初期値は「10分」になっています。

［SNMP］シート

SNMPプロトコルに必要な設定を行います。SNMP機能を持たないプリンターでは、このシートは表示されません。

� 認証するコミュニティ名

ホストコンピューターからのSNMP通信の中で、プリンターが受け付けるコミュニティ名を設定します。コミュ
ニティ名には異なる名称を最大4つまで登録できます。

� Trap通知先

Trap通知先のSNMPマネージャの登録を最大4つまで行うことができます。以下でTrap通知先を設定します。

－ IPアドレス

プリンターがホストコンピューターにTrapを通知する時のホストコンピューターのIPアドレスを設定します。

－ コミュニティ名

プリンターがホストコンピューターにTrapを通知する時のホストコンピューターのコミュニティ名を設定しま
す。

Trap通知先ホストコンピューターのIPアドレスのネットワークアドレスがLANボードのネットワークアドレスと異な
る場合は、ゲートウェイアドレスの設定が必要です。

［TCP/IP詳細］シートの［デフォルトゲートウェイ］ボックスにゲートウェイアドレスを設定してください。
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［リモート電源制御］シート

リモート電源制御に関する設定を行います。プリンターの電源のオン、オフ要求は［プリンタ］メニューの［電源制御］から
行います。リモート電源制御機能を持つLANアダプターでのみ、このシートは表示されます。

� リモート電源オフ要求を有効にする

オフ要求から［待ち時間］で設定した時間後、プリンターの電源をオフにします。［待ち時間］を「0」に設定した場合
は、直ちにオフにします。ただし、プリンターによっては、電源をオフできる状態（印刷中ではないなどの、待機
状態）になってからオフする場合があります。

� エラー発生時はリモート電源オフを行わない

プリンターでエラー発生時は、電源のオフを行いません。

� オン要求後、自動で電源をオフにする

電源のオンを要求した後、［待ち時間］に設定された時間が経過すると、プリンターの電源をオフにします。

電源制御機能の詳細については、PR-NP-03TR2 LANアダプタの取扱説明書も参照してください。

［印刷履歴］シート

印刷履歴に関する設定を行います。印刷履歴機能を持たないプリンターではこのシートは表示されません。

� 印刷履歴を作成する

チェックすると最大50までのジョブの情報を記録します。

� 印刷履歴をプリンタに出力する

チェックすると印刷履歴の記録ジョブ数が50になると印刷履歴を印刷します。チェックを外すと印刷を行わず古
いジョブの記録から上書きされます。
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� 自動設定

10BASE-T、または100BASE-TXを自動判別し、通信速度を決定します。また、通信方式も自動で選択され
ます。

� マニュアルで設定する

以下の項目をマニュアルで設定できます。

－ 通信速度

100BASE-TX： 100BASE-TX固定の接続設定になります。

10BASE-T： 10BASE-T固定の接続設定になります。

－ 通信方式

全二重（Full Duplex）： パケットの送受信を同時に行うことができます。

半二重（Half Duplex）：パケットの送受信をそれぞれ別々に行うことができます。

印刷履歴はプリンターの電源切断時、またはリセット時（LANボード、またはLANアダプターご使用の場合はこれらの電源
切断時）にすべてクリアされ、内部に保持されません。

IPアドレス等の設定を変更した場合もクリアされます。設定を［記録］から［記録しない］に変更した場合、プリンターが保
持している印刷履歴を印刷してから設定が変更されます。

［通信設定］シート

通信に関する設定を行います。プリンターがイーサネットで接続されている場合と無線で接続されている場合では表示内
容が異なります。

■ イーサネットで接続されている場合

通信速度、通信方式の設定を行います。通信速度の指定ができないプリンターでは、このシートは表示されませ
ん。
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■ 無線で接続されている場合

ネットワークに関する設定を行います。

� ネットワーク名

接続したいアクセスポイントやコンピューターに認証機能として設定しているネットワーク名（ESS-ID）と同
じ名前を設定します。

� ネットワークタイプ

以下のネットワークタイプから選択します。

－ ピア・ツー・ピアグループ（あるいはアドホック）

無線LANカードを取り付けたコンピューターと無線LANプリンターを直接、無線接続します。プリンター
のLANボードの設定によって、「ピア・ツー・ピア グループ」または「アドホック」の表示が異なります。

アドホックタイプでご使用の場合は、PR-WL-11 無線LANプリンタボードに添付のPR-WL-11無線LANプリン
タボードアドホック（Ad-hoc）モード接続手順書を参照してください。

［アドホック］は、無線通信に使用するチャンネルバンドを選択設定する（ネットワーク名（ESS-ID）を設定しない）
無線LANカードを使用したコンピューターと接続します。アドホック設定時は、使用するチャンネルバンドが
「チャンネル1」固定になります。

－ アクセスポイント

NEC無線LANアクセスポイント（PK-WL002H）経由でネットワークに無線接続します。

－ アクセスポイントN

無線LANアクセスポイント経由でネットワークに無線接続します。以下の項目は、NEC無線LANアクセス
ポイントN（PK-WL003）、無線LANアクセスポイントE（PK-WL005）、無線LANアクセスポイントS（PK-
WL007）と無線LANプリンターを接続する場合に、アクセスポイントの設定に合わせた設定を行います。
その他のアクセスポイントと接続する場合は変更の必要はありませんので、初期値のままご使用ください。

項　目 説　明

RTS/CTS媒体予約 チェックを付けることでRTS/CTS媒体予約を使用します。

●　使用しない：CSMA/CA機構で無線メッセージの衝突検出と再送を行います。
●　使用する：　送信メッセージが長い場合、アクセスポイントがRTSを受信するとCTSを
　　　　　　　無線端末に送信し、RTSを送信した無線LANボードが転送を完了するまで
　　　　　　　他の無線端末を待たせます。

干渉に関する強化 ネットワーク内で使用している電子レンジなどとの干渉により、無線ネットワークの性能が
落ちている場合にチェックします。

アクセスポイントN
間の距離

無線LANボードのローミング感度を設定します。「長」から「短」になるほどローミングし
やすくなります。

無線ネットワーク環境では、通常、複数のアクセスポイントの設置が密集してくると「長」
から「短」の設定になります。無線ネットワーク環境で一致しない値を使うと無線通信性能
に著しく影響するおそれがあります。
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� データ保護

チェックすると、WEP（Wired Equivalent Privacy）データ暗号化方式により、無線LANで転送されるデータ
を暗号化します。暗号キーは次のように使用します。

－ キー1から4の暗号キーは、無線LANボードが受信する無線メッセージを複合します。

－ キー1から4の中から選択された1つの暗号キーは、無線LANボードが送信する無線メッセージを暗号化し
ます。選択された暗号キーは、必ず設定する必要があります。

［暗号キー］は、アクセスポイントやコンピューターの無線端末が、無線LANボードにデータを送信するときに
使用する暗号キーと同じものを設定します。
使用できる文字は、［英数字を使用］を選択時は、半角英数字「a～z」、「A～Z」、「0～9」です。［16進数を使用］
を選択時は、「0～9」、「A～F」です。
暗号キーの文字数は、5文字（16進数で10桁）または13文字（16進数で26桁）のどちらかの文字数でのみ設定す
ることができます。

［情報］シート

プリンターの構成情報を以下の項目で文字とイラストを使って表示します。プリンターと双方向通信ができず、プリン
ターの情報が取得できないときはこのシートは表示されません。

� モデル名
プリンターのモデル名です。

� プリンタの構成
プリンターに装着されているオプションなどの情報です。

� プリンタ言語
プリンターで使用可能なプリンターの言語を一覧します。



3 ネットワークでの設定 199

893-810024-003-A 第2版

［NetWare］シート

NetWareネットワーク環境で印刷する場合の設定をします。［カテゴリ］の設定によってシートの表示が切り替わります。

NetWareプロトコルを持たないプリンターではこのシートは表示されません。

■ 一般設定

［一般設定］を選ぶと、以下のような表示や設定ができます。

� ネットワーク番号

NetWareネットワーク番号を示します。

� MACアドレス

プリンターのMACアドレスを示します。

� プリントサーバ名

NetWareで使用するプリントサーバー名を設定します。

■ ファイルサーバ設定

［ファイルサーバ設定］を選択すると、以下のような設定ができま
す。

� 接続モード

NetWareサーバーへの接続モードを指定します。

－ NetWare環境で使用しない

NetWareプリントサービスを使用しないとき選択します。

－ NOVELLディレクトリサービスで使用する

NetWare 4.1以降のNDSモードで接続するときに使用しま
す。

－ バインダリモードで使用する

NetWare 3.1以降で使用できるモードです。

� ファイルサーバ名

プリントサーバーが定義されているファイルサーバー名を指定します。
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� NDSコンテキスト

NDSモードで接続するときプリントサーバーが定義されているコンテキストを入力します。

�［参照］

NDSコンテキスト情報を入力するときに利用します。クリックすると以下のダイアログボックスが表示されま
す。このボタンは、ご使用のコンピューターにNovellのNetWareクライアントソフトウエアがインストールさ
れていることで有効になります。また、NetWareサーバーにログインしていることが必要です。

－ コンテキスト

現在選択されているコンテキストを表示します。

－ コンテキスト選択

ディレクトリツリーを表示しコンテキストを選択します。

－ ログイン周期

ファイルサーバーとの接続が切れたときに再ログインする周期を設定します。

－ NDSツリー

NDSツリー名を設定します。NDSコンテキストを［参照］で設定した場合、参照したツリーの名前が［NDS
ツリー］に設定されます。

■ 動作モード設定

NetWareプリントサービスのモードを指定します。

� プリントサーバモードで使う

プリントキューの印刷ジョブを確認する周期を設定できます。
また、［パスワードの変更］をクリックすると以下のダイアログ
ボックスが表示され、NetWareのファイルサーバーにログイ
ンするためのパスワードの設定ができます。

� リモートプリンタモードで使う

リモートプリンターの番号を選択できます。
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［メール通知］シート

トナー残少をメールで通知する設定を行います。

� トナー残少をメールで通知する

この項目にチェックするとプリンターが「トナー残少｣となった場合、設定されたアドレスへメールが送信されま
す。

電子メール送信後、トナーの補給またはカートリッジの交換が行われる前に送信先メールアドレスなどのパラメーター
が変更されると、再度、電子メールが送信されます。

� メールサーバのIPアドレス

メールサーバーのIPアドレスを設定します。

� To：

メールの送信先アドレスを設定します。

メールのSubjectは以下で固定です。

Subject: [NECNIC Report] Printer low-toner

� Cc：

メールの配付先アドレスを設定します。

� From：

メールの送信元アドレスを設定します。仮のアドレスが使用できますが、必ず「＠（アットマーク）」付きの形式で
入力してください。

� 本文

メールの本文を記述します。使用可能な文字は半角文字のうち、「；（セミコロン）」を除いたものです。
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より便利なネットワーク機能
MultiWriter 4550には、ネットワーク上にあるプリンターの情報を取得することやネットワークからの利用者を制限す
ることができる便利なネットワーク機能があります。�ここでは、それぞれの機能の設定方法や利用方法について説明して
います。

� SNMP.............................................................................................. 202ページ
� アクセス制限 ................................................................................... 207ページ

SNMP

SNMP（Simple Network Management Protocol）を使用することで汎用のSNMPマネージャソフトウエアからプリン
ターの情報を取得することができます。

Get Request、Set Requestによる管理

通信に必要なコミュニティ名を4つまで登録できます。コミュニティ名の変更方法は、以下の3つです。

工場出荷時のコミュニティ名には「public」もしくは「fxSystemMgr」が登録されています。必要に応じて設定変更を行って
ください。

� PrintAgentプリンタ管理ユーティリティ
設定の詳細については、本章の「PrintAgentプリンタ管理ユーティリティ」の「SNMPシート」（194ページ）を参照
してください。

� WWWブラウザー
設定の詳細については、「WWWブラウザー」の「SNMP設定画面」（165ページ）を参照してください。

� Telnet
設定の詳細については、「Telnet」の「SNMP」（172ページ）を参照してください。

サポートしているMIBは、MIB-II（RFC1213）、ホストリソースMIB（RFC1514）、およびプリンターMIB（RFC1759）で
す。

SNMP MIB-II（RFC1213）オブジェクト一覧

[system] グループ [ip] グループ [icmp] グループ

sysDescr ipForwarding icmpInMsgs

sysObjectID ipDefaultTTL icmpInErrors

sysUpTime ipInReceives icmpInDestUnreachs

sysContact ipInHdrErrors icmpInTimeExcds

sysName ipForwDatagrams icmpInParmProbs

sysLocation ipInDiscards icmpInSrcQuenchs

sysServices ipInDelivers icmpInRedirects

ipOutRequests icmpInEchos

[interface] グループ ipOutDiscards icmpInEchoReps

ipReasmTimeout icmpInTimestamps

ifNumber ipReasmReqds icmpInTimestampReps

（次ページへ続く）
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ifIndex ipReasmOKs icmpInAddrMasks

ifDescr ipFragOKs icmpInAddrMaskReps

ifType ipFragFails icmpOutMsgs

ifMtu ipFragCreates icmpOutDestUnreachs

ifSpeed ipAdEntAddr icmpOutTimeExcds

ifPhysAddress ipAdEntIfIndex icmpOutParmProbs

ifAdminStatus ipAdEntNetMask icmpOutSrcQuenchs

ifOperStatus ipAdEntBcastAddr icmpOutRedirects

ifLastChange ipRouteDest icmpOutEchos

ifInOctets ipRouteIfIndex icmpOutEchoReps

ifInUcastPkts ipRouteMetric1 icmpOutTimestamps

ifInNUcastPkts ipRouteMetric2 icmpOutTimestampReps

ifInDiscards ipRouteMetric3 icmpOutAddrMasks

ifInErrors ipRouteMetric4 icmpOutAddrMaskReps

ifInUnknownProtos ipRouteNextHop

ifOutOctets ipRouteMask

ifOutUcastPkts ipRouteMetric5

ifOutNUcastPkts

ifOutDiscards

ifOutErrors

ifOutQLen

ifSpecific

[tcp] グループ [snmp] グループ

tcpRtoAlgorithm snmpInPkts

tcpRtoMin snmpOutPkts

tcpRtoMax snmpInBadVersions

tcpMaxConn snmpInBadCommunityNames

tcpCurrEstab snmpInBadCommunityUses

tcpInSegs snmpInASNParseErrs

tcpOutSegs snmpInTotalReqVars

tcpRetransSegs snmpInTotalSetVars

tcpConnState snmpInGetRequests

tcpConnLocalAddress snmpInGetNexts

tcpConnLocalPort snmpInSetRequests

tcpConnRemAddress snmpInGetResponses

tcpConnRemPort snmpInTraps

udpOutDatagrams snmpOutTooBigs

tcpInErrs snmpOutNoSuchNames

snmpOutBadValues

[udp] グループ snmpOutGenErrs

snmpOutGetRequests

udpInDatagrams snmpOutGetNexts

udpNoPorts snmpOutSetRequests

udpInErrors snmpOutGetResponses

udpOutDatagrams snmpOutTraps

udpLocalAddress snmpEnableAuthenTraps
udpLocalPort
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SNMPホストリソースMIB（RFC1514）オブジェクト一覧

[Device] グループ

hrDeviceIndex

hrDeviceType

hrDeviceDescr

hrDeviceStatus

hrPrinterStatus

hrPrinterDetectedErrorState

[Output] グループ

prtOutputType

prtOutputCapacityUnit

prtOutputMaxCapacity

prtOutputRemainingCapacity

prtOutputStatus

[Extended Output]グループ

prtOutputName

prtOutputVendorName

prtOutputModel

prtOutputVersion

prtOutputSerialNumber

prtOutputDescription

prtOutputSecurity

[Output Dimensions]グループ

prtOutputDimUnit

prtOutputMaxDimFeedDir

prtOutputMaxDimXFeedDir

prtOutputMinDimFeedDir

prtOutputMinDimXFeedDir

[Output Features]グループ

prtOutputStackingOrder

prtOutputPageDeliveryOrientation

prtOutputBursting

prtOutputDecollating

prtOutputPageCollated

prtOutputOffsetStacking

[Marker]グループ

prtMarkerMarkTech

prtMarkerCounterUnit

prtMarkerLifeCount

prtMarkerPowerOnCount

prtMarkerProcessColorants

prtMarkerSpotColorants

prtMarkerAddressabilityUnit

prtMarkerAddressabilityFeedDir

prtMarkerAddressabilityXFeedDir

prtMarkerNorthMargin

（次ページへ続く）

プリンターMIB（RFC1759）オブジェクト一覧

[General Printer] グループ

prtGeneralConfigChanges

prtGeneralCurrentLocalization

prtGeneralReset

prtInputDefaultIndex

prtOutputDefaultIndex

prtMarkerDefaultIndex

prtMediaPathDefaultIndex

prtConsoleLocalization

prtConsoleNumberOfDisplayLines

prtConsoleNumberOfDisplayChars

prtConsoleDisable

prtDeviceRefIndex

prtCoverDescription

prtCoverStatus

prtLocalizationLanguage

prtLocalizationCountry

prtLocalizationCharacterSet

[Input]グループ

prtInputType

prtInputDimUnit

prtInputMediaDimFeedDirDeclared

prtInputMediaDimXFeedDirDeclared

prtInputMediaDimFeedDirChosen

prtInputMediaDimXFeedDirChosen

prtInputCapacityUnit

prtInputMaxCapacity

prtInputCurrentLevel

prtInputStatus

prtInputMediaName

[Extended Input]グループ

prtInputName

prtInputVendorName

prtInputModel

prtInputVersion

prtInputSerialNumber

prtInputDescription

prtInputSecurity
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prtMarkerSouthMargin

prtMarkerWestMargin

prtMarkerEastMargin

prtMarkerStatus

[Marker Supplies]グループ

prtMarkerSuppliesMarkerIndex

prtMarkerSuppliesColorantIndex

prtMarkerSuppliesClass

prtMarkerSuppliesType

prtMarkerSuppliesDescription

prtMarkerSuppliesSupplyUnit

prtMarkerSuppliesMaxCapacity

prtMarkerSuppliesLevel

[Marker Colorant]グループ

prtMarkerColorantMarkerIndex

prtMarkerColorantRole

prtMarkerColorantValue

prtMarkerColorantTonality

[Media Path]グループ

prtMediaPathMaxSpeedPrintUnit

prtMediaPathMediaSizeUnit

prtMediaPathMaxSpeed

prtMediaPathMaxMediaFeedDir

prtMediaPathMaxMediaXFeedDir

prtMediaPathMinMediaFeedDir

prtMediaPathMinMediaXFeedDir

prtMediaPathType

prtMediaPathDescription

prtMediaPathDescription

prtMediaPathDescription.3

prtMediaPathStatus

prtMediaPathStatus

prtMediaPathStatus.3

[Channel]グループ

prtChannelType

prtChannelProtocolVersion

prtChannelCurrentJobCntlLangIndex

prtChannelDefaultPageDescLangIndex

prtChannelState

prtChannelIfIndex

prtChannelStatus

[Interpreter]グループ

prtInterpreterLangFamily

prtInterpreterLangLevel

prtInterpreterLangVersion

prtInterpreterDescription

prtInterpreterVersion

prtInterpreterDefaultOrientation

prtInterpreterFeedAddressability

prtInterpreterXFeedAddressability

prtInterpreterDefaultCharSetIn

prtInterpreterDefaultCharSetOut

prtInterpreterTwoWay

[Console]グループ

prtConsoleDisplayBufferText

prtConsoleOnTime

prtConsoleOffTime

prtConsoleColor

prtConsoleDescription

[Alerts]グループ

prtAlertSeverityLevel

prtAlertTrainingLevel

prtAlertGroup

prtAlertGroupIndex

prtAlertLocation

prtAlertCode

prtAlertDescription
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Trapによる管理

プリンターのエラーまたは状態変化が発生した場合に指定されたホストコンピューターにTrapを発信することができま
す。最大4台のホストコンピューターにTrapを送信することができます。

Trapの設定

Trapによる管理を行うためには以下の設定が必要です。
� Trap使用の要否設定
� 送信先ホストコンピューターのIPアドレス
� Trap通信のコミュニティ名
� ゲートウェイアドレスの設定

� ゲートウェイアドレスの設定について

－ 4つのホストコンピューターのIPアドレス設定の中で、LANボードのネットワークアドレスと異なるものが含まれ
ている場合は、ゲートウェイアドレスの設定が必要です。

－ 同じネットワークアドレスのホストコンピューターにTrap送信する場合は、ゲートウェイアドレスの設定は不要で
す。「0.0.0.0」（工場出荷設定）のままでご使用ください。

� SNMP MIB IIの［SNMP］グループで「snmpEnableAuthenTraps」の設定が［Disabled（2）］になっている場合は、す
べてのTrap設定が無効となります。Trapをご使用の場合は、［Enabled（1）］に設定してください。なお、工場出荷時
は［Enabled（1）］に設定されています。

�「SnmpEnableAuthenTraps」の設定に関わらず、LANボードに登録されたIPアドレス等の情報は保持されます。

Trapの設定方法は、以下の3つです。

� PrintAgentプリンタ管理ユーティリティ
設定の詳細については、「PrintAgentプリンタ管理ユーティリティ」の「SNMPシート」（194ページ）を参照してく
ださい。

� WWWブラウザー
設定の詳細については、「WWWブラウザー」の「SNMP設定画面」（165ページ）を参照してください。

� Telnet
設定の詳細については、「Telnet」の「SNMP」（172ページ）を参照してください。

Trapの送信

プリンターのエラーまたは状態変化が発生すると登録されたすべてのホストコンピューターにTrapが送信されます。Trap
はプリンターのエラーが取り除かれるまで10分おきに送信されます。Trap-PDUで通知される情報は次のとおりです。

� プリンターCold Start発生情報
� プリンターWarm Start発生情報
� プリンターエラー発生情報

Variable-bindings
　 hrPrinter Detected Error State

prtAlert Index
prtAlert Severity Level
prtAlert Group
prtAlert Group Index
prtAlert Location
prtAlert Code
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アクセス制限

アクセス制限とは、例えばサーバ(課金サーバなど)を特定した印刷実行ニーズに対応するために、ある特定のコンピュー
タまたはネットワークからの印刷を許可または拒否する機能です。あらかじめ設定されたアクセス許可／拒否設定、IPア
ドレス、ネットマスクにより指定される送受信パケットはフィルタリングが実行され、印刷が行えるコンピューターを制
限できます。

アクセス制限機能が有効な場合は、アクセスを拒否されているコンピューターからWWWブラウザーやTelnetなど、すべての
通信を行うことができません。通信を行う場合は、設定を無効にしてください。

概要

アクセス制限による送受信パケットのフィルタリングはプリンター内で以下のように実行されます。

準備動作として、設定されているアクセス制限設定値のIPアドレスとネットマスクの論理積(AND)
を行い、比較アドレスを作成する。
 設定IPアドレス　　192.168.100.0
 設定ネットマスク　255.255.255.192
 論理積結果　　　　192.168.100.0（比較アドレス）

ネットワーク通信が行われると、送受信パケットからIPアドレスを抽出する

抽出したIPアドレスとネットマスクの論理積(AND)を行い対象アドレスを作成する。
 抽出IPアドレス 　  192.168.100.7
 設定ネットマスク　255.255.255.192
 論理積結果　　　　192.168.100.0（対象アドレス）

比較アドレスと対象アドレスを比較し、上記の例では比較アドレスと対象アドレスが一致したため、
アクセス制限の処理の対象となる。不一致の場合は対象外となり次優先順位のアクセス制限設定によ
る比較の対象となる。

アクセス制限の設定

アクセス制限設定には、以下の3つの方法があります。

� WWWブラウザー
汎用のWWWブラウザーを使用して設定します。
WWWブラウザーからLANボードのページを起動し、[LANボードの管理者設定画面]－[TCP/IP]から「TCP/IP設
定画面」を開き、アクセス制限に関する各項目を設定してください。詳しくは、「ネットワークでの設定」の「WWW
ブラウザー」をご覧ください。

� Telnet
Telnetでプリンターに接続(ログイン)して設定します。
メインメニューで「4」を入力し、「Enter」キーを押して「Access Limitation Setting」を表2示して、アクセス制限
に関する各項目を設定してください。詳しくは、「ネットワークでの設定」の「Telnet」をご覧ください。
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アクセス制限の解除

� プリンターの電源スイッチをONにする。

電源ON後、プリンターが印刷可能な状態(印刷可ランプ点
灯)になったことを確認します。

�［印刷可］スイッチを押す。

［印刷可］ランプが消灯します。

�［ ］スイッチを1回押す。

� データランプが点灯していないことを確認する。

点灯している場合は［シフト］スイッチを押しながら［排出］
スイッチを押して、プリンター内部に残っている印刷デー
タを印刷してください。

�［メニュー］スイッチを押す。

プリンターはメニューモードに入り、ディスプレイに“テス
トメニュー”を表示します。

　テストメニュー

� ディスプレイに“I／Fセッテイメニュー”と表示され
るまで［ ］スイッチを数回押す。

　Ｉ／Ｆセッテイメニュー　　　→
　　　　　　　　　　　　　　　　

　Ｉ／Ｆセッテイメニュー　　　
←インタフェース２　セッテイ　→

	［設定変更］スイッチを押す。

“OFF”に設定されます。

�［メニュー終了］スイッチを押して、メニューモード
を終了させる。

これでアクセス制限の解除終了です。プリンターはセレク
ト状態になります。印刷可ランプが点灯し、ディスプレイ
は通常表示になります。

　アクセスセイケ゛ン
ОＦＦ＊

�［ ］スイッチを1回押す。

ディスプレイ下段に“←インタフェース2　セッテイ　→”と
表示されます。

ディスプレイ上段に“アクセスセイゲン”と表示されます。

�［ ］スイッチを1回、［ ］スイッチを数回押す。

　アクセスセイケ゛ン
　ОＮ＊

印刷可

印刷可

データ

メニュー

設定変更

緑

メニュー終了

印刷可

� プリンターの操作パネル
プリンターの操作パネルからアクセス制限のON/OFFを切り替えることができます。

　 アクセス制限を「ON」→「OFF」とすることでアクセス制限は無効となります。再度、「OFF」→「ON」とした時に、
前回「ON」時に設定された条件でアクセス制限が有効となります。
プリンターの操作パネルからの設定は、一時的なアクセス制限の解除やユーザーの設定ミスによって生じたネッ
トワーク不通状態からの復旧のために使用し、詳細な設定は「WWWブラウザー」、「Telnet」から行ってください。
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アクセス制限使用例

使用例�　特定クライアントをアクセス制限の対象とする場合

192.168.1.10 からの印刷のみ許可したい

設定名称 有効/無効 許可/拒否 IPアドレス ネットマスク コメント

アクセス制限1 有効 アクセス許可 192.168.1.10 255.255.255.255 192.168.1.10 許可

アクセス制限2 無効 アクセス許可 0.0.0.0 0.0.0.0 フィルタ条件に含まない

アクセス制限3 無効 アクセス許可 0.0.0.0 0.0.0.0 フィルタ条件に含まない

アクセス制限4 無効 アクセス許可 0.0.0.0 0.0.0.0 フィルタ条件に含まない

アクセス制限5 無効 アクセス許可 0.0.0.0 0.0.0.0 フィルタ条件に含まない

192.168.1.50 からの印刷のみ拒否したい

設定名称 有効/無効 許可/拒否 IPアドレス ネットマスク コメント

アクセス制限1 有効 アクセス拒否 192.168.1.50 255.255.255.255 192.168.1.50 拒否

アクセス制限2 無効 アクセス許可 0.0.0.0 0.0.0.0 フィルタ条件に含まない

アクセス制限3 無効 アクセス許可 0.0.0.0 0.0.0.0 フィルタ条件に含まない

アクセス制限4 無効 アクセス許可 0.0.0.0 0.0.0.0 フィルタ条件に含まない

アクセス制限5 無効 アクセス許可 0.0.0.0 0.0.0.0 フィルタ条件に含まない

設定名称 有効/無効 許可/拒否 IPアドレス ネットマスク コメント

アクセス制限1 有効 アクセス許可 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1　ネット許可

アクセス制限2 無効 アクセス許可 0.0.0.0 0.0.0.0 フィルタ条件に含まない

アクセス制限3 無効 アクセス許可 0.0.0.0 0.0.0.0 フィルタ条件に含まない

アクセス制限4 無効 アクセス許可 0.0.0.0 0.0.0.0 フィルタ条件に含まない

アクセス制限5 無効 アクセス許可 0.0.0.0 0.0.0.0 フィルタ条件に含まない

設定名称 有効/無効 許可/拒否 IPアドレス ネットマスク コメント

アクセス制限1 有効 アクセス拒否 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.2　ネット拒否

アクセス制限2 無効 アクセス許可 0.0.0.0 0.0.0.0 フィルタ条件に含まない

アクセス制限3 無効 アクセス許可 0.0.0.0 0.0.0.0 フィルタ条件に含まない

アクセス制限4 無効 アクセス許可 0.0.0.0 0.0.0.0 フィルタ条件に含まない

アクセス制限5 無効 アクセス許可 0.0.0.0 0.0.0.0 フィルタ条件に含まない

使用例②　特定ネットをアクセス制限の対象とする場合

192.168.1 ネットからの印刷のみ許可したい

192.168.2 ネットからの印刷のみ拒否したい
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使用例③　応用例

192.168 ネットのみ許可したい
ただし192.168.2 ネットは拒否したい
しかし192.168.2.10 は許可したい

設定名称 有効/無効 許可/拒否 IPアドレス ネットマスク コメント

アクセス制限1 有効 アクセス許可 192.168.2.10 255.255.255.255 192.168.2.10　ネット許可

アクセス制限2 有効 アクセス拒否 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.2　ネット拒否

アクセス制限3 有効 アクセス許可 192.168.0.0 255.255.0.0 192.168　ネット許可

アクセス制限4 無効 アクセス許可 0.0.0.0 0.0.0.0 フィルタ条件に含まない

アクセス制限5 無効 アクセス許可 0.0.0.0 0.0.0.0 フィルタ条件に含まない

設定名称 有効/無効 許可/拒否 IPアドレス ネットマスク コメント

アクセス制限1 有効 アクセス拒否 192.168.1.0 255.255.255.192 192.168.1.0～63　拒否

アクセス制限2 有効 アクセス許可 192.168.1.0 255.255.255.128 192.168.1.0～127　許可

アクセス制限3 無効 アクセス許可 0.0.0.0 0.0.0.0 フィルタ条件に含まない

アクセス制限4 無効 アクセス許可 0.0.0.0 0.0.0.0 フィルタ条件に含まない

アクセス制限5 無効 アクセス許可 0.0.0.0 0.0.0.0 フィルタ条件に含まない

使用例④　応用例

192.168.1.64 ～192.168.1.127 まで許可したい
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4章
より進んだ使い方

この章では、MultiWriter 4550の便利な機能の紹介とその使い方について説明します。
本プリンターがもつ様々な機能を組み合わせて使うことにより、MOPYINGをより快適に使用することができ、印刷コス
トの削減も図れます。この章をよくお読みになり、MultiWriter 4550を使いこなしてください。
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指定されたグループホッパーで印刷する

簡単で便利な
パンチ機能で
穴開けが可能

文書をまとめて
ステープル自在
文書をまとめて
ステープル自在

機能の紹介
MultiWriter 4550には、「MOPYINGとは」（8ページ）で紹介した機能の他にもPrintAgentやプリンターステータスウィ
ンドウ（PSW）と言った様々な機能があります。

各機能の詳細、および設定方法についてはプリンターソフトウエアCD-ROMに収録されている活用マニュアルまたはヘ
ルプをご覧ください。

MultiWriter 4550を使った便利な印刷機能は以下のとおりです。

複数ページを

1枚の用紙に
　　　印刷する

両面印刷する........215ページ 複数ページ印刷する ... 217ページ

拡大縮小します

用紙の
大きさを
変えて

用紙の
大きさを
変えないで

仕分け印刷する ....... 219ページ
丁合い、合紙、オフセット排紙、
電子ソート

拡大・縮小印刷する ... 238ページ

仕上げ機能を活用する...... 228ページ
ステープル機能、パンチ機能

大量・連続印刷する ......... 236ページ
グループホッパー設定
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一度印刷した別々の文書を 組み合わせたり
結合したり自由に・・・

文書を結合する ....... 258ページ
PrintAgent リプリント2

リプリントする ....... 252ページ
 PrintAgent リプリント2

「PrintAgent」ツールバー
...........................261ページ

プリンターの状態や印刷状況を見る
............................. 262ページ

　　プリンタステータスウィンドウ

位置をずらして
印刷する

印刷位置をずらす .... 251ページ定形外サイズの用紙に印刷する
.............................. 247ページ

手間とコストを削減して印刷する
...........................243ページ

よく使う設定を登録する.245ページ
「かんたん設定」
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空いてるプリンターに印刷する

プリンターを自動切り替えする
.................. 266ページ

パソコンから電源を入れる 274ページ
リモート電源

PrintAgentで印刷履歴状況を出力する
..........................277、281ページ

　PrintAgentによる印刷ログ出力
　プリンタ利用情報通知機能を使用

ログ集計

保守情報をメール通知する
.................. 288ページ

　 NEC e-mailメンテナンス

ブラウザでプリンターの状況を見る
.................. 292ページ

Web PrintAgent

プリンタードライバーをバージョン
 アップする..................293ページ

MultiWriter
ドライバ配信機能

太枠線で囲んで記載している機能は、ネットワーク環境でMultiWriterを使用するときに便利な機能です。MultiWriter
4550を一元管理することができます。
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両面印刷

両面印刷はA3、B4、A4、B5、A5、レターサイズの普通紙を選択しているときに可能です。（用紙に関しては、付録の
「用紙の規格」の両面印刷時をご覧ください。）

両面印刷の設定は、Windows XP/2000/NT 4.0/Me/98/95が動作しているコンピューターでご利用できます。

指定以外の用紙を使わないでください。また、両面印刷をする際は両面とも印刷されていない用紙をお使いください。指定
以外の用紙や、すでに印刷されている用紙をセットして両面印刷をすると紙づまりやプリンターの故障の原因となります。

� 両面印刷を有効に設定する。

＜Windows XPの場合＞

� Windows XPは［プロパティ］ダイアログボックスの［メイ
ン］シートを開き、左側の［機能選択］バーから［両面印刷］
ボタンを選択します。

�［両面印刷］で［長辺綴じ］または［短辺綴じ］のいずれかを
選びます。

� 印刷開始ページを設定する。

� 必要に応じて、綴じしろの位置、印刷位置を設定す
る。

＜Windows XP/2000/NT 4.0の場合＞

［その他］シートの［拡張機能］ツリーメニューの［印刷位置微
調整］ダイアログボックスを開きます。

＜Windows Me/98/95の場合＞

� Windows Me/98/95は［プロパティ］ダイアログボックス
の［レイアウト］シートを開き、［両面印刷］で［長辺綴じ］
または［短辺綴じ］のいずれかを選びます。

＜Windows 2000/NT 4.0の場合＞

� Windows 2000は［印刷設定］ダイアログボックス、Win-
dows NT 4.0は［ドキュメントの既定値］ダイアログボッ
クスの［メイン］シートを開き、左側の［機能選択］バーか
ら［両面印刷］ボタンを選択します。

�［両面印刷］で［長辺綴じ］または［短辺綴じ］のいずれかを
選びます。

①

�

①

�

①

�

�

�

�

�
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＜Windows Me/98/95の場合＞

［レイアウト］シートの［詳細設定］ダイアログボックスを開き
ます。

�［OK］をクリックする。

ダイアログボックスを閉じます。

�［印刷］ダイアログボックスで印刷範囲を指定して
［OK］をクリックする。

プリンターの両面ランプが点灯して両面印刷を始めます。

丁合いや印刷部数はプリンタードライバーのプロパティダイア
ログボックスで設定してください。
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A B

C D

1

ページ番号

境界線（実線）

境界線のイメージ（ページ数“4ページ→1ページ”、配置Z型に設定した場合）

境界線（実線）、ページ番号付加の場合 境界線（破線）、ページ番号付加の場合

境界線（点線）、ページ番号付加の場合 境界線（カットマーク）、ページ番号付加の場合

複数ページ印刷

複数ページ印刷では、連続した複数ページの印刷データを1枚の用紙に縮小配置して印刷することができます。さらに境
界線や、ページ番号を次のとおり設定することができます。
他の印刷機能とも組み合わせることができるのでドラフト印刷、カタログ印刷などに有効な機能です。

Windows XP、Windows 2000、Windows NT 4.0、Windows Me/98/95でご利用できます。
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設定方法

以下に設定方法を説明します。

�［プロパティ］ダイアログボックスの［レイアウト］シー
トを開き、［複数ページ印刷］を選択する。

Windows XP/2000は［印刷設定］ダイアログボックス、Win-
dows NT 4.0は［ドキュメントの既定値］の［メイン］シート
を開き、左側の［機能選択］バーから［複数ページレイアウト］
を選択します。

�［ページ数］から縮小配置するページ数を選択する。

�［配置］から配置方法を選択する。

� 必要に応じて、［境界線］および［ページ番号を付加す
る］を選択する。

�［OK］をクリックする。

＜Windows XP/2000/NT 4.0の場合＞

�

�
�

�

�

＜Windows Me/98/95の場合＞

�

�
�

�

�
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仕分け印刷

MultiWriter 4550では印刷時の仕分け機能として、丁合い機能、合紙機能、オフセット排紙、丁合い印刷機能を高速に
する電子ソート機能があります。複数部数を印刷する場合に、これらの機能を組み合わせて使うことによって簡単に仕分
け印刷することができます。ここではそれぞれの機能を組み合わせた場合の便利な使い方についても説明します。

これらの機能を使用するにはOSスプールの設定が双方向通信機能をサポートする設定になっていることが必要です。双方
向通信を有効に設定していない場合、または双方向通信ができない場合は、部単位ごとの仕分け印刷ができない場合があり
ます。詳しくは、9章の「PrintAgentの機能を十分に発揮させるために」（401ページ）をご覧ください。

丁合い機能

丁合い機能とは、部単位（1ページ・2ページ・3ページ、1ページ・2ページ・3ページ‥‥）に印刷する機能のことで
す。
さらに、ステープル機能やパンチ機能を組み合わせると簡易製本ができます。詳しくは、「仕上げ機能」（228ページ）
をご覧ください。

丁合い機能はWindows XP、Windows 2000、Windows NT 4.0、Windows Me/98/95で双方向通信が有効な場
合に利用できます。双方向通信については、9章の「PrintAgentの機能を十分に発揮させるために」（401ページ）をご
覧ください。

また、双方向通信が無効な環境の場合には、メモリーを増設して増設ハードディスクを取り付けた上で電子ソート機
能を有効にすることにより利用できます。（電子ソート機能については220ページをご覧ください。）

合紙機能

合紙機能とは、印刷ジョブ（ひとつの文書）ごとに仕分けるために、ホッパーにセットしてある色のついた紙を間に挟
んで、排出される用紙を排紙トレー上で仕分ける機能です。ホッパー、トレー、あるいは大容量ホッパーにジョブの
用紙サイズと同じで、色のついた用紙がセットされている必要があります。ネットワークで共有プリンターとしてご
利用の場合などは、他の人のドキュメントと区別されるので自分のドキュメントを簡単に見つけることができ、便利
です。

合紙

最初のジョブ
2番目のジョブ

合紙によって1番目のジョブと2
番目のジョブが仕分けられる。

最初のジョブ
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オフセット排紙機能を使った仕分け印刷

オフセット排紙機能＊1を使った仕分け印刷とは、印刷ジョブを部単位ごとに印刷するとともに、用紙を左右にずらし
て排紙トレーまたはフィニッシャー上に仕分けて排出します。
ネットワークで共有プリンターとしてご利用の場合などは、他の人のドキュメントと区別されるので自分のドキュメ
ントを簡単に見つけることができ、便利です。
＊1 ステープル機能を使用する場合には、オフセット排紙機能はご使用できません。

普通の丁合い印刷での印刷データの送り方

電子ソート機能

電子ソート機能とは、複数部数を印刷する場合にコンピューターから1部目だけ印刷データを送り、2部目以降はプリ
ンターで印刷データ処理を行う機能＊2のことです。オプションの増設メモリーをプリンターに取り付けることにより
実現できます。また、オプションの増設メモリーおよび、増設ハードディスクをプリンターに取り付けることにより
印刷保証枚数を増やすことができます。（印刷保証枚数については511ページを参照してください。）

これにより、コンピューターはプリンターに印刷データを送る時間を短縮することができ、コンピューターの印刷処
理を早期に解放できます。2部目以降はプリンター内で印刷データを高速に処理させて印刷するので、複数部数印刷
時の高速化が可能です。また、丁合い機能、オフセット排紙機能やパンチ・ステープル機能と組み合わせてお使いに
なると複数の文書を高速に印刷することができるので、さらに便利です。
＊2 増設メモリー容量、文書のページ数、解像度、用紙サイズ、両面印刷の設定の条件によっては2部目以降でもデータを送る場合があります。（双
方向通信有効時）

電子ソート機能を使った丁合い機能での印刷データの送り方

増設メモリーによる
プリンター内部での処理

コンピューターは
印刷データを送る時間が

短縮される
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設定方法

以下の4つの機能の設定方法について説明します。

� 丁合い機能............................................................................................. 221ページ
� 合紙機能 ................................................................................................ 223ページ
� オフセット排紙機能 .............................................................................. 225ページ
� 電子ソート機能 ..................................................................................... 226ページ

それぞれの機能を組み合わせて仕分け印刷を行う場合、各機能の設定方法をよくお読みになり、組み合わせたい機能をそ
れぞれ設定した後に印刷を行ってください。

丁合い機能

丁合い機能とは、部単位（1ページ・2ページ・3ページ、1ページ・2ページ・3ページ‥‥）に印刷する機能のことです。

丁合い機能はWindows XP、Windows 2000、Windows NT 4.0、Windows Me/98/95で双方向通信が有効な場合
に利用できます。双方向通信については、9章の「PrintAgentの機能を十分に発揮させるために」（401ページ）をご覧くだ
さい。

丁合い機能の設定はプリンターのプロパティダイアログボックスで行ってください。アプリケーションによっては、印刷機
能で丁合い*、部数の指定ができるものがありますが、これらの機能を使って丁合いを指定しても正しく機能しない場合が
あります。この機能を利用する場合はアプリケーションで丁合い、部数の指定をしないでください。

またアプリケーションによってはアプリケーションで設定した部数が優先される場合があります。その場合はアプリケー
ションで設定を行ってください。

*　アプリケーションによっては、「部単位で印刷」という表示になっている場合があります。

� プリンタードライバーのプロパティダイアログボックス
を開き、丁合い機能を有効にする。

＜Windows XP/2000/NT 4.0の場合＞

� Windows XP/2000は［プロパティ］ダイアログボック
ス、Windows NT 4.0は［ドキュメントの既定値］ダイア
ログボックスの［メイン］シートを開き、左側の［機能選
択］バーから［丁合い］ボタンを選択します。

�［丁合い］の［丁合い機能を使用する］をチェックします。

＜Windows Me/98/95の場合＞

Windows Me/98/95は［プロパティ］ダイアログボックスの
［出力制御］シートを開き、［丁合い機能を使用する］ボタンを
クリックします。

①

�
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�［印刷］ダイアログボックスで印刷範囲を指定して
［OK］をクリックする。

部単位（1ページ・2ページ・3ページ、1ページ・2ページ・
3ページ‥‥）に仕分けされながら排紙トレー上に排出されま
す。

丁合いや印刷部数はプリンタードライバーのプロパティダイア
ログボックスで設定してください。

オフセット排紙機能と丁合い機能を組み合わせた使い方

オフセット排紙機能と丁合い機能を組み合わせて使うと、部単
位ごとに用紙が左右交互に仕分けされながら排紙トレー上に排
出されます。

オフセット排紙機能と丁合い機能は標準で有効になっていま
す。

オフセット排紙機能と丁合い機能を組み合わせて使う場合、丁
合い機能の設定と225ページの「オフセット排紙機能」手順�～
�の設定をしてから
印刷を行ってくださ
い。

アプリケーションの
ダイアログボックス
で「丁合い」もしくは
「部単位で印刷」の指
定ができる場合があ
りますが、アプリ
ケーションの印刷ダ
イアログボックスの
丁合い機能は使用せ
ずにプリンターのプ
ロパティで丁合い機
能を有効にしてくだ
さい。
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合紙機能

合紙（あいし）とは、文書（印刷ジョブ）をそれぞれ仕分けるためにあらかじめホッパーにセットしてある色のついた用紙を
文書ごとに挟む機能です。合紙機能を使って印刷するには次の手順で行います。

　

� 合紙機能を使用する場合は、用紙サイズや用紙の給紙方向（横置き、縦置き）をそろえてホッパーやトレーにセットして
ください。

� 丁合機能の選択は［プリンタのプロパティ］ダイアログボックスで行ってください。アプリケーションによっては、印刷
機能で丁合いの指定ができるものがありますが、これらの機能を使って丁合いを指定しても正しく機能しない場合があ
ります。この機能を利用する場合はアプリケーションの丁合いは指定しないでください。

� 合紙に設定したホッパーまたはトレーは、通常の印刷ページ用としては使用できません。

� トレーまたは任意のホッパー（大容量ホッパーを含む）
に色のついた用紙をセットする。

合紙と、印刷する文書に使用する用紙の種類とサイズ、
給紙方向が適切であることを確認してください。

� 操作パネルから合紙のホッパーまたはトレー（色のつ
いた用紙をセットしたホッパー）を設定する。

メニューモードについては7章「メニューモード」（327ペー
ジ）を参照してください。

�［プロパティ］ダイアログボックスの［メイン］シートを
開く。

� 左側の機能選択バーから［排出方法］をクリックする。

�［仕分け］で［合紙（表のみ）］または［合紙（表と裏）］を選
択し、［OK］をクリックする。

＜Windows XP/2000/NT 4.0の場合＞

［合紙（表のみ）］を選んだ場合は文書（印刷ジョブ）の表のみに、
［合紙（表と裏）］を選んだ場合は文書（印刷ジョブ）の表と裏に合
紙を挿入します。

合紙（表のみ）� 合紙（表と裏）�

＜Windows Me/98/95の場合＞

Windows Me/98/95は［プロパティ］ダイアログボックスの
［出力制御］シートで確認します。
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＜Windows Me/98/95の場合＞

［補助機能］シートを開いて、合紙の表に印刷する文字列を指
定し、［OK］ボタンをクリックする。

�［印刷］ダイアログボックスで印刷範囲と印刷部数を指
定し、［部単位で印刷］をチェックしてある場合は
チェックを外す。

	［OK］をクリックする。

印刷が始まり、合紙がセットされている給紙部から給紙さ
れ、排紙トレー上に文書を仕分けして排出されます。

�［その他］シートを開いて、［操作パネル表示］選択す
る。

� 合紙の表に印刷する文字列を指定し、［OK］ボタンを
クリックする。

日付、時間、および操作パネルに表示する文字列と同じ文字
列を合紙に印刷します。［なし］を選んだ場合は合紙には何も
印刷されません。

＜Windows XP/2000の場合＞
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オフセット排紙機能

オフセット排紙は、印刷ジョブごとに用紙を左右にずらして排紙トレーに排出する機能です。

� プリンタードライバーのプロパティダイアログボックス
を開き、オフセット機能を有効にする。

＜Windows XP/2000/NT 4.0の場合＞

� Windows XP/2000は［印刷設定］ダイアログボックス、
Windows NT 4.0は［ドキュメントの既定値］ダイアログ
ボックスの［メイン］シートを開き、左側の［機能選択］
バーから［排出方法］ボタンを選択します。

�［仕分け］の［オフセット排紙］をチェックします。

�［印刷］ダイアログボックスで印刷範囲と印刷部数を指
定し、［部単位で印刷］をチェックしてある場合は
チェックを外す。

�［OK］をクリックする。

印刷が始まり、給紙設定されている（プリンターのディスプ
レイに表示されている）ホッパー（またはトレー）から用紙が
給紙され、排紙トレー上に排出されます。

最初のジョブ

2番目のジョブ

左右にずれて用紙が排
出され、1番目のジョ
ブと2番目のジョブが
仕分けられる。

最初のジョブ

＜Windows Me/98/95の場合＞

Windows Me/98/95は［プロパティ］ダイアログボックスの
［出力制御］シートを開き、［仕分け］で［オフセット排紙］を選
択する。

次の場合、オフセット排紙は使用できません。

� 普通紙・厚紙1以外の用紙

� ステープル機能を使用する場合

� フェースアップを使用する場合

丁合い・部数の設定は、プリンタのプロパティダイアロ
グボックスで設定してください。



893-810024-003-A 第2版

4 より進んだ使い方 226

電子ソート機能

電子ソート機能とは、複数部数の印刷を行う場合、コンピューターから1部目だけ印刷データを送り、2部目以降はプリ
ンター内部で印刷処理を行う機能＊のことです。オプションの増設メモリーまたは、増設メモリーと増設ハードディスク
をプリンターに取り付けることにより実現できます。（増設メモリー、増設ハードディスクの取り付け方は1章「オプショ
ン」（42ページ）を参照してください。）

＊ 増設メモリー容量、文書のページ数、解像度、用紙サイズ、両面印刷の設定の条件によっては2部目以降でもデータを送る場合があります。

MultiWriter 4550を双方向通信が無効な環境でお使いの場合には、プリンター本体に装備したメモリー容量または、増
設ハードディスクを追加したことをプリンタードライバーで設定する必要があります。次の手順に従って、メモリー容量を
設定してください。ただし、双方向通信が有効な環境ではPrintAgentの機能により自動的に設定されます。

電子ソート機能はWindows XP、Windows 2000、Windows NT 4.0、Windows Me/98/95で動作しているコンピュー
ターで利用できます。

また、印刷保証枚数については、「電子ソート機能有効時の印刷保証枚数表」（511ページ）を参照してください。

電子ソート機能を有効にするためには、プリンターに64MB以上のメモリーを増設してください。または、増設メモリー
と増設ハードディスクを実装すると、印刷保証枚数を増やすことができます。

＜Windows XP/2000/NT 4.0の場合＞

� Windows XP/2000は［プリンタのプロパティ］ダイアロ
グボックスの［プリンタの設定］シート

� Windows NT 4.0は［プロパティ］ダイアログボックスの
［プリンタの設定］シート

＜Windows Me/98/95の場合＞

Windows Me/98/95は［プロパティ］ダイアログボックスの
［プリンタの構成］シート

プリンタードライバーでの増設メモリーの設定方法

双方向通信が無効な環境の場合、以下のダイアログボックスの［プリンタの構成］シートを開き、［メモリ］を増設したメモ
リーの構成に合わせます。
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プリンタードライバーでの増設ハードディスクの設定方法

双方向通信が無効な環境の場合、以下のダイアログボックスの［プリンタの構成］シートを開き、ハードディスクを装着し
た状態に設定します。

＜Windows Me/98/95の場合＞

Windows Me/98/95は［プロパティ］ダイアログボックスの
［プリンタの構成］シート

＜Windows XP/2000/NT 4.0の場合＞

� Windows XP/2000は［プリンタのプロパティ］ダイアロ
グボックスの［プリンタの設定］シート

� Windows NT 4.0は［プロパティ］ダイアログボックスの
［プリンタの設定］シート
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　仕上げ機能

フィニッシャー（オプション）のステープル機能とパンチ機能を利用すると、出力した文書を一部ずつにまとめて出力でき
るので、会議の時などの書類をプリンター1台で作成することができて便利です。

� ステープル機能 ............................................................................... 228ページ
� パンチ機能....................................................................................... 230ページ

ステープル機能

ステープルできる用紙サイズと種類

ステープル機能をお使いになるためには、以下の条件である必要があります。ご使用前に確認してください。

ステープル可能な用紙サイズ ステープル可能な用紙種類

A3　縦
• 普通紙
用紙厚 64g/m2、最大50枚

• 厚紙1
用紙厚 90g/m2まで、最大40枚
用紙厚 105g/m2まで、最大30枚

A4　縦＊、横

B4　縦

B5　横

レター　縦＊、横

＊　A4縦、レター縦はトレー給紙のみ使用できます。
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ステープル位置

印刷する向きが縦または横の場合、ステープルどめできる位置と用紙サイズ、用紙のセット方向＊は以下のとおりです。
用紙のセット方向については5章の「用紙のセット方向」（301ページ）を参照してください。

印刷の向き 綴じ方 イメージ

用紙サイズ

A3縦＊

A4
B4縦＊

B5 レター

縦＊ 横＊ 縦＊ 横＊ 縦＊ 横＊

ポートレート

左上綴じ・ステープル1点 ○ ×　 ○ ○ ×　 ○ ×　 ○

右上綴じ・ステープル1点 ○ ○ ○ ○ ×　 ○ ○ ○

上綴じ･ ステープル2点 ○ ○ ×　 ○ ×　 ×　 ○ ×　

上綴じ･ ステープル1点 ×　 ○ ×　 ×　 ×　 ×　 ○ ×　

左綴じ・ステープル2点 ×　 ×　 ○ ×　 ×　 ○ ×　 ○

右綴じ・ステープル2点 ×　 ×　 ○ ×　 ×　 ○ ×　 ○

ランドスケープ

左上綴じ・ステープル1点 ○ ○ ○ ○ ×　 ○ ○ ○

右上綴じ・ステープル1点 ○ ×　 ○ ○ ×　 ○ ×　 ○

上綴じ・ステープル2点 ×　 ×　 ○ ×　 ×　 ○ ×　 ○

右綴じ・ステープル1点 ×　 ○ ×　 ×　 ×　 ×　 ○ ×　

左綴じ・ステープル2点 ○ ○ ×　 ○ ×　 ×　 ○ ×　

右綴じ・ステープル2点 ○ ○ ×　 ○ ×　 ×　 ○ ×　

＊　縦：縦通紙　横：横通紙
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パンチ機能

パンチできる用紙サイズと種類

パンチ機能をお使いになるためには、以下の条件である必要があります。ご使用前に確認してください。

パンチ可能な用紙サイズ パンチ可能な用紙種類

A3　縦
A4　横

• 普通紙
用紙厚 64～70g/m2

• 厚紙1
用紙厚 90～105g/m2まで

パンチ位置

印刷する向きが縦または、横の場合、パンチできる位置と用紙サイズ、用紙のセット方向＊は以下のとおりです。用紙の
セット方向については5章の「用紙のセット方向」（301ページ）を参照してください。

印刷の向き 綴じ方 イメージ
用紙サイズ

A3縦＊ A4横＊

ポートレート

上二点穴開け ○ ×　

左二点穴開け ×　 ○

右二点穴開け ×　 ○

ランドスケープ

上二点穴開け ×　 ○

左二点穴開け ○ ×　

右二点穴開け ○ ×　

＊　縦：縦通紙　横：横通紙
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＜Windows Me/98/95の場合＞

�［プロパティ］ダイアログボックスの［出力制御］シートを
開きます。

�［排出方法］の［フィニッシャ］を選択し、［フィニッシャ設
定］をクリックします。

� プリンタードライバーのプロパティダイアログボックス
を開き、ステープル機能を有効にする。

＜Windows XP/2000/NT 4.0の場合＞

� Windows XP/2000は［印刷設定］ダイアログボックス、
Windows NT 4.0は［ドキュメントの既定値］ダイアログ
ボックスの［メイン］シートを開き、左側の［機能選択］
バーから［排紙方法］をクリックします。

�［排紙方法］の［フィニッシャ］を選択し、［設定］をクリッ
クします。

�

�

設定方法

� ステープル機能 ............................................................................... 231ページ
� パンチ機能....................................................................................... 233ページ
� 丁合い・仕上げ機能を組み合わせて簡易製本する ......................... 234ページ

ステープル機能

オプションのフィニッシャーを使用し、実現できる機能です。最大50枚（片面50ページ、両面100ページ）の用紙をステー
プルどめすることができます。複数枚・複数部印刷し、排紙される用紙に対してステープルを行う機能です。また、この
ステープル機能とパンチ機能を両方組み合わせて使用することもできます。

� 印刷したい文書の用紙が同じ用紙サイズであることを確認してください。異なった用紙サイズがあると、正常にステー
プル機能が動作しません。

� 機能させたい用紙の枚数が50枚以下であることを確認してください。51枚以上の場合はステープルどめされません。

� フィニッシャーの機能を選ぶと、排出先は自動的
にフィニッシャーになります。

� ステープルは印刷ジョブ単位で最大50枚までと
じることができます。複数の印刷ジョブをまとめ
てとじることはできません。

�

�



893-810024-003-A 第2版

4 より進んだ使い方 232

�［フィニッシャ］ダイアログボックスでフィニッシャ
モードを設定し、［OK］をクリックする。

�［印刷］ダイアログボックスで印刷範囲、印刷部数を指
定し、［OK］をクリックする。

［印刷］ダイアログボックス上の［部単位で印刷］をチェックし
てある場合、フィニッシャーが指定したとおり動作しないこ
とがあります。その場合は［部単位で印刷］のチェックを外し
て、正しく動作するかどうか確認してください。

� フィニッシャー機能を使用できるのは給紙用紙と
して次の［用紙種類]および［用紙サイズ]が設定さ
れているときのみです。それ以外の設定では警告
メッセージが表示され、フィニッシャー機能を使
用することはできません。

－ 用紙種類 ：普通紙、厚紙1

－ 用紙サイズ：A3／A4／厚紙1／B4／B5／
レター

� フィニッシャー機能を利用する場合は、用紙サイ
ズや用紙の給紙方向（横置き、縦置き）を揃えて
ホッパーやトレーに用紙をセットしてください。

� 長辺綴じを行うには用紙を横置きに、短辺綴を行
うには用紙を縦置きにセットしてください。

� A3、B4サイズは短辺綴じのみ設定できます。

� ステープルを指定して異なる用紙サイズを含む文
書を印刷すると、まとめてステープルされず、複
数に分かれてしまいます。アプリケーションに
よっては、印刷する際に「印刷用紙の大きさにあ
わせて拡大／縮小」の指定を行うことにより、同
一の用紙サイズへ印刷することができ、まとめて
ステープルすることができます。

［フィニッシャ機能］と［綴じ方向］および［綴じ位置］の組み合わ
せによって出力結果が決まります。出力のイメージは235ペー
ジを参照してください。
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パンチ機能

オプションのフィニッシャーを使用すると、印刷した文書をまとめて穴をあけることができます。また、このパンチ機能
とステープル機能を組み合わせて使うこともできます。

文書のグラフィックやテキストに穴があかないように十分な余白があることを確認してください。

� プリンタードライバーのプロパティダイアログボックス
を開き、パンチ機能を有効にする。

＜Windows XP/2000/NT 4.0の場合＞

� Windows XP/2000は［印刷設定］ダイアログボックス、
Windows NT 4.0は［ドキュメントの既定値］ダイアログ
ボックスの［メイン］シートを開き、左側の［機能選択］
バーから［排紙方法］をクリックします。

�［排紙方法］の［フィニッシャ］を選択し、［設定］をクリッ
クします。

＜Windows Me/98/95の場合＞

�［プロパティ］ダイアログボックスの［出力制御］シートを
開きます。

�［排出方法］の［フィニッシャ］を選択し、［フィニッシャ設
定］をクリックします。

�［フィニッシャ］ダイアログボックスでフィニッシャ
モードを設定し、［OK］をクリックする。

�
�

［フィニッシャ機能］と［綴じ方向］および［綴じ位置］の組み合わ
せによって出力結果が決まります。出力のイメージはそれぞれ
次ページのようになります。�

�［印刷］ダイアログボックスで印刷範囲、印刷部数を指
定し、［OK］をクリックする。

［印刷］ダイアログボックス上の［部単位で印刷］をチェックし
てある場合、フィニッシャーが指定したとおり動作しないこ
とがあります。その場合は［部単位で印刷］のチェックを外し
て、正しく動作するかどうか確認してください。

�

�
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� 左の機能選択バーから［排出方法］を選択し、［仕分け］
や［排出方法］の設定を行い、［OK］をクリックする。

�［印刷］ダイアログボックスで印刷範囲、印刷部数を指
定して［OK］をクリックする。

丁合い機能、仕上げ機能を組み合わせて簡易製本する

ひとつの文書を2部以上印刷（コピー印刷）する場合、丁合い機能、合紙機能、オフセット排紙、仕上げ機能のステープル
機能を組み合わせて使用することにより、仕分けが簡単になり、簡易製本も作成することができます。
以下に、その例を挙げて説明します。

� 丁合い機能の選択は［プリンタのプロパティ］ダイアログボックスで行ってください。アプリケーションによっては、印
刷機能で丁合いの指定ができるものがありますが、これらの機能を使って丁合いを指定しても正しく機能しない場合が
あります。この機能を利用する場合はアプリケーションの丁合いは指定しないでください。

� 丁合い機能を選択した場合、ご使用のアプリケーションの丁合い（［部単位で印刷］など）のチェックは外してください。

� 合紙機能、オフセット排紙、フィニッシャー機能、そ
れぞれに必要な準備をする。

合紙機能について .................................................. 223ページ
オフセット排紙について...................................... 225ページ
仕上げ機能について .............................................. 228ページ

� プリンタードライバーのプロパティダイアログボックス
を開き、丁合い機能を有効にする。

＜Windows XP/2000/NT 4.0の場合＞

� Windows XP/2000は［印刷設定］ダイアログボックス、
Windows NT 4.0は［ドキュメントの既定値］ダイアログ
ボックスの［メイン］シートを開き、左側の［機能選択］
バーから［丁合い］ボタンを選択します。

�［丁合い］の［丁合い機能を使用する］をチェックします。

＜Windows Me/98/95の場合＞

［プロパティ］ダイアログボックスの［出力制御］シートを開
き、［丁合い機能を使用する］ボタンをクリックします。

①

�
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丁合い機能と仕分け・排紙機能の組み合わせの種類としては次のようなものがあり、それぞれ出力のイメージは以下のよ
うになります。

丁合い、合紙、オフセット排紙、フィニッシャー機能の組み合わせ
○：設定する　－：設定しない

* とじ方は長辺とじを例として挙げてあります。

丁
合
い

け分仕 紙排

合
紙
／
表
の
み

合
紙
／
表
と
裏

オ
フ
セ
ッ
ト
排
紙

フ*
ィ
ニ
ッ
シ
ャ

○ ○ － － －

○ － ○ － －

○ － － ○ －

○ － － － ○

○ ○ － － ○

○ － ○ － ○

出来上がりイメージ
（3部印刷した場合）

ー

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
2
3

＝＝＝＝＝＝＝＝
＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝
＝＝＝
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2
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＝＝＝＝＝＝＝＝
＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝
＝＝＝

1
2
3

＝＝＝＝＝＝＝＝
＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝
＝＝＝

＝＝＝＝＝＝＝＝
＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝
＝＝＝

1
2
3

1
2
3

1
2
3

1
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3

1
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3

＝＝＝＝＝＝＝＝
＝＝＝＝＝

＝＝＝＝＝
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1
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1
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＝＝＝＝＝
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＝＝＝

1
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3

（左） （右） （左）
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大量・連続印刷する

複数のホッパーをグループにして給紙を行わせ、印刷データを休止することなくノンストップで出力できる機能です。

グループホッパー

オプションの大容量ホッパーを装着するとより効果がある機能です。標準ホッパー1、2・大容量ホッパー（オプション）
3、4、5とトレー（標準）の6つの給紙先を組み合わせてグループに設定し、一つのホッパーとして扱います。
グループとして設定できるのは2グループまでです。同じグループ内の一つのホッパーに紙が無くなってもグループ設定
している他のホッパーから給紙します。用紙が足りなくなったホッパーには、印刷中でも用紙をつぎ足すことができま
す。用紙を足すことでノンストップ印刷が可能になります。

次ページで、詳細な設定方法を説明します。

至急！
印刷中です
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設定方法

複数のホッパーおよびトレーを一つのホッパーとして取り扱うことで、用紙を補給する手間が省けます。グループ化は、
2個までできます。

双方向通信時は、プリンター本体の設定状態が自動的に反映されます。双方向通信をしていない場合は、グループ設定でグ
ループ選択をする必要があります。

例）グループA...........................ホッパー1、2
グループB...........................ホッパー3、5、トレー

グループホッパー機能を使うには次のステップで設定する必要があります。

Step 1 グループホッパーを有効にする
Step 2 給紙方法を設定する

Step 1 グループホッパーを有効にする

グループホッパーを有効にするために、プリンターの設定
を行います。

� メニューモードに入る。

［印刷可］スイッチを押してプリンターをディセレクト状態に
し、［メニュー］スイッチを押して“テストメニュー　→”を表
示させます。

� 操作パネルの［ ］スイッチ、［ ］スイッチ、［設定変
更］スイッチを押して、“ヨウシメニュー”の“グループ
セッテイ”を選択する。

詳しくは、「メニューツリー」（333～342ページ）をご覧くだ
さい。

Step 2 給紙方法を設定する

印刷を開始するときに［給紙方法］で［グループA］または［グ
ループB］を選択します。

� プリンタードライバーのプロパティダイアログボック
スの［用紙］シートを開く。

�［印刷終了］スイッチを押す。

� 設定が終わったら、グループホッパーを有効にした
ホッパーおよびトレーの用紙サイズ、用紙の種類、用
紙のセット方向が同じになっているか確認する。

� ホッパーの給紙方法が［グループA］または［グループB］
になっていることを確認する。

プリンタードライバーの給紙方法を確認するには、ユーザー
ズマニュアル5章の「印刷の詳細設定」（122ページ）を参照し
てください。

� 用紙の種類、用紙のサイズがプリンターのメニュー
モードと同じになっていることを確認する。

�［印刷］ダイアログボックスで印刷範囲、印刷部数を指
定し、［OK］をクリックして印刷する。

　ク゛ルーフ°　セッテイ
←ホッハ°X 　　　ク゛ルーフ°X

「A」、もしくは「B」が表示されます。

設定変更
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拡大 拡大

縮小 縮小

用紙の大きさを変えて
拡大・縮小

用紙の大きさを変えずに
拡大・縮小

 拡大・縮小印刷

用紙の大きさを変えて拡大・縮小する方法と、用紙の大きさを変えないで拡大・縮小するという方法があります。

用紙の大きさを変えて拡大・縮小

� 出力用紙サイズを指定する..................................................................................... 239ページ

Windows XP、Windows 2000、Windows NT 4.0、Windows Me/98/95で利用できます。

アプリケーションであらかじめ設定されている論理上の用紙サイズに対して、原稿を実際に印刷する出力用紙
サイズを設定することにより、印刷データの拡大・縮小を行います。印刷データは出力用紙サイズに合わせて
自動的に拡大・縮小されます。

� 拡大・縮小印刷に対応した用紙サイズを指定する ................................................ 242ページ

Windows XP、Windows 2000、Windows NT 4.0、Windows Me/98/95で利用できます。

アプリケーションの用紙サイズを拡大・縮小印刷対応用紙サイズ（「A4×2→A4」など）に指定します。この設定
はプリンターの機能を利用して印刷を行います。

用紙の大きさを変えないで拡大・縮小

� 拡大・縮小率を指定する ........................................................................................ 241ページ

Windows XP、Windows 2000、Windows NT 4.0、Windows Me/98/95で利用できます。
任意の倍率を指定することで、印刷データの拡大・縮小を行います。拡大・縮小率は10％～400％の範囲で設
定可能です。

後述の「出力用紙サイズを指定する」と組み合わせると希望の出力用紙に任意の倍率で拡大・縮小して印刷デー
タを出力することができます。
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［用紙サイズ］と［出力サイズ］に設定され
た用紙サイズに応じて、拡大・縮小率が
表示されます。　

�

�

�

�

�

�

［用紙サイズ］と［出力用紙サイズ］に設定された用
紙サイズに応じて、拡大・縮小のイメージが表示
されます。　

設定方法

出力用紙サイズを指定する
�［プロパティ］ダイアログボックスの［用紙］シートを開

く。

Windows XP/2000は［印刷設定］ダイアログボックス、NT
4.0は［ドキュメントの既定値］ダイアログボックスの［用紙］
シートを開きます。

�［用紙サイズ］ボックスからアプリケーションで設定した
用紙サイズを選択する。

ユーザ定義を選択した場合の設定は「定形外用紙サイズの用
紙に印刷」（236ページ）を参照してください。

�［出力用紙サイズ］に任意の出力用紙サイズを設定す
る。

出力用紙サイズの設定方法には次の2通りがあります。

� サポートするすべての用紙サイズに対して、共
通の出力用紙サイズを割り付ける場合→�-（a）

� すでに設定してある用紙割り付けに従って出力
用紙サイズを設定する場合→�-（b）

�-(a)

＜Windows XP/2000/NT 4.0の場合＞

［出力設定］の［割付に従う］のチェックを外し、［出力サイズ］
ボックスから任意の出力用紙サイズを選択する。手順�に進
んでください。

＜Windows Me/98/95の場合＞

［出力用紙サイズ］で［指定する］を選び、［出力用紙サイズ］
ボックスから任意の出力用紙サイズを選択します。手順�に
進んでください。

�-(b) ［割付に従う］をチェックする。

現在［用紙サイズ］で選択されている用紙サイズに割り付けて
あるサイズが、出力用紙サイズとして自動的に設定されま
す。

割り付けの設定を変更したい場合は手順�に進んでくださ
い。変更しない場合は手順�に進んでください。
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� 出力用紙の割付設定をするダイアログボックスを開
く。

＜Windows XP/2000/NT 4.0の場合＞

［プロパティ］ダイアログボックスを開きます。［プリンタの
設定］シートの［出力用紙割付］で［ユーザ割付］を選び、［割付
設定］をクリックします。

［用紙］シートの［割付内容の表示］をクリックすると、組み合わ
せの表示のみ行います。

� 設定したい出力用紙サイズを選択し、［OK］または［閉
じる］をクリックする。

＜Windows Me/98/95の場合＞

 ［プロパティ］ダイアログボックスを開きます。［用紙］シート
の［割付内容の表示］をクリックします。

�［用紙］シートの［OK］をクリックする。

Windows XP/2000/NT 4.0の場合は［プリンタの設定］シー
トの［OK］をクリックし、［用紙］シートの［OK］をクリックし
ます。

� 以下の用紙サイズを指定した場合は［出力用紙サイズ］
が固定となり、［出力用紙サイズ］で指定する拡大・縮
小印刷機能は使用できません。

A3→A4、A3→B4、A4→A3、A4→B4、A4→
B5、A4×2→A4、B4→A3、B4→A4、B4→
B5、B5→A4、B5→B4、B5×2→B5、LP→
A4、LP→B4

�［給紙方法］に増設ホッパ（500）が設定されている場
合はA5、B5は指定できません。

Windows Me/98/95

Windows XP/2000/NT 4.0
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拡大・縮小率を指定する

この機能は次の場合以外はいつでも有効で、他の印刷機能と組み合わせることができます。

�［レイアウト］＊1シートで複数ページ印刷を設定している

�［フォーム］＊2シートでフォーム印刷を設定している

�［用紙］シートで以下の用紙サイズを設定している

A3→A4、A4→B5、A4×2→A4、B4→A4、B4→B5、B5→A4、B5×2→B5、LP→A4、A3→B4、A4→A3、
A4→B4、B4→A3、B5→B4、LP→B4

＊1 Windows XP/2000/NT 4.0の場合は［メイン］シートの［複数ページレイアウト］シートになります。
＊2 Windows XP/2000/NT 4.0の場合は［その他］シートになります。

�［プロパティ］ダイアログボックスの［用紙］シートを開
く。

Windows XP/2000は［印刷設定］ダイアログボックス、Win-
dows NT 4.0は［ドキュメントの既定値］ダイアログボック
スの［用紙］シートを開きます。

�［拡大縮小率を指定する］をチェックし、右のボックス
で拡大・縮小率を設定する。

�［OK］をクリックする。

�

�

Windows XP/2000/NT 4.0

�

�

Windows Me/98/95
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拡大・縮小印刷に対応した用紙サイズを指定する

プリンターの拡大・縮小モードを設定します。設定は印刷時のみ有効になります。

�［プロパティ］ダイアログボックスの［用紙］シートを開
く。

� Windows XP/2000は［印刷設定］ダイアログボックスの
［用紙］シートを開きます。
� Windows NT 4.0［ドキュメントの既定値］ダイアログボッ
クスの［用紙］シートを開きます。

�［用紙サイズ］ボックスから用紙サイズ（下記の拡大・
縮小率）を選ぶ。

A3→A4、A4→B5、A4×2→A4、B4→A4、B4→B5、B5
→A4、B5×2→B5、LP→A4、A3→B4、A4→A3、A4→
B4、B4→A3、B5→B4、LP→B4

�［OK］をクリックする。

�
�

Windows XP/2000/NT 4.0

�

�

Windows Me/98/95
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MOPYING設定ウィンドウ

MultiWriter 4550のプリンタードライバーには、より快適にMOPYINGを実現するために、MOPYING設定ウィンドウ
があります。複数ページ印刷や両面印刷などの設定を簡単に行うことができます。

MOPYING設定ウィンドウは、一部のアプリケーションのみ対応しております。対応アプリケーションや使用する際の注
意事項などについては、プリンタードライバーのヘルプ、または添付のプリンターソフトウエアCD-ROMに収録されてい
る「MW4550¥Disk1¥Drivers.txt」をお読みください。

設定方法

MOPYING設定ウィンドウを使って印刷する場合は以下の手順を行ってください。
Step 1 MOPYING設定ウィンドウを有効にする
Step 2 MOPYING設定ウィンドウを使って印刷する

Step 1 MOPYING設定ウィンドウを有効にする

MOPYING設定ウィンドウを表示するため、設定を有効にします。

　　＊ Windows Me/98/95の場合は［プロパティ］
Windows NT 4.0の場合は［ドキュメントの既定値］

� MOPYING設定を有効にする。

＜Windows XP/2000/NT 4.0の場合＞

［その他］シートをクリックします。
［拡張機能］の下の［MOPYING設定ウィンドウ］を選び［表示す
る］を選択し、［OK］をクリックします。

�［プリンタとFAX］フォルダー(Windows XP以外の場
合は、［プリンタ］フォルダー) を開く。

�［NEC MultiWriter 4550］アイコンをクリックする。

�［ファイル］メニューの［印刷設定］＊をクリックする。

プロパティダイアログボックスが表示されます。

＜Windows Me/98/95の場合＞

［補助機能］シートを開きます。［印刷開始時にMOPYING設定
ウィンドウを表示する］をチェックし、［OK］をクリックしま
す。

�
�
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Step 2 MOPYING設定ウィンドウを使って印刷する

� アプリケーションの［ファイル］メニューで［印刷］をク
リックし、［印刷］ダイアログボックスを開く。

�［印刷］ダイアログボックスの［印刷］をクリックする。
MOPYING設定ウィンドウが表示されます。

� 複数ページレイアウト印刷、両面印刷などの設定を
し、［印刷開始］をクリックする。
印刷が開始されます。

設定を解除する

MOPYING設定ウィンドウの表示を無効にする手順を説明します。

� 243ページの手順�～�を行い、プロパティダイアロ
グボックスを開く。

� MOPYING設定を解除する。

＜Windows XP/2000/NT 4.0の場合＞

［その他］シートをクリックします。
［拡張機能］で［MOPYING設定ウィンドウ］を選び、［表示しな
い］を選択し、［OK］をクリックします。

＜Windows Me/98/95の場合＞

［補助機能］シートを開きます。［印刷開始時にMOPYING設定
ウィンドウを表示する］のチェックを外し、［OK］をクリック
します。

この手順以外でもMOPYING設定ウィンドウが表示され
ているときに、［今後、このウィンドウを表示しない］を
チェックすることにより、MOPYING設定を無効にする
ことができます。
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「かんたん設定」の使い方
「かんたん設定」はWindows XP/2000/NT 4.0のプリンタードライバーでご利用になれます。［印刷設定］ダイアログボッ
クスおよび［ドキュメント既定値］ダイアログボックス内の設定内容をまとめて登録できる機能で、アイコンをクリックす
れば登録した設定内容で簡単に印刷することができます。

ここでは、「かんたん設定」の登録と削除方法について説明します。

なお、「かんたん設定」には、あらかじめ3つの機能が設定された［プリンターで登録済みの設定］アイコンがあります。そ
れぞれのアイコンに設定されている内容は以下の表のとおりです。

［プリンターで登録
済みの設定］
アイコン

設定内容

解像度 ブラシパターン SET機能 トナー節約機能

標準 600dpi 拡大する 使用する 使用しない

高速 300dpi 拡大する 使用する 使用しない

トナー節約 600dpi 拡大する 使用する 使用する

設定方法

ユーザー設定の登録

� 任意のプロパティシートで登録したい設定内容に変更
する。

設定内容を確認したい場合は［設定一覧］をクリックして、［設
定一覧］ダイアログボックスを表示させます。

�［メイン］シートを開く。

�［登録と削除］をクリックする。

［かんたん設定の登録と削除］ダイアログボックスが表示され
ます。

� 名前を入力し、任意のアイコンを選択する。

名前は必ず入力してください。名前の入力文字は全角/半角
に関係なく、15文字までです。
登録する設定の簡単な説明を全角/半角に関係なく、127文
字まで［コメント］ボックスに入力することができます。
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�［追加］をクリックする。

�

�

� 設定内容が表示されるので、確認して［OK］をクリッ
クする。

［印刷設定］ダイアログボックスを開いた後に変更された内容
は、赤で表示されています。

�［登録一覧］リストビューに登録したアイコンが追加さ
れたことを確認し、［OK］をクリックする。

アイコンの表示順は、アイコンを直接ドラッグすることで変
更できます。

各シートの右クリックメニューからも［かんたん設定の登録と
削除］ダイアログボックス［設定一覧］ダイアログボックスを開
くことができます。

ユーザー設定の削除

�［メイン］シートを開く。

�［登録と削除］をクリックする。

［かんたん設定の登録と削除］ダイアログボックスが表示され
ます。

� 削除したいアイコンを選択し、［削除］をクリックす
る。

［プリンターで登録済みの設定］アイコンは削除できませ
ん。

�［OK］をクリックする。

�［登録一覧］リストビューから登録していたアイコンが
削除されたことを確認し、［OK］をクリックする。

各シートの右クリックメニューからも［かんたん設定の登録と
削除］ダイアログボックス［設定一覧］ダイアログボックスを開
くことができます。



893-810024-003-A 第2版

4 より進んだ使い方 247

Step 1 定形外用紙をセットする

＜定形外用紙カセットにセットする場合＞

� 定形外用紙カセットに用紙をセットする。

手順は、5章の「定形外用紙カセットに用紙をセットする」
（309ページ）を参照してください。

＜トレーにセットする場合＞

� トレーに用紙をセットする。

手順は、5章の「トレーに用紙をセットする」（305ページ）を
参照してください。

� 操作パネル上の［トレー］スイッチで給紙先を「トレー」
にする。

このとき、操作パネルの［トレー］スイッチによる用紙サイズ
設定は必要ありません。設定は無効になります。

Step 2 定形外用紙（ユーザー定義）サイズを設定する

定形外用紙の用紙サイズをユーザー定義サイズとして、次の手順で設定します。各OSごとに説明します。

� Windows XP/2000/NT 4.0の場合、複数の用紙サイズ（ユーザー定義サイズ）を追加することができます。設定でき
る用紙サイズは、幅：100～597mm、長さ：105～840mmです。詳しくはOSのヘルプを参照してください。

� Windows Me/98/95の場合、設定できる用紙サイズ（ユーザー定義サイズ）は一種類のみです。設定できる用紙サイ
ズは、幅：100～297mm、長さ：105～431.8mmです。

定形外用紙サイズ（特殊）の用紙に印刷

� 定形外用紙に印刷する ................................................................................. 249ページ
� 厚紙に印刷する ............................................................................................ 253ページ

設定方法

定形外用紙に印刷する

定形外用紙（ユーザー定義）の用紙に出力するには、以下の手順を行ってください。
Step 2およびStep 3は、OSごとに説明します。

Step 1 定形外用紙をセットする
Step 2 定形外用紙（ユーザー定義）サイズを設定する
Step 3 定形外用紙（ユーザー定義）サイズで印刷する

� 定形外の用紙は、トレーおよび定形外用紙カセットのみにセットすることができます。

� トレー、定形外用紙カセットに定形外の用紙をセットする場合はあらかじめ使用できる用紙の種類、用紙サイズを確認
しておいてください。（用紙については付録の「用紙の規格」（412ページ）をご覧ください。）

� プリンターにセットできる用紙サイズは、幅100～297mm、長さは105～431.8mmです。
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�
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�

�

�

＜Windows XP/2000/NT 4.0の場合＞

�［プリンタとFAX］フォルダー(Windows XP以外の場
合は、［プリンタ］フォルダー) を開く。

�［ファイル］メニューから［サーバーのプロパティ］をク
リックする。

�［用紙］シートを開く。

�［新しい用紙を作成する］をチェックして、［用紙の説
明］に任意の用紙名、［寸法］にサイズを入力し、［用紙
の保存］をクリックする。

� リストボックスに新規作成した用紙名が追加されたこ
とを確認して［閉じる］をクリックする。

Windows XP/2000

Windows NT 4.0

これで新しい用紙サイズが追加されました。

＜Windows Me/98/95の場合＞

�［プリンタ］フォルダーを開く。

� 使用するプリンターのアイコンをクリックする。

�［ファイル］メニューの［プロパティ］をクリックする。

［プロパティ］ダイアログボックスが表示されます。

�［用紙］シートを開き、［用紙サイズ］ボックスから
［ユーザ定義］を選ぶ。

［ユーザ定義］を選択すると給紙方法で［ホッパ］は選択で
きません。

� 用紙の［幅］と［長さ］を入力し、［OK］をクリックす
る。

�［OK］をクリックし、［プロパティ］ダイアログボック
スを閉じる。

これでユーザー定義の用紙サイズが設定できました。

�
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＜Windows XP/2000/NT 4.0の場合＞

� アプリケーションの［ファイル］メニューで［印刷］をク
リックし、［印刷］ダイアログボックスを開く。

アプリケーションによっては、この手順後に［印刷］ダイアロ
グボックスの［プロパティ］をクリックします。

�［詳細設定］をクリックする。

�［用紙］シートを開き、［用紙サイズ］ボックスから、
Step2で追加した用紙サイズを選択する。

�［ユーザ定義］を選択すると給紙方法で［ホッパ］は選択
できません。

� 坪量81.4g/m2（連量70kg）を越える用紙の場合［用
紙種類］ボックスで［厚紙］を指定してください。

�［給紙方法］と［用紙種類］を指定する。

� 印刷部数を指定して、［OK］（または［印刷］）をクリッ
クする。

＜Windows Me/98/95の場合＞

� アプリケーションの［ファイル］メニューで［印刷］をク
リックし、［印刷］ダイアログボックスを開く。

�［プロパティ］をクリックする。

�［用紙］シートを開き、［用紙サイズ］ボックスから、
［ユーザ定義］を選択する。

�［ユーザ定義］を選択すると給紙方法で［ホッパ］は選択
できません。

� 坪量81.4g/m2（連量70kg）を越える用紙の場合［用
紙種類］ボックスで［厚紙］を指定してください。

�［給紙方法］と［用紙種類］を指定し、 ［OK］をクリック
する。

Step 3 定形外（ユーザー定義）の用紙サイズで印刷する

Step2で設定した用紙サイズで印刷する手順を説明します。なお、アプリケーションによっては手順が異なる場合があり
ます。

各OSとも、プロパティダイアログボックスはアプリケーションのメニューから開く方法と［プリンタとFAX］フォルダー（Windows
XP以外は［プリンター］フォルダー）から開く方法があります。

アプリケーションメニューから開いた場合は、一般的にそのアプリケーションでのみ有効な設定になります。また、［プリンタと
FAX］フォルダー（Windows XP以外は、［プリンタ］フォルダー）から開いた場合は、すべてのアプリケーションの基本設定になり
ます。

�［ユーザー定義］ダイアログボックスで［幅］と［長さ］を
確認し、［OK］をクリックする。

� 印刷部数を指定して、［OK］をクリックする。

�

�
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厚紙に印刷する

用紙カセットまたはトレーに厚紙をセットする場合はあらかじめ設定できる用紙の厚さを確認しておいてください。（用
紙については付録の「用紙の規格」をご覧ください。）
ホッパー1、5では厚紙レベル1（坪量64～105g/m2）まで、ホッパー2～4、およびトレーでは厚紙レベル6（坪量64～
200g/m2）まで、選択できます。使用できる用紙坪量と厚紙レベルの関係は、下表のとおりです。

Step 1 厚紙をセットする
手順は、5章「用紙のセット」を参照してください。

Step 2 厚紙設定を有効にする

厚紙を使用するために、プリンターの設定を行います。

� メニューモードに入る。

［印刷可］スイッチを押してプリンターをディセレクト状態に
し、［メニュー］スイッチを押して“テストメニュー　→”を表
示させます。

� 操作パネルの［ ］スイッチ、［ ］スイッチ、［設定変
更］スイッチを押して、“ヨウシメニュー”の“ヨウシ
シュベツセッテイ”を選択する。

詳しくは、「メニューツリー」（111～113ページ）をご覧くだ
さい。

Step 3 用紙の種類を選択する

印刷を開始するときに［用紙種類］で［厚紙］を選択します。

� プリンタードライバーのプロパティダイアログボック
スの［用紙］シートを開く。

� 用紙の種類が［厚紙］になっていることを確認する。

�［厚紙種類設定］をクリックする。

［厚紙種類設定］ダイアログボックスが開きます。

用紙種類 用紙坪量

普通紙 64～70g/m2

厚紙1 70～105g/m2

厚紙2 105～120g/m2

厚紙3 120～140g/m2

厚紙4 140～160g/m2

厚紙5 160～180g/m2

厚紙6 180～200g/m2

　　　　　　　　ヨウシシュへ゛ツ
←アツカ゛ミ　　　　レへ゛ル1＊

設定変更

� 操作パネルの［ ］スイッチを押して、厚紙の種類を選
択する。

�［メニュー終了］スイッチを押す。

緑

メニュー終了

印刷可

� 印刷する厚紙の種類を選択して［OK］をクリックす
る。

�［印刷］ダイアログボックスで印刷範囲、印刷部数を指
定し、［OK］をクリックして印刷する。

�
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［印刷位置微調整］ダイアログボックス（Windows XP/2000/NT 4.0）
［詳細設定］ダイアログボックス（Windows Me/98/95）

印刷範囲

クリックすると標
準の位置に配置さ
れます。

印刷位置を設定す
る距離の単位を選
べます。

クリックすると表
面と裏面を平行に
配置します。

クリックすると表
面と裏面を対称に
配置します。

印刷範囲内の任意
の場所をドラッグ
すると印刷位置を
調整できます。

クリックすると印
刷位置が用紙の中
央に配置されま
す。

印刷位置の調整

OSごとに以下のダイアログボックスで印刷位置を細かく調整します。

� Windows XP/2000/NT 4.0： ［その他］シートの［拡張機能］ツリービューの［印刷位置微調整］ダイアログ
ボックス

� Windows Me/98/95： ［レイアウト］シートの［詳細設定］ダイアログボックス

以下は両面印刷するときのダイアログボックスの例です。片面印刷する場合には片面のみ設定するダイアログボックスが
表示されます。

印刷位置は用紙上端と左端からの距離で設定します。下端、右端からの距離はそれに合わせて自動的に変化します（テキ
ストボックスに入力はできません）。また、このダイアログボックスには入力された数値に応じて変化する印刷範囲のイ
メージが表示されます。さらにこの印刷範囲のイメージを直接マウスで変化させて「感覚的」に位置調整することも可能で
す。
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リプリント機能

リプリント（再印刷）は、一度印刷したデータをアプリケーションから再び印刷を実行することなく、再印刷する機能で
す。MultiWriter 4550ではコピー機感覚で操作できる「PrintAgent リプリント2」を提供しています。

PrintAgent リプリント2

この機能をご利用になるには、あらかじめPrintAgent リプリント2がインストールされている必要があります。
（PrintAgentのインストール方法について「2章　プリンターソフトウエアのインストール」（41ページ）をご覧くださ
い）。「PrintAgent」ツールバーを使えば、PrintAgent リプリント2を簡単に呼び出し、再印刷することができます。

PrintAgent リプリント2では以下の便利な機能を備えています。

� 標準モード： 再印刷する文書に対して丁合い機能、ステープル機能＊、パンチ機能＊を選択して仕分け印刷
や、オフセット排紙、両面印刷をすることができます。

� ジョブ結合モード： 一度印刷された複数の文書を結合し、一文書として再印刷することができます。（ジョブ結合
の概要については次ページ以降の解説をご覧ください。）

＊　オプションのフィニッシャーを装着しているときのみ使用可能です。

PrintAgent リプリント2を起動するには、以下のとおり「PrintAgent」ツールバーの［再印刷］ボタンをクリックしま
す。

PrintAgentおよびPrintAgent リプリント2がインストールされている必要があります。PrintAgent リプリント2は
Windows XP、Windows 2000、Windows NT 4.0、Windows Me/98/95で利用できますが、そのためには
PrintAgentをインストールする際に「PrintAgent リプリント2」オプションをチェックしておく必要があります。
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MultiWriter 4550
（プリントサーバーに接続・共有プリンター）

プリントサーバー

クライアント

�

�

�

１

設定方法

Windows XP、Windows 2000、Windows NT 4.0、Windows Me/98/95が動作しているコンピューターで利用で
きます。リプリント機能を使うには次のステップが必要です。

Step 1 リプリント機能を設定する（リプリント機能の提供）
Step 2 印刷する（リプリント用ファイルのスプール）
Step 3 リプリントしたい文書を選ぶ（スプールファイルの選択）
Step 4 リプリントする（スプールファイルの出力）
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スプールする最大ド
キュメント数を限定
します。＊1

スプールに使う最大
ディスク領域を設定
します。＊1 スプールするフォルダー

を変更します。＊2

スプールしてあるドキュメ
ントをすべて削除します。

初期値
ドキュメント数：10個
有効期限：240時間
ディスク領域：10MB

スプールしておく時
間を設定します。＊1

Step 1 リプリント機能を設定する

ローカル接続されているコンピューターまたはプリントサーバーの
「PrintAgent」ツールバーの設定ボタンメニューからPrintAgentのプ
ロパティを開くか、あるいはPrintAgentのシステムメニューから
PrintAgentのプロパティを開き、［リプリント機能を提供する］を
チェックする。

この設定が行えるのは、以下のユーザーのみです。

� プリントサーバーがWindows XPの場合、アカウントの種類
が［コンピュータの管理者］である。

� プリントサーバーがWindows 2000/NT 4.0の場合、Ad-
ministratorsの権限がある。

［リプリント機能を提供する］

リプリントを行う場合には、本項目をチェックしておきます。チェックすると、一度印刷したデータをコンピューター
上でプライベートスプールします。プライベートスプールするときの設定を行うには［リプリント機能の設定］ボタン
をクリックします。プライベートスプールとは、リプリントを行うためにPrintAgentがドキュメントを保有すること
です。印刷をしたコンピューター上のハードディスクに印刷ドキュメントが保存されます。

［リプリント機能の設定］ボタン

このボタンをクリックすると、下図に示すダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスでリプリン
ト機能に関する詳細な設定を行います。

＊1　 ここで設定した値のうちのいずれかを超えると、すでにスプールしているドキュメントの中から最も古いファイルの順に消去されます。
＊2　 空き容量が不足した場合など、このボタンからスプール先のフォルダーを変更できます。ネットワークで接続されたフォルダーやリムーバブルディ

スクはスプールするフォルダーとして指定できません。
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�

�

Step 2 印刷する

� リプリント機能を利用するプリンターのプロパティダ
イアログボックスを開き、［リプリント機能を使用す
る］をチェックする。

リプリント機能は標準で有効になっています。

＜Windows XP/2000/NT 4.0の場合＞

［印刷設定］ダイアログボックスの［メイン］シートの
［機能選択］バーで［リプリント］ボタンを選択

＜Windows Me/98/95の場合＞

プリンターのプロパティの［出力制御］シート

� アプリケーションでドキュメントを印刷する。

［MOPYING設定ウィンドウを表示する］が有効になって
いる場合は、MOPYING設定ウィンドウで「リプリント機
能を使用する」を有効にすることができます。

Step 3 リプリントしたい文書を
選ぶ

�「PrintAgent」ツールバーの［再印刷］ボタンをクリッ
クする。

�［標準］シートを開く。

�［PrintAgent リプリント2］でリプリントしたいドキュ
メントを選ぶ。

標準ではリプリントできるドキュメント数は「10」に設定
されています。変更するときは254ページを参照してく
ださい。

Step 4 リプリントする

再印刷するドキュメントの印刷部数、丁合い、オフ
セット排紙、両面印刷を設定して印刷する。

次ページの「リプリント機能を使用するときの注意事項」を参
考にして設定してください。
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リプリント機能を使用するときの注意事項

リプリント機能を利用するにあたっては、以下の内容を参考にしてください。

� リプリントされるページは、最初に印刷したときのプロパティダイアログボックスの設定をそのまま使って印刷さ
れます。

たとえば給紙方法や縮小・拡大率の設定、印刷位置の調整などはそのままの設定で印刷されます。

部数、丁合い、オフセット排紙、ステープル機能、パンチ機能の設定は初期化されますので、再設定が必要です。

＜Windows Me/98/95の場合＞＜Windows XP/2000/NT 4.0の場合＞

リプリント出力時はクリアされます。リプリント
するごとに部数を指定する必要があります。

リプリント出力時はクリアされます。リプリント
するごとに部数を指定する必要があります。
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リプリント機能での印刷：［1］ページから［3］ページまで

PrintAgent リプリント2の場合

6543

3 4 5

1ページ目 2ページ目 3ページ目

� リプリント機能で印刷するページを指定する場合、最初にアプリケーションで印刷したときの開始ページが「1ペー
ジ目」として設定されます。

たとえばアプリケーションで文書の3～6ページを印刷して、リプリント機能で3ページのみを印刷するときのページ指定は「1」で
す。また、4、5ページを印刷するときの開始ページは「2」、終了ページは「3」です。

� サーバー／クライアント環境での印刷ファイルはプリントサーバーにスプールされ
ます。

スプールされたファイルは［リプリント機能の設定］ダイアログボックスで設定された制限に
従って古いものから消去されます。

スプールファイルの有効期限

リプリントに有効なページは2～3ページです。

＜Windows NT 4.0/Me/98/95の場合＞

＜Windows 2000の場合＞

� リプリント機能で印刷できるページはアプリケーションで実際に印刷したページのみです。

たとえば10ページある文書の中から下の［印刷］ダイアログボックスのように2～3ページを印刷した場合、1ページと4～10ページ
をリプリントすることはできません。

＜Windows XPの場合＞

リプリントに有効なページは
2～3ページです。

リプリントに有効なページは
2～3ページです。
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文書を結合する

PrintAgent リプリント2を使い、一度印刷した複数の異なる文書を結合する（ジョブ結合）ことができます。

PrintAgent リプリント2を使ったジョブ結合

印刷順変更前ボタン
印刷順を1つ前にし
ます。

印刷順変更後ボタン
印刷順を1つ後にし
ます。

　丁合い機能選択タブ
　ジョブ結合した文書を丁
　合いして出力します。

　仕上げ機能タブ
　ジョブ結合した文書と仕
　上げ機能を組み合わせて
　出力します。

ジョブ結合

PrintAgentリプリント2で実現する機能です。一度印刷した複数の文書を選択した順番で自由に組み合わせ、ひとつ
のジョブとして再印刷することができます。さらにジョブ結合した文書に対しても丁合い出力やオフセット排紙出力
による仕分け印刷ができます。コピー作業のように原稿を並べ替える必要はありません。すべてパソコンのデスクトッ
プ上で原稿を並び替えることができ、しかもオリジナルでの出力（MOPYING）が可能です。

設定は［PrintAgent リプリント2］の［ジョブ結合］シートで行います。

PrintAgent リプリント2を使ったジョブ結合

印刷結果を
一度確認

印刷文書

リプリント出力

ジョブ結合 丁合い＆オフセット排紙 両面印刷

スプールフォルダー 通常の印刷結果
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設定方法

ジョブ結合設定の最初の手順は、PrintAgent リプリント2でリプリントする場合と同じです。

��

�

� PrintAgentでリプリント機能の設定をする。

PrintAgentリプリント2を使用するために、
PrintAgentのプロパティでリプリント機能の設定をします。
（詳細は254ページ）

� アプリケーションから印刷する。

リプリント機能を使用する設定でアプリケーションからド
キュメントを印刷します。（詳細は243ページ）

�「PrintAgent」ツールバーの［再印刷］ボタンをクリッ
クする。

PrintAgent リプリント2が起動します。

�［ジョブ結合］シートを開く。

� ジョブ結合したいドキュメントを選択する。

チェックした順に印刷順が指定されます。印刷順を変えたい
場合は［前へ］ボタンまたは［後へ］ボタンをクリックして変更
してください。

� 必要に応じて仕上げ、丁合い機能を選択して、印刷仕
上がりを設定する。

� 再印刷するドキュメントの印刷部数を設定し［スター
ト］ボタンをクリックする。

�
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リプリント�

ジョブ1 ジョブ2

ジョブ1が1ページ（片面）、
ジョブ2が1ページ（片面）の場合

ジョブ1が3ページ（両面）、
ジョブ2が1ページ（片面）の場合

ジョブ1が3ページ（両面）、
ジョブ2が5ページ（両面）の場合

ジョブ結合における両面印刷の注意事項

PrintAgent リプリント2のジョブ結合で両面印刷を利用するにあたっては、以下の内容を参考にしてください。

� プリンタードライバーで裏面から印刷した両面のド
キュメントジョブを結合し、両面設定をして印刷した
場合は、次のように印刷されます。

開始ページを裏面からにして両面印刷したい場合は、
「変更しない」を選択してください。

� プリンタードライバーで片面に印刷設定されたドキュ
メントジョブを結合し、両面印刷設定をして印刷した
ときは、次のように印刷されます。
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PrintAgentのヘルプを開
きます。＊3

ツールバーを移動
させます。

PrintAgent リプリント2
を起動します。＊1

プリンタステータスウィンドウ
を開きます。＊2

ツールバーの各設定の変更や
PrintAgentを終了します。＊3

「PrintAgent」ツールバーをタ
スクバーに入れます。

PrintAgentの設定に関するメニューを表示します。
　�［PrintAgentのプロパティ］を開きます。
　�［PSWのプロパティ］を開きます。
　�PrintAgentのバージョン情報を開きます。

「PrintAgent」ツールバー
「PrintAgent」ツールバーでは、ボタン操作ひとつで簡単にPrintAgentの機能を呼び出すことができます。このツールバー
はPrintAgentオプションの「ツールバー」をインストールすると、お使いになれます。

「PrintAgent」ツールバーを表示させるには、次のような方法があります。

� タスクバーのPrintAgentアイコンを左または右クリックし、［ツールバーを表示］をクリックする。

� タスクバーのPrintAgentアイコンをダブルクリックする。
前回ツールバーを表示した状態でPrintAgentを終了した場合、「PrintAgent」ツールバーはPrintAgentの起動と同
時に表示されます。

「PrintAgent」ツールバーの詳しい説明は、「PrintAgent」ツールバーのヘルプをご覧ください。

＊1 PrintAgent リプリント2がインストールされていない場合、［再印刷］ボタンはご利用になれません。
＊2 PrintAgent対応プリンタでない場合、［状態］ボタンはご利用になれません。
＊3 ヘルプがインストールされていない場合、ヘルプボタンとツールバー設定ボタンメニューの［ヘルプ］ボタンはご利用になれません。

PrintAgentおよびツールバーがインストールされている必要があります。「PrintAgent」ツールバーはWindows XP、
Windows 2000、Windows NT 4.0、Windows Me/98/95で利用できますが、そのためにはPrintAgentをインス
トールする際に「PrintAgent」 ツールバーオプションをチェックしておく必要があります。
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メニュー＆ツールバー
送信中ドキュメントを中止したり、
リプリント機能、ウォームアップ開
始機能が利用できます。ツールバー
のボタンはメニューの項目をアイコ
ン化したものです。

ステータス情報エリア
アイコンとメッセージでプリン
ターの状態などを表示します。

ビジュアル情報エリア
プリンターの構成、接続状態、
印刷状況、障害の状況などを表
示します。

ステータスバー
プリンターの機種名とそのプリ
ンターが接続されているポート
名またはネットワークパス名を
表示します。メニューを選択し
ているときはメニューの情報が
表示されます。

バルーンメッセージ
プリンターの状態やエラー時の
対処方法をより詳細に表示しま
す。

プリンター名
プリンターに付けられた名前が表示
されます。ここに表示されるのは
［プリンタ］フォルダーで設定した名
前です。

プリンタステータスウィンドウ

プリンタステータスウィンドウは印刷の進行状況やプリンターの状態を画面と音声＊によるメッセージで通知します。
＊ 音声は標準ではインストールされません。

通常プリンターが印刷を開始したり、印刷中にエラーが発生したりするとプリンタステータスウィンドウが自動的に起動
します。設定により画面上にアイコンや下のようなウィンドウを表示することができます。手動で起動する方法は次の3
種類です。

� 「PrintAgent」ツールバーから起動する
� スタートメニューから起動する
� タスクバーのアイコンから起動する

また、印刷の中止などの指示もこのウィンドウから行うことができます。

PrintAgentがインストールされている必要があります。PrintAgentはWindows XP、Windows 2000、Windows
NT 4.0、Windows Me/98/95で利用できます。プリンタードライバーのみをインストールしている場合は利用できま
せん。

どうして
印刷できないんだろう？

用紙がありません
用紙を補給してください
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リプリントボタン
［リプリント機能］
ダイアログボック
スを開きます。

送信詳細ボタン
［送信詳細］ダイア
ログボックスを開
きます。

最新のステータス
に更新ボタン＊2

最新のステータス
に更新します。

構成情報ボタン
［プリンタの構成情報］
ダイアログボックスを
開きます。

削除ボタン
印刷を中止しま
す。

ヘルプボタン
バルーンヘルプを開
きます。

ウォームアップボタン
節電中のプリンターの
ウォームアップを開始
します。

電源をONにするボタン＊1

指定したプリンターの電
源をONにします。

通知形式ボタン
［通知形式のプロパ
ティ］ダイアログボッ
クスを開きます。

印刷詳細の表示ボタン
［印刷詳細の表示］ダイ
アログボックスを開き
ます。

ツールバー

プリンタステータスウィンドウには、次のような機能があります。それぞれの機能はツールバーのボタンをクリックして
設定、または実行できます。
また常に情報取得をするか、ウィンドウ表示するかどうかなどを選択できます。

＊1 プリンターがオプションのリモート電源制御対応LANアダプタ（型番PR-NP-03TR2）に接続されている状態で、電源制御の設定が有効な場合に表
示されます。

＊2 初期設定では印刷中以外はプリンターの状態を監視しないことになっています。プリンターの最新の状態を知るためには［最新のステータスに更
新］ボタンをクリックしてください。常にプリンターの状態を取得できるようにするには、次ページの「通知形式を変更する」をご覧ください。

送信中のドキュメントの印刷を中止する

「送信中ドキュメント情報」に表示されているドキュメントの印刷を中止する機能です。
［削除］ボタンをクリックします。

プリンターの構成情報を見る

プリンターの構成情報（給紙構成、オプション、メモリー、トナー残量）を確認す
るダイアログボックスです。

このダイアログボックスを表示させるには［構成情報］ボタンをクリックするか、
［オプション］メニューの［プリンタの構成情報］を選択します。ただし、常に最新
の情報を取得する設定になっていないと、このダイアログボックスの構成情報と
実際の構成情報が一致しない場合があります。

最新の情報に更新するにはツールバーの［最新のステータスに更新］ボタンをクリッ
クするか、［オプション］メニューの［最新のステータスに更新］を選択してくださ
い。

常に最新の情報を取得したい場合は［通知形式のプロパティ］ダイアログボックス
で［常にステータスを取得］をチェックしてください。［通知形式のプロパティ］ダ
イアログボックスの開き方については次ページの「通知形式を変更する」を参照し
てください。



893-810024-003-A 第2版

4 より進んだ使い方 264

プリンターとコンピューターで双方向通信機能を無効に設定しているときは、各OSごとに以下のダイアログボックスの「プ
リンタの構成」の内容が表示されます。

� Windows XP/2000：［プリンタのプロパティ］ダイアログボックス
� Windows NT 4.0： ［プロパティ］ダイアログボックス
� Windows Me/98/95：［プロパティ］ダイアログボックス

通知形式を変更する

プリンタステータスウィンドウの表示内容を選択します。必要とする項目だけを
表示させることで、ウィンドウをコンパクトにすることができます。また、常に
ステータスを取得するかどうかなどの設定ができます。

このダイアログボックスを表示させるためには、［通知形式］ボタンをクリックす
るか［オプション］メニューの［通知形式］を選択します。

［常にステータスを取得］について

�［常にステータスを取得］をチェックすると印刷中以外でもプリンターの状態を常に監視します。

� ネットワーク共有プリンターの場合は、サーバーで設定してください。

Windows XPの場合、アカウントの種類が［コンピュータの管理者］であるユーザーのみが設定を変更できます。
Windows 2000/NT 4.0の場合、Administrators権限のユーザーのみが設定を変更できます。

� プリンタ自動切替機能をご利用の場合、グループを構成するプリンターではプリンターの状態を常に監視しているため
設定の変更はできません。

ウォームアップを行う

［ウォームアップ開始］ボタンをクリックするか［オプション］メ
ニューの［ウォームアップ開始］を選択すると節電状態のプリンタの
ウォームアップを開始します。通常はデータ受信とともにウォーム
アップを開始しますが印刷前にあらかじめウォームアップを開始さ
せておくと印刷までの時間が早くなります。
なお、節電機能のON/OFFと節電状態に入るまでの時間はプリン
ターの操作パネルによるメニューモードで設定できます。
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最新のステータスに更新する

初期設定では、印刷していない時はプリンターの状態を定期的に監
視していません。最新のステータスを取得するには［最新のステー
タスに更新］ボタンをクリックするか、［オプション］メニューの［最
新のステータスに更新］を選択してください。

リプリント機能を使う

このダイアログボックスは［リプリント］ボタンをクリックするか、［ドキュメント］
メニューの［リプリント機能］を選択すると表示されます。

リプリント機能を利用すると一度印刷したデータであればアプリケーションから
再び印刷を実行することなく、プリンタステータスウィンドウのダイアログボッ
クスから直接再印刷（リプリント）できるようになります。

プリンターの電源をONにする

［電源をONにする］ボタンをクリックするか、［オプション］メ
ニューの［電源をONにする］を選択すると指定したプリンターの電
源をONにすることができます。リモート電源制御機能を有効にす
るためには、「リモート電源制御」（274ページ）をご覧ください。

プリンターがオプションのリモート電源制御対応LANアダプタ（型番
PR-NP-03TR2）に接続されている場合のみ有効な機能です。

リプリント機能についてはPrintAgent リプリント2をご利用になると、より多くの機能がご利用できます。 PrintAgent リプリ
ント2をお使いになることをお勧めします。PrintAgent リプリント2の使用方法については、243ページをご覧ください。
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使用条件

� プリンター管理者が複数のMultiWriterをグループプリンタとして登録することが必要です。

� Windows XP、Windows 2000、Windows NT 4.0、Windows Me/98/95でご利用できます。

� プリンタードライバーのみをインストールしている場合は利用できません。

� グループプリンタに設定するには、管理者向けインストールで「プリンタ自動切替」オプションを選択してインス
トールする必要があります。

� MultiWriter 4550やグループ可能なMultiWriterをコンピューター上で複数台接続しているネットワーク環境での
み利用できます。

� Windows Me/98/95をお使いの場合、コンピューター上でグループプリンタとして登録できるプリンターは2台
までです。

プリンターの自動切替
複数のプリンターをグループ化することにより、自動的に空いているプリンターへ出力する機能です。ネットワーク共有
プリンターとして設定することにより、ネットワーク内のクライアントも利用することができます。設定方法について
は、256ページをご覧ください。

MultiWriter 4550のプリンタードライバーを使用して、グループプリンタとして設定可能なプリンターはMultiWriter
4550のみです。

至急！

印刷中です 印刷中です

空いています
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MultiWriter 4550
（共有プリンター・優先順位 1）

プリントサーバー
コンピューター

クライアント
   　　　　コンピューター

クライアント
         　　コンピューター

クライアント
　　　　　コンピューター

MultiWriter 4550
（共有プリンター・優先順位 2）

○×

すでに印刷中

印刷

グループ
プリンタクライアント

   　　　　コンピューター

設定方法

プリントサーバーで管理する複数台のMultiWriterをグループプリンターとしてグループ化することで、印刷ジョブを自
動的に切替えて印刷する「プリンタ自動切替」機能を利用することができます。また、グループプリンターを共有化するこ
とで、ネットワーク上のクライアントコンピューターからも利用することができます。グループプリンターとして設定可
能なプリンターはMultiWriter 4550のみです。（プリントサーバーのOSがWindows Me/98/95の場合、グループ化で
きるプリンターは2台までです。）
プリンターの切替は、プリンターの状態（印刷中など）、用紙サイズ、両面印刷機能の有無、優先順位（プリンター管理者
が設定します）の要素から決定し、印刷を行います。以下の図はプリンタ自動切替機能を利用した構成例を表したもので
す。
また、設定は次の手順で行ってください。

Step1 グループプリンタの設定
Step2 グループプリンタを共有プリンタにする
Step3 共有されたグループプリンタに接続する
Step4 グループプリンタへ出力する

Step2、Step3を行う場合、プリントサーバーに以下のことが必要です。

� ネットワーク環境で共有プリンターをお使いになるためには、コンピューターにあらかじめ以下のネットワークコンポー
ネントをインストールしておく必要があります。詳しくは各OSのヘルプをご覧ください。

ー　Windows XP/2000の場合：「Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有」

ー　Windows NT 4.0の場合： 「サーバー」

ー　Windows Me/98/95の場合：「Microsoft ネットワーク共有サービス」

� ネットワーク環境でLANプリンターとしてお使いになるためには、あらかじめコンピューターのネットワーク設定に
TCP/IPプロトコルをインストールしておく必要があります。詳しくは各OSのヘルプをご覧ください。

プリンタ自動切替機能を利用した構成例
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Step1 グループプリンタの設定

ここでは、グループプリンタの作成・編集方法を説明します。グループプリンタへの印刷方法とグループプリンタ使用時
のプリンタステータスウィンドウについては、「グループプリンタ用プリンタステータスウィンドウ」をご覧ください。
グループプリンタを作成するには、次の手順が必要です。

　�　グループプリンタを作成する前に確認する
　�　場所を設定する
　�　グループプリンタを作成する
　�　グループプリンタを編集する

�　グループプリンタを作成する前に確認する

グループプリンタを作成する前に、以下の点を確認してください。

グループを構成できるプリンターについて

グループを構成できるプリンターは次の条件をすべて満たしているプリンターです。

� グループプリンタとして設定可能なプリンターはMultiWriter 4550のみです。グループ化するプリンターがグループ
化できるプリンターであることを確認してください。

【Windows NT 4.0】
［デバイスプロパティ］ダイアログボックスの［ポート］
シートで［双方向サポートを有効にする］がチェックさ
れていることを確認します。

� 双方向通信していること

【Windows XP/2000の場合】
［プリンタのプロパティ］ダイアログボックスの［ポート］
シートで［双方向サポートを有効にする］がチェックさ
れていることを確認します。

【Windows Me/98/95の場合】
プリンターの［プロパティ］ダイアログボックスの［詳細］
シートで［プリンタスプールの設定］ダイアログボック
スを表示させ、以下の項目がチェックされていること
を確認します。

Windows Meの場合 ：［このプリンタの双方向通信
機能をサポートする］

Windows 98/95の場合：［このプリンタで双方向通信
機能をサポートする］
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OS プリンター
ケーブル接続 LANプリンター接続

Windows XP/2000 LPTx NEC Network Port

Windows NT 4.0 LPTx NEC Network Port

Windows Me/98/95 LPTx NEC TCP/IP Printing System

� 双方向通信が可能なポートに接続していること
それぞれの接続形態において双方向通信が可能な以下のポートを使っていることを確認してください。

接続先がプリントサーバーの共有プリンターの場合はグループを構成できません。

［設置場所の表示について］

グループプリンタの印刷が終了すると利用者には、印刷の終了を通知するダイアログボックスが表示されます。

このダイアログボックスに［設置場所］が設定されていると、どこのどのプリンターで印刷されているのかが利用者に表示さ
れるので設定しておくと便利です。

Windows XPの場合は、アカウントの種類が［コンピュータの管理者］のユーザーであるとき、Windows 2000/NT 4.0
の場合は、Administratorsの権限で［設置場所］を設定することができます。詳しくは、それぞれのOSのヘルプをご覧く
ださい。Windows Me/98/95の場合は、［PrintAgentプリンタ管理ユーティリティ］を使って［利用可能なプリンタ］に
［設置場所］を設定することができます。設定方法については、次ページをご覧ください。

＊ Windows 95は対応していません。
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�　場所を設定する

プリンターの設置場所を設定しておくと、PrintAgentの機
能を使ってプリンターの状況を確認するときや印刷終了通
知を受け取ったときにプリンターの場所が参照できて便利
です。以下の手順でプリンターの場所を設定します。

＜Windows XP/2000/NT 4.0の場合＞

�［プリンタとFAX］フォルダー(Windows 2000/NT
4.0の場合は、［プリンタ］フォルダー) を開く。

インストールされているプリンターアイコンが表示されま
す。

�［NEC MultiWriter 4550］アイコンをクリックする。

�［ファイル］メニューの［プロパティ］をクリックする。

� 場所を設定し、［OK］をクリックする。

＜Windows Me/98/95の場合＞

�［PrintAgentプリンタ管理ユーティリティ］を起動す
る。

� パスワードを入力する。

� ツリービューから［利用可能なプリンタ］を選ぶ。

� リストビューから対象のプリンターを右クリックし
［場所の設定］を選ぶ。

［場所の設定］ダイアログボックスが表示されます。

�　グループプリンタを作成する

以下の手順でグループプリンタを作成します。

�［PrintAgentプリンタ管理ユーティリティ］を起動す
る。

� パスワードを入力する。

� ツリービューから［利用可能なプリンタ］を選ぶ。

�［自動切替プリンタの作成］ウィザードを起動する。

［プリンタ］メニューの［新規作成］をポイントし、［自動切替
プリンタ］をクリックします。

グループプリンタを設定するためには、あらかじめ管理
者インストールで、自動切替オプションがインストール
されている必要があります。（PrintAgentの追加につい
ては72ページを参照してください。）

�［グループプリンタ名］を入力し、基本となる［プリン
タドライバ］を選択し、［次へ］をクリックする。

グループプリンターとして設定可能なプリンターは
MultiWriter 4550のみです。

� 場所を設定し、［OK］をクリックする。
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� グループを構成するプリンターを選び、［次へ］をク
リックする。

［追加可能なプリンタ］ボックスから希望のプリンターを選び
［<<］をクリックします。

Windows Me/98/95をプリントサーバーのOSとして
使用する場合、追加できるプリンターは2台までです。

� 印刷の優先順位を設定し、［完了］をクリックする。

希望のプリンター名を選び、［▲］か［▼］をクリックして順位
を変更します。

また、ここでグループプリンタ用プリンタステータスウィン
ドウの［印刷ドキュメント一覧］で表示できる最大ドキュメン
ト数も設定できます。（設定可能範囲は1～100）

�　グループプリンタを編集する

以下の手順でグループプリンタを編集します。

�［PrintAgentプリンタ管理ユーティリティ］を起動す
る。

� パスワードを入力する。

� ツリービューから［利用可能なプリンタ］を選ぶ。

� リストビューから希望のグループプリンタを右クリッ
クし、［自動切替の設定］をクリックする。

� 必要に応じてプリンターを追加・削除する。

［次へ］をクリックすると、［グループプリンタの編集］ダイア
ログボックスが表示されます。

� 必要に応じて印刷の優先順位を変更する。

グループプリンタ用プリンタステータスウィンドウの［印刷
ドキュメント一覧］で表示できる最大ドキュメント数も変更
できます。（設定可能範囲は1～100）
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Step2 グループプリンタを共有プ
リンタにする

�［PrintAgentプリンタ管理ユーティリティ］を起動す
る。

� パスワードを入力する。

� ツリービューから［利用可能なプリンタ］を選ぶ。

�［プリンタ］メニューの［共有］をクリックする。

Step4 グループプリンタへ出力する

ここでは、グループプリンタへの印刷方法とグループプリ
ンタ使用時のプリンタステータスウィンドウについて説明
します。

印刷方法

� 共有プリンタを接続先としてインストールしたプリン
ターを指定して、アプリケーションから印刷する。

�［印刷］ダイアログボックスで印刷範囲、印刷部数を指
定して［OK］をクリックする。

印刷が終了すると、このような「印刷終了通知」が表示されま
す。

Step3 共有されたグループプリン
タに接続する

� クライアントコンピューター上で接続先を［ネット
ワークコンピュータ］を選択し、プリンターソフトウ
エアをインストールする。

プリンターソフトウエアのインストールについては、2章「プ
リンターソフトウエアのインストール」を参照してくださ
い。
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�［ドキュメント］

［送信ドキュメント一覧］
送信中のドキュメントをリスト表示しま
す。

［印刷ドキュメント一覧］
印刷中および印刷済のドキュメントをリス
ト表示します。記録は100件まで表示する
ことができ、PrintAgentシステムが再起動
するまで保持されます。

［グループプリンタの構成情報］
グループプリンタに実際に入っているすべ
ての用紙サイズ、オプションの有無、メモ
リーの容量を表示します。

［アニメーションを行う］
プリンターのアイコンのアニ
メーションを行うかどうか設定
します。

［印刷終了を通知する］
印刷終了とともに通知を出すか
どうかを設定します。

�［オプション］

［常に手前に表示する］
プリンタステータスウィンドウを常に手前に表示するかどうか
を設定します。

グループプリンタ用プリンタステータスウィンドウ

グループプリンタ使用時に表示されるプリンタステータスウィンドウは、通常のプリンター用のプリンタステータスウィ
ンドウを簡略したものが表示されます。このプリンタステータスウィンドウは複数台のプリンターステータスを扱うの
で、印刷ジョブの削除などプリンター個別の処理は［PrintAgentプリンタ管理ユーティリティ］か［プリンタ一覧］で行っ
てください。
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リモート電源制御

ネットワーク上にあるLANプリンターの電源をプリンタステータスウィンドウからONすることができます。この機能を
利用するためには次の手順が必要です。Windows XP/Me/98/95/2000/NT 4.0でご利用になれます。

プリンターがリモート電源制御対応LANアダプタ（型番 PR-NP-03TR2）に接続されている場合のみ有効な機能です。

�  電源制御の設定をする
�  プリンターの電源をONにする

� 電源制御の設定をする

OSごとに次の手順で設定します。

LANアダプターの設定が正しく行われていることを
確認してください。（設定方法はLANアダプターの取
扱説明書またはLANアダプターに添付のCD-ROMに
収録されているオンラインマニュアルをご覧くださ
い。）

＜Windows XPの場合＞

�［プリンタとFAX］フォルダーから対象プリンターの
［プロパティ］ダイアログボックスを開く。

アカウントの種類が［コンピュータの管理者］のユーザー
が設定してください。

�［ポート］シートの［印刷するポート］で「NEC TCP/IP
Port」を選び、［ポートの構成］をクリックし［NEC
Network Port］ダイアログボックスを開く。

� LANアダプターの［MACアドレス］を入力し、［OK］を
クリックする。

プリンター本体および、LANアダプターの電源が入っている
場合は、［検索］をクリックすることで、自動的にMACアド
レスを検索することができます。

�［電源制御する］をチェックする。

＜Windows 2000の場合＞

�［プリンタ］フォルダーから対象プリンターの［プロパ
ティ］ダイアログボックスを開く。

Administrators権限を持つユーザーが設定してくださ
い。

�［ポート］シートの［印刷するポート］で「NEC TCP/IP
Port」を選択後、［ポートの構成］を選択し［NEC Net-
work Port］ダイアログボックスを開く。
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＜Windows NT 4.0の場合＞

�［プリンタ］フォルダーから対象プリンターの［プロパ
ティ］ダイアログボックスを開く。

Administrators権限を持つユーザーが設定してくださ
い。

�［ポート］シートの［印刷するポート］で「NEC TCP/IP
Port」を選択後、［ポートの構成］を選択し［NEC Net-
work Port］ダイアログボックスを開く。

�［電源制御する］をチェックする。

� LANアダプターの［MACアドレス］を入力し［OK］をク
リックする。

プリンター本体および、LANアダプターの電源が入っている
場合は、［検索］をクリックすることで、自動的にMACアド
レスを検索することができます。

＜Windows Me/98/95の場合＞

�［プリンタ］フォルダーから対象プリンターの［プロパ
ティ］ダイアログボックスを開く。

�［詳細］シートの［印刷先のポート］で「NEC TCP/IP
Port」を選択後、［ポートの設定］を選択し、［NEC
TCP/IP Printing System］ダイアログボックスを開
く。

�［電源制御する］をチェックする。

� LANアダプターの［MACアドレス］を入力し、［OK］を
クリックする。

プリンター本体および、LANアダプターの電源が入っている
場合は、［検索］をクリックすることで、自動的にMACアド
レスを検索することができます。

�［電源制御する］をチェックする。

� LANアダプターの［MACアドレス］を入力し、［OK］を
クリックする。

プリンター本体および、LANアダプターの電源が入っている
場合は、［検索］をクリックすることで、自動的にMACアド
レスを検索することができます。
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�　プリンターの電源をONにする

プリンタステータスウィンドウの［リモート電源ON］ボタン
をクリックするか、［オプション］メニューの［電源をONに
する］を選択します。

プリンタステータスウィンドウからプリンターの電源
をOFFにすることはできません。プリンターの電源
をOFFにするには、PrintAgentプリンタ管理ユー
ティリティを利用すると行えます。
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ローカル接続されたプリンターの共有

クライアント�

プリントサーバー�
（印刷ログが記録される）�

プリントサーバーに接続している�
共有プリンター�

クライアント�

Windows XP/2000/ NT 4.0�
�

PrintAgent

PrintAgent PrintAgent

ネットワークに直接接続されたプリンターの共有

クライアント�

プリントサーバー�
（印刷出力ログが記録される）�

ネットワークで接続されている�
共有プリンター�

クライアント�

Windows XP/2000/ NT 4.0�
�

PrintAgent

PrintAgent PrintAgent

PrintAgentによる印刷ログの出力

プリントサーバーで管理されているプリンターがどのくらい印刷したかを確認できるように、印刷履歴を残すことができ
る機能です。Windows XP/2000とWindows NT 4.0に対応しています。

この機能を利用するにはプリントサーバーとMultiWriter 4550が以下のいずれかの形態で接続されている必要がありま
す。

ローカル接続

プリントサーバーが、直接接続されているMultiWriter 4550を共有プリンターに設定している例です。

ネットワーク接続

プリントサーバーが、ネットワークに接続されているMultiWriter 4550を共有プリンターに設定している例です。
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設定方法

この設定が行えるのは以下の場合のみです。

� プリントサーバーがWindows XPの場合、アカウントの種類が［コンピュータの管理者］である。

� プリントサーバーがWindows 2000/NT 4.0の場合、Administratorsの権限がある。

� 印刷ログ出力機能を設定する
� 印刷ログファイルを出力する

� 印刷ログ出力機能を設定する

� PrintAgentのプロパティを開く。

「PrintAgent」ツールバーの設定ボタンメニュー、または［ス
タート］メニューから［プログラム］を選び、［MultiWriter
4550］の［PrintAgentシステムメニュー］から開きます。

�［LANボード使用時のPSW表示］を［印刷終了まで表
示］を選び、［OK］をクリックする。

LANボード接続されているプリンターを共有している場合の
み、［PrintAgentのプロパティ］ダイアログボックスで設定し
てください。

この後の手順 �以降はOSごとに説明します。

�［管理ツール］アイコンをクリックする。

�［サービス］アイコンをダブルクリックする。

� リストビューから［NEC Printing Information
Logger］を選び、［操作］メニューの［開始］をクリック
する。＜Windows XPの場合＞

�［コントロールパネル］の［パフォーマンスとメンテナ
ンス］アイコンをクリックする。
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＜Windows NT 4.0の場合＞

�［コントロールパネル］の［サービス］アイコンをダブル
クリックする。

� リストボックスから［NEC Printing Information
Logger］を選んで、［開始］をクリックする。

� OSを再起動したときにも自動的にサービスを起動す
る場合は、下記の手順でサービスの設定をする。

�　［スタートアップ］をクリックする。
�　［サービス］ダイアログボックスの［スタートアップの種
　類］で［自動］を選び、［OK］をクリックする。

＜Windows 2000の場合＞

�［コントロールパネル］の［管理ツール］アイコンをダブ
ルクリックする。

�［サービス］アイコンをダブルクリックする。

� リストビューから［NEC Printing Information
Logger］を選び、［操作］メニューの［開始］をクリック
する。

� OSを再起動したときにも自動的にサービスを起動す
る場合は、下記の手順でサービスの設定をする。

�　［操作］メニューから［プロパティ］を開く。
�　［全般］シートの［スタートアップの種類］で［自動］を選

び、［OK］をクリックする。

� OSを再起動したときにも自動的にサービスを起動す
る場合は、下記の手順でサービスの設定をする。

�　［操作］メニューから［プロパティ］を開く。
�　［全般］シートの［スタートアップの種類］で［自動］を選

び、［OK］をクリックする。
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� 印刷ログファイルを出力する

印刷ログ出力機能を有効にする設定をして、サービスが起動すると、PrintAgentをインストールしたフォルダーに「LOG」
というフォルダーが作成されます。

また、印刷が行われると、そのフォルダー内に「NEC MultiWriter 4550.log」というログファイルが作成され、印刷履歴
情報が記録されます。

PrintAgentをインストールした時、インストール先フォルダーをデフォルトのWindowsインストールドライブにインス
トールし印刷を行ったとき、ログファイルは以下のフォルダーに作成されます。なお、ログファイルのファイルネームは
プリンタフォルダーに登録した名前になります。

ログファイル：C:¥PrintAgent¥LOG¥NEC MultiWriter 4550.log

印刷するたびにログファイルには次のような情報が記録されます。

“プリンタ名”, “ドキュメント名”, “ドキュメント所有者名”, 印刷開始日, 印刷開始時刻, 印刷終了日, 印刷終了時刻,印刷枚数,

（例）　ログファイルの内容

"NEC MultiWriter 4550", "アドレス一覧 - メモ帳", "吉田", 2002/12/23, 13:28:46,2002/12/23, 13:28:58, 2,

"NEC MultiWriter 4550", "「PSW」とは？", "梁川", 2002/12/24, 13:29:11, 2002/12/24, 13:29:15, 1,

"NEC MultiWriter 4550", "W2Kprlog", "白井", 2002/12/25, 13:30:09, 2002/12/25, 13:30:18, 1,

"NEC MultiWriter 4550", "会議資料", "井口", 2002/12/27, 13:30:38, 2002/12/27, 13:30:54, 4,

ログファイルについて

� ログファイルはCSV形式で記録されます。このファイル形式は表計算ソフトやデータベースソフトなどで読み込むことが
できます。

� ログファイルのサイズが1MB を超えると自動的にバックアップされます。バックアップファイルの拡張子は".log"から
".000", ".001"...のようになります。

� OSによっては、日付、時間の記録形式が上記の例とは異なる場合があります。
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 プリンタ利用情報通知機能を利用した印刷ログ集計

プリンタ利用情報通知機能とは

プリンターを使用したユーザーの印刷枚数・使用用紙サイズなどの情報をプリンターが蓄積し、一定の条件が揃うとFTP
サーバーへ送信する機能です。FTPサーバーに蓄積される利用情報を集計することにより、管理者が各部門や個人の印刷
量を管理するのに役立てられます。

FTPサーバーに通知された各プリンターからの利用情報を集計し、条件に合わせて印刷ログとして集計するには、「NEC
印刷ログユーティリティ」が必要です。

「NEC 印刷ログユーティリティ」とは

「NEC 印刷ログユーティリティ」とは、以下の2つで構成されいる利用情報を集計するツールで、本プリンターに添付の
プリンターソフトウエアCD-ROMに収録されています。

� 合成サービス
� 集計サービス

合成サービス

プリンタ利用情報通知機能に対応した各プリンターからFTPサーバーに送信された利用情報をひとつのログファイル（以
下マスターログと言います。）に合成するサービスです。Windows XP/2000、Windows NT 4.0で動作します。

集計サービス

Microsoft Excelのマクロで作成されたユーティリティーです。合成サービスが作成したマスターログを利用者ごとに分
類して一覧表示したり、用紙サイズ毎に印刷枚数の集計が可能です。これらの表示/集計結果はMicrosoft Excelのブッ
ク形式で保存することができ、グラフ作成などの編集にも利用可能です。
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「NEC 印刷ログユーティリティ」を使用すると

合成サービス

合成サービスをインストールすると、以下のようになります。

� タスクスケジュラーに「合成サービス」のタスクが追加さ
れ、一定時間ごとにマスターログが生成/更新されます。

� FTPサーバーにはプリンターログを保存するための仮想
ディレクトリー“/PrinterLog”が作成されます。

集計サービス

部署別に集計、利用者別に集計、プリンター別に集計することができます。

部署別の例 利用者別の例

プリンタ別の例
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設定方法

以下の手順で利用情報を集計するFTPサーバーとプリンターの設定を行います。

詳細な設定方法は、本プリンター添付のプリンターソフトウエアCD-ROMに収録されている「NEC 印刷ログユーティリ
ティー合成サービス」（ファイル名：m_readme.txt）と「NEC 印刷ログユーティリティー集計サービス」（ファイル名：
edreadme.txt）を参照してください。

� 集計するサーバーの設定（合成サービスのインストールと設定）
� プリンターの設定

� 集計するサーバーの設定（合成サービスのインストール設定）

� Windows XP/2000、もしくはWindows NT 4.0で
FTPサーバーを起動する。

詳しくは、OSのマニュアルをご覧ください。

� 印刷ログユーティリティー合成サービスをインストー
ルする。

プリンターソフトウエアCD-ROMから印刷ログユーティリ
ティー合成サービスをインストールします。インストールを
行うと、FTPサーバーに”/PrinterLog”仮想ディレクトリー
が自動的に作成されます。

タスクスケジュラーには「合成サービス」のタスクが追加さ
れ、一定時間ごとにマスタログを生成/更新します。

� [プリンタ名テーブル]シートを開いて、プリンターを
登録する。

＜Windows XPの場合＞
［スタート］ー［すべてのプログラム］ー［NEC印刷ログユー
ティリティー］ー［合成サービスのプロパティ］を開くと以下
の設定が可能です。

＜Windows 2000/NT 4.0の場合＞
［スタート］ー［プログラム］ー［NEC印刷ログユーティリ
ティー］ー［合成サービスのプロパティ］を開くと以下の設定
が可能です。

［プリンタ名テーブル］シート

プリンター名テーブルの追加/変更/削除およびインポート

　［プリンタ名テーブル］
プリンターに装着されているLANボードのMACアドレス
とプリンタ名、設置場所を関連付けるテーブルです。こ
の情報を設定しておくと、マスタログにプリンター名、
設置場所の情報が追加されます。

プリンタ名には、同じ名前は使用できません。

［プリンタ名テーブルのインポート］
あらかじめ用意したCSVファイルをプリンタ名テーブル
としてインポートできます。
データ順序：MACアドレス、プリンタ名、設置場所（設置
場所は省略可能）

　 例）
00:00:4C:AA:BB:CC,MultiWriter 4550,技術部
00:00:4C:DD:EE:FF,MultiWriter 4550,総務部

［全般］シート
必要に応じて、以下のフォルダーおよびファイル名を設
定します。通常は標準設定でご利用ください。
� プリンターから通知された利用情報を保存する保存先
フォルダー

� マスタログの保存先フォルダおよびファイル名
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� プリンターの設定

� プリンター（LAＮボード）の設定をする。

プリンターのIPアドレス等の設定を行います。

印刷を行うと利用情報がプリンターのメモリーに記録され、一定の条件が揃うとプリンターがFTPサーバーに利用情報を送信しま
す。

＊　各設定値については、サーバー管理者におたずねください。

利用情報記録：
プリンタ利用情報通知機能を有効にす
るために［使用する］を選択する。

利用情報サーバーのIPアドレス：
利用情報を集計するFTPサーバーのIP
アドレスを指定

ログインユーザー名：
FTPサーバーへのログインユーザー名＊

ログインパスワード：
FTPサーバーへのログインパスワード＊

 LANボードの場合は、
/ PrinterLog/prxxxxxx.csvを確認する。

サーバーのポート番号：
FTPサーバーのポート番号＊

Password：
プリンターに設定されているパスワー
ドを入力。
初期値は「NECPRADMIN」です。

� 利用情報機能の設定をする。

Webブラウザのアドレスに、�で設定したIPアドレスを指定
し、「LANボードの管理者設定画面」を表示して、「利用情報」
の設定を行います。
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利用情報の集計方法

� NEC 印刷ログユーティリティー集計サービスのイ
ンストールをする。

プリンターソフトウエアCD-ROMからNEC 印刷ログユー
ティリティー集計サービスをインストールします。

� 集計サービスを起動する。

［スタート］ー［プログラム］ー［NEC  印刷ログユーティリ
ティ］ー［集計サービス］を開きます。

� ユーザー情報テーブルの設定をする。

集計サービスの［実行メニュー］ー［環境設定］ー［ユーザー
情報設定］を選択し、ユーザー名、IPアドレス、利用者
名、社員番号、所属部門で分類し集計を行います。

NEC 印刷ログユーティリティー合成サービス NEC 印刷ログユーティリティー集計サービス

動作可能OS
● Windows XP Professional 日本語版
● WIndows 2000 Professional/Server 日本語版
● Windows NT Workstation/Server 4.0　日本語版

● WIndows XP 日本語版
● Windows 2000 日本語版
● Windows NT 4.0 日本語版
● Windows Me 日本語版
● WIndows 98 日本語版
● Windows 95 日本語版

必要なソフトウエア Microsoft社製FTPサーバー、
タスクスケジュラーサービス Microsoft Excel 97 以降のWindows版 Excel

必要な環境

FTPサーバー

次のコマンドをサポートしたFTPサーバー（Microsoft社製FTPサーバーを推奨）

USER/PASS/QUIT/PORT/TYPE/APPEND

対応プリンター

� MultiWriter 4550
� MultiWriter 3650NまたはMultiWriter 3650N+無線LANボード　PR-WL-12
� MultiWriter 2850NまたはMultiWriter 2850N+PR-WL-12
� MultiWriter 2850+LANボード（TCP/IP）PR-NP-04Tまたは無線LANボード　PR-WL-12
� MultiWriter 2350NまたはMultiWriter 2350N+PR-WL-12
� MultiWriter 2350+LANボード（TCP/IP）PR-NP-04Tまたは無線LANボード　PR-WL-12
� MultiWriter 2150+LANボード（TCP/IP）PR-NP-04Tまたは無線LANボード　PR-WL-12
� MultiWriter 2800N
� MultiWriter 2800+PR-L2800-NP
� MultiWriter 2300N

集計ツール

プリンタ利用情報通知機能の集計ツールとして、以下の「NEC 印刷ログユーティリティ」を添付のプリンターソフトウエ
アCD-ROMに収録しています。

� マスターログの指定をする。

集計サービスの［実行メニュー］ー［環境設定］ー［マスタログ指
定］を選択し、合成サービスで設定したマスターログを指定しま
す。

� 利用情報の集計する。

� 利用情報の一覧表示
ー 集計サービスの［実行メニュー］ー［ログ一覧］を選択しま
す。

ー［取り込み］をクリックすると利用情報を一覧表示します。
ー 必要に応じて［保存］をクリックして別名で保存します。

� 利用情報の集計
ー 集計サービスの［実行メニュー］ー［集計］を選択します。
ー［集計］ダイアログボックスで、集計期間を設定し、集計区
分を選択します。
集計区分：所属部門別・利用者別・プリンタ別・所属部
門/プリンタ別・利用者/プリンタ別

ー［開始］をクリックすると、設定した条件で収集を行いま
す。

ー 必要に応じて、［保存］をクリックして別名で保存します。
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記憶順 情報名称 説　明 備　考

1 プリンタ名 印刷出力したプリンターの名称 製品内に定義されている名称

2 ――――― 未使用

3 ユーザ名 印刷データを送信したユーザー名 NEC製プリンタードライバー（Windows用）使用時に有
効。最大8バイト。

4 印刷開始日 印刷データを生成した日 NEC製プリンタードライバー（Windows用）使用時に有
効。

5 印刷開始時刻 印刷データを生成した時刻 NEC製プリンタードライバー（Windows用）使用時に有
効。

6 印刷終了日 印刷出力が終了した日 未設定（合成サービスを使用している場合は合成サービ
スが付加）

7 印刷終了時刻 印刷出力が終了した時刻 未設定（合成サービスを使用している場合は合成サービ
スが付加）

8 印刷枚数＊ 印刷出力した用紙の枚数

9 ポート識別情報 印刷データを受信したポートの識別情報 Network/Parallel/USB/Other

10 IPアドレス 印刷データを送信した装置のIPアドレス プリントサーバー経由の場合はサーバーのアドレスとな
る。

11 A3サイズの印刷枚数 印刷出力したA3サイズの用紙の枚数

12 A4サイズの印刷枚数 印刷出力したA4サイズの用紙の枚数

13 A5サイズの印刷枚数 印刷出力したA5サイズの用紙の枚数

14 B4サイズの印刷枚数 印刷出力したB4サイズの用紙の枚数

15 B5サイズの印刷枚数 印刷出力したB5サイズの用紙の枚数

16 レターサイズの印刷枚数 印刷出力したレターサイズの用紙の枚数

17 その他のサイズの印刷枚数 印刷出力したその他のサイズの用紙の枚数

18 総印刷枚数＊ 印刷出力した面数

その他

LANボードのプリンターの利用情報通知機能を設定するには、Internet Explorer 3.0以降またはNetscape Navigator
3.0以降と動作するコンピューターが必要です。

補足情報

利用情報詳細

＊ 両面印刷で2ページ分のデータを1枚の紙に印刷した場合、印刷枚数=1、総印字枚数=2とカウントします。
用紙サイズ設定では［A4×2→A4］を選択して印刷した場合は、印刷枚数=1、総印字枚数=1とカウントします。�
複数ページ印刷で［2ページ→1ページ］を選択して印刷した場合は、印刷枚数=1、総印字枚数=1とカウントします。
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利用情報例

� 利用情報記録ファイルはCSV形式です。

� FTPサーバーにすでにファイルが存在する場合は、そのファイルに追加されます。ない場合は、ファイルを作成しま
す。

� 標準装備以外のLANボードやLANアダプターで接続している場合も「Parallel」と表示されます。

TCP/IPを使用したネットワーク印刷

¨NEC MultiWriter 4xxxx¨,,“AAA”,2002/6/05,19:52:01,,,21,¨Network¨,,192.168.0.131,21,0,0,0,0,0,0,2,,,,,,,,[CR][LR]

TCP/IPを使用しないネットワーク印刷

¨NEC MultiWriter 4xxxx¨,,“BBB”,2002/6/05,20:00:12,,,10,¨Network¨,,0,10,0,0,0,0,0,10,,,,,,,,[CR][LR]

パラレルインターフェースによる印刷

¨NEC MultiWriter 4xxxx¨,,“DDD”,2002/6/05,10:00:00,,,1 ,¨Parallel¨,,0,0,1,0,0,0,0.1,,,,,,,,[CR][LR]

ステータス印刷/サンプル印刷によるポートを使用しない印刷

¨NEC MultiWriter 4xxxx¨,,“,,,,,,,,2,¨Other¨,,2,0,0,0,0,0,2.2,,,,,,,,[CR][LR]

プリンターがFTPサーバーへ利用情報を送信するタイミング

� 一定時間経過時
10分間（固定）経過したとき

� 利用情報格納エリアニアフル
FTPサーバーへ利用情報を送信する間に生成される利用情報を格納するエリアを除いて、保存エリアがニアフルになっ
たとき

� オペレータパネルリセット時
ユーザーが操作パネルでリセット操作をしたとき

�  FTPサーバーへの送信に失敗した場合は、ログ情報を印刷します。

� 利用情報がない場合は送信されません。
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保守情報の通知例

To：xxxx@yyy.zzzz
From：日電太郎<yyyy@zzz.xxxx>
Reply-To：日電太郎<yyyy@zzz.xxxx>
Cc：zzzz@xxxx.yyyy
Subject：[PA Report]xxxxxxxxx

NEC MultiWriter PrintAgent メール通知

通知概要： EPカートリッジの交換
プリンタ名： NEC MultiWriter　4550
通知アラーム： 76 トナーナシ
通知アラーム検出： 2002/12/25   00:00

入り口近くの柱の脇にあるプリンターです。
EPカートリッジを交換してください。

*******************************************

NEC ☆※部

日電太郎

東京都○×区△1丁目2番3号

□■ビル 1F

03-XXXX-XXXX

保守情報のメール通知

保守情報のメール通知機能は、設定されたプリンターのトナーが少なくなったときや、定期保守が必要になった時に自動
的に電子メールを送信して管理者にプリンターの状態を通知する機能です。

メール通知の設定は、ご利用のコンピューターで［利用可能なプリンタ］としてインストールされたプリンターのみに対し
設定できます。ネットワーク共有プリンターとグループプリンタには設定できません。
この機能は管理者インストールでプリンターソフトウエアをインストールした場合のみ使用できます。

設定方法

�［PrintAgentプリンタ管理ユーティリティ］を起動す
る。

� パスワードを入力する。

� ツリービューから［利用可能なプリンタ］を選ぶ。

�［ツール］メニューの［メール通知の設定］をクリックす
る。

［メール通知の設定］ダイアログボックスが表示されます。
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［EPカートリッジの交換］シート

このシートの通知先
の他に発信者（プリ
ンター管理者）に
は、自動的に写しが
送信される設定に
なっていますので改
めて、ここの［写し］
に発信者のメールア
ドレスを入力する必
要はありません。

［デフォルト］をクリックすると［メール通知の設定］ダイアロ
グボックスで入力された通知先、写しのメールアドレスがそ
れぞれ入力されます。

［定期保守］シート

このシートの通知
先の他に発信者（プ
リンター管理者）に
は、自動的に写し
が送信される設定
になっていますの
で改めて、ここの
［写し］に発信者の
メールアドレスを
入力する必要はあ
りません。

［デフォルト］をクリックすると［メール通知の設定］ダイア
ログボックスで入力された通知先、写しのメールアドレス
がそれぞれ入力されます。

［メール送信情報］シート

� メール送信情報と、ユーザー情報を入力する。

メール送信元情報の項目は必須です。管理者名、メール
アドレス、メールサーバー名のすべてが入力されていな
いと設定が終了できません。

このダイアログボックスの設定は、メール通知設定の共
通設定です。このダイアログボックスで各種設定を行っ
ておくと、複数のプリンターのメール通知設定のときに
複写でき、便利です。

［ユーザ情報］シート

� リストビューから希望のプリンターを右クリックし、
メニューの［アラームの発信設定］をクリックする。

［アラームの発信設定］ダイアログボックスが表示されます。

�［メール通知する］をチェックする。

［通知先］、［写し］、［コメント］を入力することができます。

� 必要に応じてEPカートリッジの交換と定期保守の設定
の通知先情報を入力する。

［通知設定の確認］をクリックして送信されるメールのイメー
ジを確認してください。

� 保守員コール、通報システム設定シートの設定は、お
客様はご利用頂けません。設定は行わないでくださ
い。

� 通知先のメールアドレスが入力されていないと設定が
終了できません。

�「定期保守通知」は印刷枚数が29万、29万5千、30
万ページに達したら、その都度一回だけ発信されます。
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［保守員コール］シート

このチェックはしないでください。
［保守員コール］シートは将来の保守サービス用です。お客様
の設定は必要ありません。

［通報システム設定］シート

このチェックはしないでください。［通報システム設定］シー
トは将来の保守サービス用です。お客様の設定は必要ありま
せん。

［ステープル針の補給］シート

［パンチ屑ボックスの確認］シート

このシートの通知先の他に発信者（プリンター管理者）には、
自動的に写しが送信される設定になっていますので改めて、
ここの［写し］に発信者のメールアドレスを入力する必要はあ
りません。

［デフォルト］をク
リックすると［メー
ル通知の設定］ダイ
アログボックスで
入力された通知
先、写しのメール
アドレスがそれぞ
れ入力されます。

このシートの通知先の他に発信者（プリンター管理者）には、
自動的に写しが送信される設定になっていますので改めて、
ここの［写し］に発信者のメールアドレスを入力する必要はあ
りません。

［デフォルト］をク
リックすると［メー
ル通知の設定］ダイ
アログボックスで
入力された通知
先、写しのメール
アドレスがそれぞ
れ入力されます。
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メール通知ログファイルの出力

PrintAgentでは、保守情報のメール通知（NEC e-mailメンテナンス）で通知したメールの履歴をログ情報としてプリント
サーバーの［PrintAgent］フォルダーに出力し、記録させることができます。

メール通知が行われると、PrintAgentをインストールしたフォルダーに「LOG」というサブフォルダーが作成され、その
サブフォルダー内に「PAMail.log」というログファイルが作成されます。
また、PrintAgentをインストールした時のインストール先ディレクトリーを変更せずに（Cドライブ）にインストールした
場合、ログファイルは以下のフォルダーに作成されます。

ログファイル：C:¥PrintAgent¥LOG¥PAMail.log

メールを通知するたびにログファイルには次のような情報が記録されます。

通知アラーム検出日時：通知先：写し：プリンター名：通知概要

エラーが検出されメール通知が行われなかった場合には次のような情報が記録されます。

通知アラーム検出日時 ：通知先：写し：プリンター名：通知概要：エラー情報
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Web PrintAgent

Web PrintAgentとは、ネットワーク上のクライアントコンピューターの汎用ブラウザーを利用して、プリントサーバー
が管理しているプリンターの状態や設定を参照することができる機能です。

次の手順でWeb PrintAgentの準備をします。

� プリントサーバーのコンピューターにWebサーバーを
インストールする。

Webサーバーはマイクロソフト社のホームページからダウン
ロードするかOSに添付のものを使用してください。

� クライアントのコンピューターにブラウザーソフトウ
エアをインストールする。

� プリントサーバーのコンピューターに、W e b
PrintAgentをインストールする。

プリンターソフトウエアを管理者向けとしてインストールし
ます。（詳しくは2章の「プリンタ管理者用インストール」（72
ページ）を参照してください。）

お使いのブラウザーで次の場所を指定して開くと、以下のトップページ画面が表示されます。詳細なWeb PrintAgentの
使い方についてはWeb PrintAgentの「ヘルプ」を参照してください。

http://xxx.xxx.xxx.xxx/webpa/

下線部はWebサーバーをインストールしたコンピューターのIPアドレスか、IPアドレスと対応させたコンピューター名で
す。

上記の画面はMicrosoft Internet Explorer 6.0 日本語版で表示したときの例です。お使いのブラウザーの種類、バージョ
ンによって画面の表示が多少異なります。また、画面のデザインはソフトウエアの改版によって変更されることがあり
す。
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プリンタードライバーのバージョンアップ

MultiWriterには、プリンターソフトウエアCD-ROMからとネットワーク上のサーバ-クライアント環境で自動的にクラ
イアントへプリンタードライバーの自動配信を行う機能があります。これにより、プリンタードライバーの更新手間を大
幅に軽減します。

プリンターソフトウエアCD-ROMからの更新

お使いのコンピューターにインストールされているプリンタードライバー（OSに収録されているプリンタードライバーも
含む）について、添付のプリンターソフトウエアCD-ROMに収録されているプリンタードライバーのバージョンが新しい
場合に、自動的にバージョンアップ（更新）することができます。

動作環境

以下のOSで使用が可能です。

� Microsoft Windows XP 日本語版
� Microsoft Windows 2000 日本語版
� Microsoft Windows NT 4.0 日本語版
� Microsoft Windows Me 日本語版
� Microsoft Windows 98 Second Edition 日本語版
� Microsoft Windows 98 日本語版
� Microsoft Windows 95 日本語版

設定方法

ご使用の前に、起動しているすべてのアプリケーションを終了してください。

� プリンターソフトウエアCD-ROMをセットし、メ
ニュープログラムを立ち上げる。

お使いのコンピューターによっては、自動的にメニュープログ
ラムが立ち上がらない場合があります。その場合はCD-ROM
のルートディレクトリーにある「MWSETUP.exe」を実行して
ください。

� 画面左側の［バージョンアップ］をクリックする。

お使いのコンピューターにインストールされているプリン
タードライバーの内、バージョンアップの対象となる製品名
が表示されます。

� 製品名のチェックボックスをクリックし、バージョン
アップを行う製品を選択する。

または［全追加］［全削除］をクリックすることで、対象製品を
すべて選択したり、解除することができます。
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�［バージョンアップ開始］をクリックし、プリンタード
ライバーをバージョンアップする。

確認メッセージが表示されます。［OK］をクリックすると
バージョンアップが開始されます。

バージョンアップが終了すると、終了メッセージが表示され
ます。

OSの再起動が必要な場合は、再起動を促すメッセージが
表示されます。表示された場合は、再起動を行ってくだ
さい。再起動しない場合は、正しくプリンタードライ
バーの更新が行えない場合があります。

使用上の注意事項

� バージョンアップを行えるのはプリンタードライバーのみです。PrintAgentのバージョンアップは行えません。

� OSに添付されているプリンタードライバーをインストールされている場合も自動バージョンアップの対象となりま
す。この場合は、CD-ROMに格納されているプリンタードライバーに置き換わります。

� Windows XPにインストールしようとしている時に、他のユーザーがそのコンピューターにログオンしている場合
は、インストールできません。すべてのユーザーをログオフしてからインストールしてください。

� Windows XPでご使用になる場合には、アカウントの種類が［コンピュータの管理者］の権限を持ったユーザーでログ
オンしてください。

� Windows 2000、またはWindows NT 4.0 でご使用になる場合には、Administratorsの権限を持ったユーザー名
でログオンしてください。Administrators権限を持たないユーザー名でログオンした場合にはバージョンアップを行
えません。
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MultiWriter ドライバ配信機能

ネットワーク上のサーバークライアント環境で自動的にクライアントコンピューターへプリンタードライバーの配信を行
い、更新を行う機能です。

プリントサーバー
コンピューター

ドライバー更新指示

各クライアントにドライバー配信／更新

クライアント
　　　　　　コンピューター

クライアント
　　　　　　コンピューター

クライアント
　　　　　　コンピューター

MultiWriter 4550

クライアント
　　　　　コンピューター

クライアント
　　　　　　コンピューター

詳しくは、プリンターソフトウェアCD-ROMの［¥MWDUP］フォルダーの［Readme.txt］および［¥MWDUP¥MANUAL］
フォルダーのオンラインマニュアル（HTML形式）を参照してください。
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セットできる用紙
→298ページ

用紙をセットする
→302ページ

セットできる用紙
→298ページ

用紙をセットする
→307ページ

セットできる用紙
→298ページ

用紙をセットする
→305ページ

セットできる用紙
→298ページ

用紙をセットする
→309ページ

封筒をセットする
→311ページ

この章では、MultiWriter 4550で使用できる用紙、用紙のセット方法について説明します。

MultiWriter 4550は豊富な給紙機構（ホッパーおよびトレー）を持つプリンターです。用途に合わせて使い分けてくださ
い。

MultiWriter 4550では大量給紙するのに便利なリレー給紙機能やグループホッパー機能がご利用できます。ホッパー、大容量
ホッパーおよびトレーに用紙をセットし印刷中に用紙がなくなると、自動的に同じ用紙サイズがセットされている給紙先に切り替
える機能です。設定手順については1章の「リレー給紙の設定」（24ページ）、4章の「グループホッパーの設定」（237ページ）をご覧
ください。

5章
用紙のセット

＊1 坪量64.0～105g/m2の用紙です。
＊2 厚紙は坪量106～200g/m2の用紙です。
＊3 厚紙、ラベル紙はホッパー2にセット可能。

＊4

＊1 ＊2

＊5 ＊6 ＊7＊3 ＊6

＊4 厚紙、ラベル紙はホッパー3、4にセット可能。
＊5 OHPはホッパー3にセット可能。
＊6 ユーザー定義サイズとしてセット可能。

＊7 洋形4号のみセット可能。
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用紙について
ここではMultiWriter 4550で使用できる用紙、用紙のセット方向について説明します。用紙をセットする前に必ずお読
みになり、使用できる用紙を確認してから印刷してください。

使用できる用紙

使用できる用紙の種類、サイズ、および枚数は以下の表のとおりです。用紙の規格、印刷範囲については「付録　技術情
報」（437ページ）を参照してください。

給紙口
セットできる用紙

両面印刷
種類 サイズ 枚数＊2

ホッパー1
（標準ホッパー1）

普通紙＊1（乾式PPC用紙） A3、B4、A4、B5、A5、レター 500 ○

OHPフィルム A4 ― ×　

穴あき紙 A3、B4、A4、B5、A5、レター ― ○

ホッパー2
（標準ホッパー2）

・
ホッパー3

（大容量ホッパー3）

普通紙＊1（乾式PPC用紙） A3、B4、A4、B5、レター 500 ○

厚紙（～180g/m2） A3、B4、A4、B5、レター ― ○ ＊3

OHPフィルム A4 ― ×　

ラベル紙 A4、B4 ― ×　

穴あき紙 A3、B4、A4、B5、レター ― ○

ホッパー4
（大容量ホッパー4）

普通紙＊1（乾式PPC用紙） A4、B5、レター 1000 ○

厚紙（～180g/m2） A4、B5、レター ― ○ ＊3

ラベル紙 A4 ― ×　

穴あき紙 A4、B5、レター ― ○

ホッパー5
（大容量ホッパー5）

普通紙＊1（乾式PPC用紙） A4、B5、レター 1000 ○

穴あき紙 A4、B5、レター ― ○

ホッパー1
（定形外用紙
カセット）

普通紙＊1 ー　A3、B4、A4、B5、A5、レター
ー　定形外用紙（182～297×139.7～431.8mm）

500 ×　

OHPフィルム A4 ― ×　

穴あき紙 普通紙と同じ ― ○

ホッパー2
（定形外用紙
カセット）
・

ホッパー3
（定形外用紙
カセット）

普通紙＊1（乾式PPC用紙） ー　A3、B4、A4、B5、レター
ー　定形外用紙（182～297×182～431.8mm）

500 ×　

厚紙（～180g/m2） ― ×　

OHPフィルム A4 ― ×　

ラベル紙 A4、B4 ― ×　

穴あき紙 普通紙と同じ ― ×　

トレー

普通紙＊1（乾式PPC用紙） ー　A3、B4、A4、B5、A5、レター
ー　定形外用紙（100～297×105～431.8mm）

50 ○

厚紙（～200g/m2） ― ○ ＊3,＊5

OHPフィルム A4 ― ×　

ラベル紙 A4、B4 ― ×　

はがき 官製はがき、官製往復はがき ― ×　

穴あき紙 A3、B4、A4、B5、A5、レター ― ○

封筒＊4 100～297×105～431.8mm以内の封筒 ― ×　

封筒フィーダー 封筒 洋形4号 100 ×　

＊1 坪量64.0g/m2～105.0g/m2（連量55～90kg）の用紙です。用紙種類の選択については、下表を参照してください。
＊2 坪量64.0g/m2（連量55kg）の用紙を使用した場合です。普通紙以外は用紙厚によりセット枚数が異なります。
＊3 坪量120.0g/m2（連量103kg）以上の用紙は両面印刷できません。
＊4 定形外用紙、厚紙として使用可能です。プリンタードライバーでユーザー定義サイズ、厚紙を選択してご使用ください。
＊5 定形外用紙は両面印刷できません。
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使用できる用紙坪量とプリンタードライバーの用紙種類の選択の関係は、以下の表のとおりです。

厚紙2～6と用紙の坪量の関係は、目安です。用紙の種類等により定着性は変化します。テスト印刷を実施し、確認を行ってくださ
い。

定形外用紙のご使用について

MultiWriter 4550では、次の方法により定形外サイズの用紙に印刷ができます。

� トレー（標準）
幅：100mm～297mm×長さ：105mm～431.8mm

� ホッパ1（定形外用紙カセット装着時）
幅：182mm～297mm×長さ：139.7mm～431.8mm

� ホッパ2およびホッパ3（定形外用紙カセット装着時）
幅：182mm～297mm×長さ：182mm～431.8mm

� 定形外用紙をご使用になる際は、必ず事前確認を行ってからご使用ください。

� 用紙の縦横比が極端なサイズの用紙では、紙づまりや斜行の原因となる場合があります。

（例）幅：182mm×長さ：431.8mm、幅：297mm×長さ：1139.7mmなど

目安として、縦横比を1：2程度までの用紙をご使用ください。

本マニュアル
での用紙分類

プリンタードライ
バーでの用紙種類

用紙坪量 両面印刷

普通紙
普通紙 64～70g/m2 ○

厚紙1 　70～105g/m2 ○

厚紙

厚紙2 105～120g/m2 ○

厚紙3 120～140g/m2 　　 ×

厚紙4 140～160g/m2 　　 ×

厚紙5 160～180g/m2 　　 ×

厚紙6 180～200g/m2 　　 ×

ラベル紙 ラベル紙 ― 　　 ×

OHP OHP ― 　　 ×

穴あき紙 穴あき紙 ― ○
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用紙についての注意事項

用紙をセットする前に以下の注意事項をお読みください。また、はがき、往復はがき、OHPフィルム、ラベル紙、穴あ
き紙、プレ印刷用紙、封筒、定形外用紙をセットする際の注意事項については312～315ページに記載していますので、
併せてお読みください。

■ 次のような用紙への印刷は避けてください。ご使用になると印刷不良、紙づまり、プリンターの故障の原因とな
るおそれがあります。

� 無塵紙
� 裏移り防止用の白粉（ミクロパウダー）が塗布された用紙
� 熱で変質するインクを使った用紙、変質しやすい用紙
� カーボン紙、ノンカーボン紙、感圧紙、感熱紙、酸性紙
� ざら紙や繊維質の用紙など、表面が滑らかでない用紙
� ミシン目のある用紙
� 紙の表面に特殊コーティングした用紙、表面加工したカラー用紙
� シワがある、折れている、破れている、湿っている、ぬれている、長期間放置した、カールしている、静電気
で密着している、貼り合わせてある、のりが付いているなどの用紙

� ステープル針、クリップ、リボン、テープなどが付いている用紙
� のりが付いている封筒
� 熱転写プリンター、インクジェットプリンターで印刷した後の用紙
� 次のような状態のラベル紙
－ 台紙全体がラベル紙で覆われていないもの。
－ 部分的に使用したもの。
－ ラベルがはがれかかっているもの。
－ カールしているもの。
－ 表面にのりがしみ出ているもの。

� すでに一度印刷した用紙

■ はがき、往復はがき、封筒、OHPフィルム、およびラベル紙の印刷品質は、規格を満たす普通紙の印刷品質より
劣る場合があります。

■ OHPフィルム、ラベル紙、穴あき紙をプリンターにセットするときは十分にさばいてから行ってください。

■ ラベル紙への印刷は、ラベルの切れ目部分に文字やイラストがかからないようにしてください。

■ 吸湿した用紙への印刷は避けてください。ご使用になるとしわの原因となる可能性があります。しわが発生した
場合は、新しい用紙と交換してください。

■ 高温・高湿や低温・低湿などの環境条件でプリンターを使用する場合は、常温に比べて用紙が環境の影響を受け
やすいため、用紙保管方法に注意する必要があります。ご使用にならない用紙は、プリンター内に放置せずに梱
包時の包装紙や段ボール箱に入れて保管してください。

■ 用紙の保管について

用紙の保管について次の点に注意してください。印刷不良、紙づまり、故障の原因となります。

� 湿気を避ける。
� 使用直前まで開封しない。
� 用紙が変形しないような状態で保管する。
� 保管場所と使用場所との間に環境の差がある場合は、使用場所の環境になじませるような保管をする。



893-810024-003-A 第2版

5 用紙のセット 301

用紙のセット方向

横置きにセットできる用紙サイズはA4、A5、B5、レター、官製はがき、封筒の6種類です。
縦置きにセットできる用紙サイズはA3、A4、A5、B4、B5、レター、官製往復はがきの7種類です。
また、はがき、往復はがきをトレーにセットする場合は、あらかじめ「用紙をセットするときの注意」の「はがき、往復は
がき」（312ページ）をお読みください。

用紙のセット方向については以下のとおりです。

横置き（A4）の場合の用紙セット方向 縦置き（A3）の場合の用紙セット方向

＊1 定形外用紙として使用（ユーザー定義サイズにて、用紙サイズを入力）。
＊2 洋形4号のみ。

給紙先／用紙サイズ
A3 A4 A4 A5 A5 B4 B5 B5 レター レター はがき

往復
はがき

封筒

タテ ヨコ タテ ヨコ タテ タテ ヨコ タテ ヨコ タテ ヨコ タテ ヨコ

標準ホッパー
1 ○ ○ ×　 ○ ×　 ○ ○ ×　 ○ ×　 ×　 ×　 ×　

2 ○ ○ ×　 ×　 ×　 ○ ○ ×　 ○ ×　 ×　 ×　 ×　

大容量ホッパー

3 ○ ○ ×　 ×　 ×　 ○ ○ ×　 ○ ×　 ×　 ×　 ×　

4 ×　 ○ ×　 ×　 ×　 ×　 ○ ×　 ○ ×　 ×　 ×　 ×　

5 ×　 ○ ×　 ×　 ×　 ×　 ○ ×　 ○ ×　 ×　 ×　 ×　

トレー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○＊1

封筒フィーダー ×　 ×　 ×　 ×　 ×　 ×　 ×　 ×　 ×　 ×　 ×　 ×　 ○＊2
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用紙カセットに用紙をセットする
ホッパーから印刷するには、標準用紙カセットに用紙をセットします。用紙は、ホッパー1～3には坪量64.0g/m2（連量
55kg）の普通紙なら各500枚まで、ホッパー4、5には坪量64.0g/m2（連量55kg）の普通紙なら各1000枚までセットでき
ます。各ホッパーで使用できる用紙については、「用紙について」（298ページ）をご覧ください。

用紙カセットにセットする用紙は、両面とも印刷のされていない用紙をセットしてください。すでに一度印刷された用紙を
用紙カセットにセットしないでください。一度印刷された用紙をセットして、その用紙の裏に印刷すると、印刷不良や給紙
できなかったり、紙づまりを起こすばかりでなく、プリンターの故障の原因となる場合があります。また、異なる用紙サイ
ズの用紙を同じ用紙カセットにセットしないでください。紙づまりの原因となります。

ここでは、例としてホッパー1に用紙をセットするときの手順を示しますが、ホッパー2にセットする場合も同じです。

� サイドガイドのつまみを下げながら、サイドガイド
をセットする用紙サイズより外側にずらす。

用紙サイズの位置は、用紙カセットの底面に表示されてい
ます。

� 用紙カセットを手前に引き出す。

サイドガイド

用紙カセットを取り外す必要がある場合（定形外用紙カ
セットと交換する場合）、取り外した用紙カセットは平た
んで固い表面の場所に置いてください。用紙カセットを
じゅうたんなどの上に置くと、用紙カセットの下側のば
ねやワイヤーが引っかかり、破損するおそれがありま
す。

ホッパー1

エンドガイド

� エンドガイドを軽く持ち上げて、セットする用紙サ
イズより外側にずらす。

用紙サイズの位置は、用紙カセットの底面に表示されてい
ます。
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� 付属の用紙サイズラベルをセットしたサイズを表面
にして用紙カセットに差し込む。

� 手で用紙の端をそろえる。

� セットした用紙のサイズに合うように、エンドガイ
ドとサイドガイドを内側にずらす。

用紙カセットの底面に表示されている用紙サイズを参考に
してガイドをセットしてください。
このとき、それぞれのガイドが正しくセットされていれば
ガイドは動きません。もしガイドが動くようでしたらもう
一度正しくセットし直してください。

� 用紙の端をそろえ、印刷したい面を上にして用紙カ
セットの左手前に合わせてセットする。

� 包みから出した新しい用紙は、さばかないでくださ
い。用紙をさばくと静電気が起きて紙づまりの原因
になることがあります。

� ホッパーに収容できる枚数は約500枚（64g/m2）で
す。用紙上限線を越えないように用紙を入れてくだ
さい。紙づまりの原因となります。

� 1つのホッパー内にサイズや質の異なる用紙を
セットしないでください。紙づまりの原因にな
ります。

MAX

A4

B5

用紙およびエンドガイド、サイドガイドが正しくセット
されていないと、用紙サイズが検知されず紙づまりが起
こることがあります。
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用紙ストッパー

	 用紙ストッパーを準備する。

A3、B4サイズの場合、用紙ストッパーを引き出します。

残った用紙の保管方法

残った用紙は変質を防ぐため、次のことに注意して正しく保管
してください。

� 用紙は包装してあった紙で包み直してください。

� キャビネットの中など直射日光の当たらない、湿気の
少ない場所に保管してください。

� 用紙はしわ、折れ、カールなど、癖がつかないように
平らな場所に水平にして保管してください。

A3、B4サイズ以外の場合は、そのままお使いください。� 用紙カセットを奥に突き当たるところまでゆっくり
と押し込む。

用紙をセットし終えた用紙カセットは、重くなっていま
す。取り付ける際は用紙カセットを両手で持ってプリン
ターに差し込んでください。

普通紙以外を使用する際は、メニューモードの「ヨウシメ
ニュー」ー「ヨウシシュベツ」でセットした用紙の種別を設
定する必要があります。詳細は333～342ページのメ
ニューツリーを参照してください。
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� トレーに用紙以外の物や手を載せないでください。トレーが破損するおそれがあります。

� トレーから印刷しないときは、必ずエンドガイドを閉じてご使用ください。ほこりや異物が入りやすくなり、プリンター
の破損や故障のおそれがあります。

� トレーにセットする用紙は両面とも印刷のされていない用紙をセットしてください。すでに一度印刷された用紙をトレー
にセットしないでください。一度印刷された用紙をセットして、その用紙の裏に印刷すると、印刷不良や給紙できなかっ
たり、紙づまりを起こすばかりでなく、プリンターの故障の原因となる場合があります。

� トレーに用紙をセットした時は、用紙サイズを操作パネルで設定する必要があります。詳細は「6章　操作パネル」（317
ページ）を参照して、［トレー］スイッチで設定してください。また、異なる用紙サイズをセットした時にもそのつど操
作パネルで設定を行ってください。

� トレーに封筒をセットした時は、プリンタードライバーで以下の設定をして印刷を行ってください。
―用紙サイズで［ユーザー定義サイズ］を選択し、用紙サイズを入力してください。
―用紙種類で［厚紙］を選択し、任意の厚紙レベルを選択してください。

トレーに用紙をセットする
トレーには普通紙をはじめ、ラベル紙や厚紙、はがき、往復はがき、封筒、OHPフィルム、定形外用紙、穴あき紙をセッ
トすることができます。
トレーの容量は坪量64.0g/m2（連量55kg）の普通紙、穴あき紙で約50枚です。ラベル紙、はがき、往復はがき、封筒、
OHPフィルムは約20枚までセットすることができます。

� トレーを横に倒し、必要に応じてエンドガイドを引
き出す。

トレー

普通紙以外を使用する際は、メニューモードの「ヨウシメ
ニュー」ー「ヨウシシュベツ」ー「トレー　ヨウシシュベツ」でそれぞ
れ「アツガミ」、「OHP」、「ラベルシ」、「アナアキシ」に設定する必
要があります。詳細は333～342ページのメニューツリーを参照
してください。

� サイドガイドを奥側にずらす。

エンドガイド サイドガイド
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� 用紙の端をそろえ、印刷したい面を下にして、ト
レーの手前に合わせ、差し込み口に軽く突き当たる
まで入れる。

� 用紙の間に空気が入るように、紙をさばいてくださ
い。これにより複数枚の紙送り（重送）や紙づまりな
どの発生を防ぎます。

� トレーに表示されている用紙上限線を越えて用紙を
入れないでください。紙づまりの原因になります。

� 操作パネルでセットした用紙サイズを設定する。

操作パネルの［印刷可］スイッチを押してから、［トレー］ス
イッチを押して、用紙サイズを設定します。（操作パネルの
詳細は317ページ参照。）

�［トレー］スイッチを1回押すごとに用紙サイズは以下のよ
うに変わります。

「A4タテ→A4ヨコ→A5タテ→A5ヨコ→B4タテ→
B5タテ→B5ヨコ→LTタテ→LTヨコ→ハガキ→ハガ
キ2→フウトウ→A3タテ」

� Windows環境で定形外サイズを印刷する場合、操作パネ
ルで用紙サイズを設定する必要はありません。

� 印刷が終了したら、引き出したエンドガイドとト
レーを元に戻す。

� サイドガイドを、これから使用する用紙サイズの目
盛りに合わせる。

往復はがきは、折り返しや折り目がついているものを使
用しないでください。折れた状態でトレーにセットする
と、紙づまりの原因となるだけでなくプリンターが故障
するおそれがあります。

トレー

普通紙以外を使用する際は、メニューモードの「ヨウシメ
ニュー」ー「ヨウシシュベツ」でセットした用紙の種別を設
定する必要があります。詳細は333～342ページのメ
ニューツリーを参照してください。
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� 用紙の端をそろえ、印刷したい面を上にして用紙カ
セットの左手前に合わせてセットする 。

� 用紙上限線を越えないように用紙を入れてくださ
い。紙づまりの原因になります。

� 1つのホッパー内にサイズや質の異なる用紙をセッ
トしないでください。紙づまりの原因になります。

� 包みから出した新しい用紙をセットしてください。

大容量ホッパーに用紙をセットする
大容量ホッパーのホッパー3に用紙をセットする方法は用紙カセット1、2にセットする方法と同じです（302ページをご
覧ください。）ここではホッパー4、ホッパー5に用紙をセットする方法を説明します。

ホッパー3にはA3、A4、B4、B5、レターがセットでき、坪量64.0g/m2（連量55kg）の普通紙なら500枚までセットでき
ます。ホッパー4、ホッパー5にはA4、B5、レターがセットでき、坪量64.0g/m2（連量55kg）の普通紙なら各1000枚ま
でセットできます。

大容量ホッパーにセットする用紙は、両面とも印刷のされていない用紙をセットしてください。すでに一度印刷された用紙
を用紙カセットにセットしないでください。一度印刷された用紙をセットして、その用紙の裏に印刷すると、印刷不良や給
紙できなかったり、紙づまりを起こすばかりでなく、プリンターの故障の原因となる場合があります。また、異なる用紙サ
イズの用紙を同じ用紙カセットにセットしないでください。紙づまりの原因となります。

ここでは例としてホッパー4に用紙をセットする手順について説明します。

MAX

� 用紙カセットを手前に引き出す。

� サイドガイドのつまみを引きながら、セットする用
紙サイズより外側にずらす。

用紙サイズの位置は、用紙カセットの底面に表示されてい
ます。
サイドガイドの位置を変えることにより、ホッパーのサイ
ズを変更することができます。
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� セットした用紙のサイズに合うように、サイドガイ
ドを内側にずらす。

用紙カセットの底面に表示されている用紙サイズを参考に
してサイドガイドをセットしてください。
このとき、サイドガイドが正しくセットされていればサイ
ドガイドは動きません。もしサイドガイドが動くようでし
たらもう一度正しくセットし直してください。

用紙およびサイドガイドが正しくセットされていないと
用紙サイズが検知されず、紙づまりが起ることがありま
す。

� 用紙カセットをホッパーの奥に突き当たるところま
でゆっくりと押し込む。

残った用紙の保管方法

残った用紙は変質を防ぐため、次のことに注意して正しく保管
してください。

� 用紙は包装してあった紙で包み直してください。

� キャビネットの中など直射日光の当たらない、湿気の
少ない場所に保管してください。

� 用紙はしわ、折れ、カールなど、癖がつかないように
平らな場所に水平にして保管してください。

普通紙以外を使用する際は、メニューモードの「ヨウシメ
ニュー」ー「ヨウシシュベツ」でセットした用紙の種別を設
定する必要があります。詳細は333～342ページのメ
ニューツリーを参照してください。

� 手で用紙の端をそろえる。

� セットしたサイズの用紙サイズシール（付属品）をホッ
パーに貼る。

付属の用紙サイズラベルは用紙カセット3に、用紙サイ
ズシールは用紙カセット4、5でお使いください。

A4
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� 使用するホッパーの用紙カセットをいっぱいに引き
出し、少し上方に持ち上げて取り外す。

� 取り外したホッパーに定形外用紙カセットを取り付
ける。

定形外用紙カセットに用紙をセットする
定形外用紙カセットは、ホッパー1、2または大容量ホッパー3の標準用紙カセットと交換して使用することができます。
定形外用紙カセットには普通紙やラベル紙をはじめ、厚紙、OHPフィルム、穴あき紙、定形外用紙をセットすることが
できます。

定形外用紙カセットの容量は坪量64.0g/m2（連量55kg）の普通紙で約500枚です。
片方向通信の場合は、プリンタードライバーのプロパティで［プリンタ構成シート］を開き、使用する定形外カセットを選
択する必要があります。
両面印刷およびフィニッシャーへの排出は対応していません。

定形外用紙カセットにセットする用紙は両面とも印刷のされていない用紙をセットしてください。すでに一度印刷された用
紙を定形外用紙カセットにセットしないでください。一度印刷された用紙をセットして、その用紙の裏に印刷すると、印刷
不良や給紙できなかったり、紙づまりを起こすばかりでなく、プリンターの故障の原因となる場合があります。

� 定形外用紙カセットはホッパー1、ホッパー2、ホッ
パー3にセットできます。

� 定形外用紙カセットにセットされた用紙は定形用紙
（A4など）がセットされていても定形外用紙として扱
われます。

定形外用紙カセット

ここでは例としてホッパー2に用紙をセットするときの手順について説明します。
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� サイドガイド、エンドガイドをセットする用紙サイ
ズより外側にずらす。

� 用紙をそろえ、印刷したい面を上にして用紙カセッ
トの左手前に合わせて、用紙上限線を越えないよう
にセットする。

MAX

� セットした用紙のサイズに合うように、サイドガイ
ドとエンドガイドを内側にずらす。

用紙カセットの底面に表示されている用紙サイズを参考に
してガイドをセットしてください。
このとき、それぞれのガイドが正しくセットされていれば
ガイドは動きません。もしガイドが動くようでしたら、も
う一度、正しくセットし直してください。

� 用紙上限線を越えないように用紙を入れてくださ
い。紙づまりの原因となります。

� 一つの用紙カセット内にサイズや質の異なる用紙を
セットしないでください。紙づまりの原因となりま
す。

� 用紙カセットをホッパーの奥に突き当たるところま
でゆっくりと押し込む。
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手前

封筒フィーダーに封筒をセットする
封筒フィーダーにセットする封筒は、洋形4号（内カマス＊、のりなし）をご使用ください。封筒フィーダーには最大100枚
セットすることができます。トレーとの併用はできません。

フラップ（封筒の折り返し部分）面は印刷を行わないでください。紙づまりの原因となるだけでなく、プリンターが故障する
おそれがあります。

＊ 封筒の裏側ののりしろが内側にあるものです。

� フラップ（封筒の折り返し部分）をきちんと折り曲げ
る。

フラップがはね上がらないように、平らなところできちん
と折り曲げてください。

� 封筒の両端を持って、十分にさばく。

� 封筒押さえを持ち上げ、封筒を手前にセットする。

印刷する面を下にしてください。

� セットした封筒が固定されるように、サイドガイド
を封筒に合わせてずらす。

封筒押さえ

サイドガイド

封筒フィーダーを本体に取り付ける方法は、1章「オプション」の「封筒フィーダー」（34ページ）を参照してください。
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 2mm以内

用紙をセットするときの注意

はがき、往復はがき

往復はがきは、折り返しや折り目がついているものを使用しないでください。折れた状態でトレーにセットすると、紙づま
りの原因となるだけでなく、プリンターが故障するおそれがあります。

� はがき、往復はがきに反りがあるときは、反りの幅が2mm以内になるようにし、反りの方向が右
の図のようになるように直してからセットしてください。

� 印刷所で印刷を施された官製はがき（年賀状など）には裏移り防止用の白い粉が塗布されていることがあります。この
プリンターでこのようなはがきへの印刷を繰り返すと、白い粉によりプリンター内部のローラーの摩擦力が低下し、
はがきがうまく送れなくなることがあります。このようなはがきを使用するときは、印刷の前にはがきの両面につい
ている粉を乾いた布などで軽く払ってください。

� はがきをまとめてセットする場合は、はがきを十分さばいてからセットしてくだ
さい。

� 印刷したはがきは反りが5mm以内になるように直してください。反りが大きいと
郵便番号読取機の処理に不都合が生じます。

� 往復はがきを使用する場合は、プリンタードライバーの用紙サイズで［ユーザー定義サイズ］を選択し、サイズを指定
して使用してください。
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OHPフィルム、ラベル紙、穴あき紙

� OHPフィルム、ラベル紙、穴あき紙は十分にさばいてからセットしてください。

� OHPフィルムは使用環境、種類によっては静電気が発生し、正常に給紙できないときがあります。その際は、トレー
に1枚ずつセットして印刷することをお勧めします。

� ラベル紙は保管状態によっては反りが生じ、正常に給紙できないときがあります。その際は、反りを直して印刷して
ください。

� ラベル紙への印刷は、ラベルの切れ目部分に文字やイラストがかからないようにして
ください。

� 次のような状態のラベル紙への印刷は避けてください。印刷不良、紙づまり、プリンターの故障の原因となります。

－ 台紙全体がラベルで覆われていないラベル紙
－ 部分的に使用したラベル紙
－ ラベルがはがれかかっているラベル紙
－ カールしているラベル紙
－ 表面にのりがしみ出ているラベル紙

� 穴あき紙に印刷する場合は、プリンタードライバーの用紙種別で
穴あき紙を選択して印刷を行ってください。また、用紙をセット
する際は、穴のある辺がプリンター奥側になるようにセットして
ください。
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封筒

フラップ（封筒の折り返し部分）面には印刷をしないでください。紙づまりの原因となるだけでなく、プリンターが故障する
ことがあります。

� 洋形4号は、封筒フィーダー（オプション）、トレーにセットできます。
その他のサイズは、トレーにのみセットできます。

� 封筒は、洋形4号、内カマス、のりなしをご使用ください。
ただし、封筒の材質により、ご使用になれない場合があります。

� 封筒をセットする前に、封筒の束を平らなところへ置き、フラップ（封筒の折り返
し部分）をきちんと折り曲げてフラップがはね上がらないようにしてください。フ
ラップをきちんと折り曲げない状態でセットすると、用紙サイズエラーになるこ
とがあります。

� 封筒の両端を持って、十分さばいてからセットしてください。

� トレーで封筒を使用する場合は、プリンタードライバーから［ユーザ定義サイズ］
を選択し、サイズを指定してご使用ください。また、［厚紙］を選択し、用紙厚に合わせた厚紙レベルを指定してご使
用ください。

定形外用紙

形状が長方形以外の不規則な形状の用紙、角が直角でない用紙は正常な給紙ができません。紙づまりの原因となるだけでな
く、プリンターが故障するおそれがあります。

定形外用紙は、Windows XP/2000、Windows NT 4.0、Windows Me/98/95からの印刷が可能です。

� 対応可能な用紙の厚み（坪量）は、定形用紙に比べて扱える範囲がせまくなる場合があります。定形外用紙を使用する
場合は、事前に十分な試し印刷をして印刷動作を確認することをお勧めします。

� 用紙の紙質、繊維目方向、プレ印刷、ホールパンチ、ミシン目などにより正常に印刷されない場合があります。

� 用紙の種類、繊維目方向によっては印刷後大きくカールするものがあります。

� 印刷した用紙が正常にスタックされない場合があります。この場合はそのつど用紙を取り除いてください。
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プレ印刷用紙

プレ印刷用紙は、PPC用紙に比べ印刷時の転写不良や定着時のカールが大きくなる傾向にあるので、PPC用紙に比べ斜
行やひどい場合は角折れ、紙づまりなどの障害率が高くなることがあります。本プリンターの印刷位置誤差が許容される
範囲および使用用紙を事前に確認の上、十分使用可能という範囲においてプレ印刷用紙を使用する場合は、以下の収納お
よび保管条件を守ってください。

� 原則として、プレ印刷をしてから環境の影響を避けるため、即納入の形態をとること。

� プレ印刷業者から納入された用紙は保管環境を守り、プレ印刷時点より6か月を最大保管期間とする。

詳細については下記のチェックポイントを参照してください。

� プレ印刷用紙使用上のチェックポイント

－ プレ印刷用紙を使用する場合には、用紙は推奨紙に準ずる上質なPPC用紙を使用してください。（プレ印刷をする
際の表面に薄く塗る水分や油分による影響や、インク自身の収縮により、用紙は変形しやすくなります。）

－ プレ印刷は、片面のみで行ってください。

� プレ印刷の事前チェックポイント

□ 定着部のジャム（紙づまり）、巻き込み角折れの有無

内容： プレ印刷時に印刷面に薄く水分を含ませ、印刷後乾燥させるような印刷は水分が多かったり、乾燥が不十
分だったりして、通常の用紙より多くの水分を含んでいます。このように水分などがある状態で定着する
と激しいカールを伴い、定着ローラーへの巻き込みジャムあるいは爪へ当たり、角折れが起こることがあ
ります。

処置： プレ印刷業者と相談の上、印刷方法、用紙の変更、包装方法などを含め、協議してください。

□ 転写不良の有無、用紙カールの程度

内容： プレ印刷のインクの凹凸や部分的吸湿、包装などの不備により用紙が変形し、OPCドラムに密着できなく
なります。

処置： 包装方法、保管方法をチェックし、改善してください。また、必要に応じて印刷方法、用紙を変更してく
ださい。

□ 重送の有無

内容： プレ印刷時のインクにより用紙とインクがくっついています。

処置： プレ印刷業者に印刷方法などの変更を依頼してください。

□ ジャム（紙づまり）

内容： マイクロパウダー＊やインクなどによって用紙の摩擦力が下がることにより、フィード力が失われジャム
が発生します。2,000～7,000枚印刷後ぐらいから発生するケースがあります。

処置： マイクロパウダーやある種のインクには滑りやすい物質が含まれています。マイクロパウダーを使用して
いる場合は使用を中止してください。また、インクに問題がある場合は印刷方法（インク）の変更などを行っ
てください。

＊ マイクロパウダーとは、プレ印刷時に裏にプレ印刷のバック転写が生じないように利用するものです。また、インク自身にもその役割を持って
いるものがあります。
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メ　モ
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ストップ 両面 トレー 印刷可

設定変更 メニュー終了

シフト 排出 リセット

印刷方向 ホッパ 縮小/拡大 メニュー

電源

印刷可

データ

アラーム

6章
操作パネル

この章では、操作パネルにあるスイッチやランプついて説明しています。

操作パネルはユーザーがプリンターの状態を見たり、設定を行ったりするためのものです。ここでは主にNPDL（Level 2）
で使用する時の、操作パネル上の「ディスプレイ」および「ランプ」の表示の意味と、「スイッチ」の使い方について説明しま
す。

ESC/Pエミュレーションでの機能では、一部機能が異なります。詳しくは330～332、357～358ページの表をご覧くだ
さい。

ディスプレイ

操作パネル

ランプ スイッチ 電源スイッチ
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ディスプレイ
16桁2行の液晶ディスプレイです。英数字とカナで、プリンターの状態や操作に関する情報を表示します。双方向通信を
している時は“ジュシンチュウ”および“ショリチュウ”が表示されます。

ホッハ゜１　Ａ4ヨコ　　ホ゜ート
フツウシ　　リョウメン　ＮＰＤＬ ＊4

用紙種類を示す表示

フツウシ： 普通紙
アツガミ1～6： 厚紙1～6
OHP： OHP
ラベルシ： ラベル紙
アナアキシ： 穴あき紙＊5

（アイシ：合紙）

動作エミュレーションを示す表示

NPDL：NPDLエミュレーション
ESC/P：ESC/Pエミュレーション

印刷方向を示す表示

ポート：ポートレート
ランド：ランドスケープ

用紙送り方法を示す表示

ホッパ× ：ホッパー＊1

トレー ：トレー
フウトウ ：フウトウ＊8

用紙サイズまたは縮小／拡大モードを示す表示

� 用紙サイズ　

ホッパ1： A3タテ、A4ヨコ、A5ヨコ、B4タテ、B5ヨコ、
LTヨコ＊2、テイケイガイ＊6

ホッパ2、3： A3タテ、A4ヨコ、B4タテ、B5ヨコ、LTヨコ＊2、
テイケイガイ＊6

ホッパ4、5： A4ヨコ、B5ヨコ、LTヨコ＊2

トレー： A3タテ、A4タテ、A4ヨコ、A5タテ、A5ヨコ、
B4タテ、B5タテ、B5ヨコ、LTタテ＊2、LTヨコ＊2、
ハガキ、ハガキ2＊7

� 縮小／拡大モード

A4 → A3、B4 → A3、A3 → B4
LP ＊3 → B4、A4 →B4、B5 → B4、A3 → A4、B4 → A4
LP ＊3 → A4、A4×2、B4 → B5、A4 → B5、B5×2

その他の表示内容については本書の9章の「アラーム表示が出ているときは｣（381ページ）、「メニューツリー」（333～342
ページ）または、「ディスプレイ表示一覧」（503ページ）をご覧ください。

ディスプレイの表示

＊1 ホッパ1：上から1段目のホッパー
ホッパ2：上から2段目のホッパー
ホッパ3：上から3段目のホッパー（オプション）
ホッパ4：上から4段目のホッパー（オプション）
ホッパ5：上から4段目のホッパー（オプション）

＊2 “LT”はレターサイズであることを示しています。
＊3 “LP”は帳票であることを示しています。
＊4 下段はセレクト状態（印刷可ランプ点灯）の時のみ表示されます。
＊5 用紙をとじるために穴のあけられた紙です。
＊6 定形外用紙カセット（オプション）が装着時に表示されます。
＊7 “ハガキ2”は往復はがきを示しています。
＊8 封筒フィーダー（オプション）装着時に表示されます。
＊9 両面印刷ユニット（オプション）装着時に両面印刷を選択した場合に表示されます。

片面/両面印刷を示す表示
表示なし ：片面印刷
リョウメン ：両面印刷＊9
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ランプ

印刷可ランプ（緑）

点灯（緑） プリンターがセレクト状態 (印刷データを受信できる状態) になっています。

消灯 プリンターがディセレクト状態 (印刷データを受信できない状態) になっています。
（ただし、I/F設定がECPモード中は印刷データを受信します。）

電源ランプ（緑）

点灯 プリンターの電源がONになっています。

消灯 プリンターの電源がOFFになっています。

データランプ（橙）＊

　　＊　I/F設定がECPモード中にディセレクト状態でデータ受信しているときはデータランプは点滅/点灯しません。

点灯 � プリンター内に印刷データが残っています。
� プリンターはデータを受信中ではありません。

点滅 プリンターが印刷データを受信中です。

消灯 � プリンター内にデータが残っていません。
� プリンターはデータを受信中ではありません。

アラームランプ（赤）

点灯 EPカートリッジのトナーの残量が少ない、またはEPカートリッジの寿命です。新し
いEPカートリッジと交換してください。詳細については8章「EPカートリッジの交換」
（367ページ）をご覧ください。

点滅 用紙なし、指定用紙なし、用紙ホッパーオープン、またはプリンターに異常が発生し
ていることを示します。詳細はディスプレイに表示されます。

消灯 プリンターが正常であることを示します。

アラーム

データ

電源

印刷可
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通常のスイッチ機能 ― ［印刷可］スイッチを押し、ディセレクト状態（印刷可ランプが消灯している状態）になって
初めて機能します（［ストップ］スイッチを除く）。

メニューモード時のスイッチ機能 ― ［メニュー］スイッチを押してメニューモードに入ると働く機能です。
シフト時のスイッチ機能 ― ［シフト］スイッチを押しながら押すと働く機能です。

� アラームランプが点滅している間はどのスイッチも機能しません。アラームの詳細については「アラーム表示が出てい
るときは」（381ページ）をご覧ください。

� アプリケーションによっては、スイッチによる設定をアプリケーション側で行えるものもあります。

通常のスイッチ機能

［印刷可］スイッチ

このスイッチはプリンターが初期化中でないとき、およびテスト印刷中でないときに機能します。

データを受信できる状態にする。

スイッチを押すごとにデータを受信できる状態（セレクト状態、印刷可ランプ緑点灯）と受信できない状態
（ディセレクト状態、印刷可ランプ消灯）に交互に切り替わります。

スイッチ
プリンターの操作パネルには8個のスイッチがあり、それぞれのスイッチは2つまたは3つの機能をもっています。

印刷可

スイッチのモード

通常のスイッチ操作

メニューモード時の機能

シフト機能

(任意のスイッチを押します。)

(［メニュー］スイッチを押した後、任意のスイッチを押します。）

(［シフト］スイッチを押したまま、任意のスイッチを押します。)

印刷可

ストップ 両面 トレー 印刷可

印刷方向 ホッパ 縮小/拡大 メニュー

設定変更 メニュー終了

ディセレクト
　（消灯）

シフト 排出 リセット
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A3タテ A4タテ A4ヨコ A5タテ A5ヨコ B4タテ B5タテ B5ヨコ LTタテ LTヨコ ハガキ ハガキ2

［トレー］スイッチ

このスイッチは印刷可ランプとデータランプが消灯しているときに機能します。

給紙先をトレーにする。

ホッパーから用紙を給紙する状態でこのスイッチを押すと、トレーから用紙を給紙する状態に切り替わり
ます。また、オプションの封筒フィーダー装着時は封筒フィーダーから給紙されます。

トレー給紙の用紙サイズを変更する。

トレー給紙を選択中に、このスイッチを押すたびに用紙サイズの設定が次のように変わります。

トレー

両面

ストップ

� 本スイッチによる設定とトレーにセットされる用紙のサイズは一致させて使用してください。

� トレーがメニューモードで「合紙」に設定されていた場合は、通常印刷でトレーは使用できません。

＊1 「LT」は「レター」を意味します。
＊2 「ハガキ2」は往復はがきを意味します。

［両面］スイッチ＊3

このスイッチは印刷可ランプとデータランプが消灯しているときに機能します。

両面印刷モードにする（両面印刷モードを解除する）。

このスイッチを押すたびに両面印刷モードの設定と解除が切り替わります。用紙種別で「厚紙3～6」または
「OHP」、「ラベル紙」を指定した場合は、「リョウメン」が表示されていても、印刷は片面で行われます。

＊3 両面印刷ユニット（オプション）装着時に機能します。
選択した用紙サイズがはがき、往復はがき、封筒、定形外用紙以外であること、また用紙種別が普通紙、厚紙1、厚紙2、穴あき紙
のときに有効です。

［ストップ］スイッチ

このスイッチは常に機能します。

データの受信と印刷を停止し、ディセレクト状態にする。

鳴動中のアラームブザーを止める。

印刷中にこのスイッチを押すと、印刷中の用紙を排出した後、一時的に印刷を停止します。受信済みのデー
タは、プリンター内に残ったままになります。
印刷を再開するときは、［印刷可］スイッチを押します。

［メニュー］スイッチ

このスイッチは印刷可ランプとデータランプが消灯しているときに機能します。

メニューモードに入る。
このスイッチを押すと、メニューモードに入ります。

＊1 ＊1

メニュー

＊2



893-810024-003-A 第2版

6 操作パネル 322

� トレーから用紙を給紙する状態でホッパー給紙に切り替えると、メニューモードのホッパー初期設定で
指定されているホッパーが選択されます。

� 選択したホッパーがメニューモードで「合紙」に設定されていた場合、そのホッパーは表示されません。
通常印刷ではそのホッパーは使用できませんので、選択するホッパーが「合紙」に設定されているかどう
か注意してください。

［印刷方向］スイッチ

このスイッチは印刷可ランプとデータランプが消灯しているときに機能し
ます。

印刷方向をポートレートまたはランドスケープに選択する。

このスイッチを押すごとに、ポートレートとランドスケープを交互に切り
替えます。

用紙の置き方に関係なく、縦長にした内容を印刷するときはポートレートを、横長にした内容を印刷する
ときはランドスケープを指定します。選択されている印刷方向は、ディスプレイに表示されています。

［縮小／拡大］スイッチ

このスイッチは印刷可ランプとデータランプが消灯しているときに機能します。また、選択されている用
紙サイズがA3、A4、B4、B5のときに機能します。

� アプリケーションによっては縮小・拡大が正しく印刷されないものがあります。

� 印刷データの前に用紙サイズの指定コマンド（FS f c1c2c3）によってA3、B4、または帳票サイズが
指定されており、ホッパーにA4サイズの用紙が入っている場合は自動的に縮小して印刷します。詳し
くは別売の「NPDL（Level 2）リファレンスマニュアル」をご覧ください。

� 縮小を行った場合、座標などの数値の丸め誤差により、縮小しない場合と印刷結果が異なる場合があり
ます。

縮小/拡大

印刷方向

ホッパ

ポートレート
　　ポートレート
ポートレート
　　ポートレート
ポートレート
　　ポートレートラ

ン
ド
ス
ケ
ー
プ

　
　
　
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ

ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ

　
　
　
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ

ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ

　
　

＊　大容量ホッパー装着時のみ表示されます。

＊ ＊＊

［ホッパ］スイッチ

このスイッチは印刷可ランプとデータランプが消灯しているときに機能します。

給紙先を切り替える。

トレーから用紙を給紙する状態でこのスイッチを押すと、ホッパーから用紙を給紙する状態に切り替わり
ます。

給紙先を選択する（ホッパーを使用しているとき）。

ホッパー給紙を選択中にこのスイッチを押すたびに給紙するホッパーを次のように切り替えます。（選択さ
れたホッパーがディスプレイに表示されます。）

ホッパ1 ホッパ2 ホッパ3 ホッパ4 ホッパ5
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＊1 ＊2

＊1

＊3

縮小／拡大モードの設定をする。

このスイッチを押すと以下のような縮小／拡大印刷ができます。

� A3サイズに印刷する

A3　→　A4→A3　→　B4→A3　→　A3　→　（繰り返し）

� A4サイズに印刷する

A4　→　B4→A4　→　LP→A4　→　A3→A4　→　A4×2　→　B5→A4　→　A4　→　（繰り返し）

� B4サイズに印刷する

B4　→　LP→B4　→　A3→B4　→　B5→B4　→　A4→B4　→　B4　→　（繰り返し）

� B5サイズに印刷する

B5　→　A4→B5　→　B4→B5　→　B5×2　→　B5　→　（繰り返し）

*1　LPは帳票サイズ（136桁×66行）を意味します。
*2　A4×2はA4サイズの2ページ分のデータをA4用紙1枚に印刷します。

*3　B5×2はB5サイズの2ページ分のデータをB5用紙1枚に印刷します。
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メニューモード時のスイッチ機能

［メニュー終了］スイッチ

メニューモードを終了させる。
メニューモード時にこのスイッチを押すと、メニューモードを終了します。

［設定変更］スイッチ

設定変更したい項目（レベル3）を選択する。

メニューモード時でメニューツリーのレベル3の項目を選択中にこのスイッチを押すと、任意の項目の設定
を変更することができます。
なお、メニューモードのレベルについては、333～342ページの「メニューツリー」を参考にしてください。

［ ］スイッチ

ディスプレイに表示されている設定項目を選択する（［→］スイッチとして機能）。

メニューモード時にこのスイッチを押すと、メニューツリーの次のレベル（レベル2またはレベル3）の項目
を選択することができます。

［ ］スイッチ

ディスプレイに表示されている設定項目を選択する（［↑］スイッチとして機能）。

メニューモード時にこのスイッチを押すと、メニューツリーの同じレベルの項目を選択することができま
す。

［ ］スイッチ

ディスプレイに表示されている設定項目を選択する（［←］スイッチとして機能）。

メニューモード時にこのスイッチを押すと、メニューツリーのひとつ前のレベル（レベル1またはレベル2）
の項目を選択することができます。

［ ］スイッチ

ディスプレイに表示されている設定項目を選択する（［↓］スイッチとして機能）。

メニューモード時にこのスイッチを押すと、メニューツリーの同じレベルの項目を選択することができま
す。

メニューツリーの詳細については「メニューツリー」（333～342ページ）をご覧ください。

設定変更

メニュー終了



893-810024-003-A 第2版

6 操作パネル 325

シフト時のスイッチ機能

［シフト］スイッチ

このスイッチが押されている間、［両面］スイッチおよび［印刷可］スイッチの3つは、それぞれのスイッチの
下に表記された機能「排出」、「リセット」が有効となります。

このスイッチを押すと、自動的に印刷可ランプが消灯します。

［排出］スイッチ

このスイッチは印刷可ランプが消灯していて、データランプが点灯している（ディスプレイに“データガノ
コッテイマス”と表示されている）ときに機能します。アラーム中および用紙がない状態では機能しません。

プリンターに残っている未印刷データをすべて印刷する。

［シフト］スイッチを押した状態でこのスイッチを押すとプリンターに残っているデータをすべて印刷出力
します。ただし、インターフェース設定がECPモードでディセレクト中に受信したデータは排出されませ
ん。

プリンター内にデータを残したまま次の印刷を行うと、プリンターは残っているデータと次の印刷データを
重ねて印刷する場合があります。

［リセット］スイッチ

このスイッチは印刷可ランプが消灯しているときに機能します。アラーム（保守員コール以外）中も機能し
ます。

プリンターを初期状態にする。

［シフト］スイッチを押した状態でこのスイッチを2回続けて押すと、ディスプレイに“リセットジッコウ”と
表示され、未印刷データは消失し、プリンターは初期状態（電源スイッチON直後の状態）になります。リ
セット後、ブザーが2回鳴ります。

リセットすると、スイッチを使って変更したプリンターの設定も、初期状態（電源ON直後の状態）に戻りま
す。ただし、メニュースイッチを使って変更したメニューモードの内容はリセットされません。詳細は
「NPDLの初期状態」(456ページ)をご覧ください。

シフト

排出

リセット
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7章
メニューモード

メニューモードでは、プリンターの操作パネル上のスイッチを使ってプリンターのさまざまな設定を変更することができ
ます。

メニューモードで変更した設定内容は電源をOFFにしても変わりません。
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操作パネルでの設定方法

メニューモードの設定変更のしかた

メニュー 　テストメニュー

�［印刷可］スイッチを押して、ディセレクト状態にす
る。

印刷可ランプが消灯します。

� データランプが点灯していないことを確認する。

点灯している場合は［シフト］スイッチを押しながら［排出］ス
イッチを押して、プリンター内部に残っている印刷データを
印刷してください。

�［メニュー］スイッチを押す。

プリンターはメニューモードに入り、ディスプレイに“テス
トメニュー　　→”と表示します。

� メニューモードの設定を変更する。

メニューモードの内容は330ページの「メニューモード設定
項目一覧」および333ページの「メニューツリー」を参照して
ください。
メニューモード中は次の5個のスイッチで項目の選択、設定
の変更を行います。

［ ］、［ ］、［ ］、［ ］スイッチ：
このスイッチを押すとその方向へ進むことを示しています。

［設定変更］スイッチ：
押すたびにレベル3をひとつずつ表示し、その内容が自動的
に選択されます。

�［メニュー終了］スイッチを押して、メニューモードを
終了する。

プリンターはセレクト状態になり、印刷可ランプ
が点灯し、ディスプレイは通常の表示に戻ります。

緑

メニュー終了

印刷可 ホッハ°　　Ａ４ヨコ　ホ゜ート
ＮＰＤＬフツウシ

1

印刷可

印刷可

データ
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緑

メニュー終了

印刷可 ホッハ°　　Ａ４ヨコ　ホ゜ート
ＮＰＤＬフツウシ

1

メモリースイッチの設定変更のしかた

ここでは、ブザー機能の有効/無効のメモリースイッチの設定変更を例にして説明します。対象となるメモリースイッチ
は「3-8」です。

� プリンターの電源をONにする。

�［印刷可］スイッチを押して、ディセレクト状態にす
る。

印刷可ランプが消灯します。

� データランプが点灯していないことを確認する。

点灯している場合は［シフト］スイッチを押しながら［排出］ス
イッチを押して、プリンター内部に残っている印刷データを
印刷してください。

�［メニュー終了］スイッチを押して、メニューモードを
終了する。

プリンターはセレクト状態になり、印刷可ランプが点灯し、
ディスプレイは通常の表示に戻ります。

メニュー 　テストメニュー

�［メニュー］スイッチを押す。

プリンターはメニューモードに入り、ディスプレイに“テス
トメニュー　　→”と表示します。

　メモリスイッチメニュー

�［ ］スイッチを1回押す。

ディスプレイに“メモリスイッチメニュー　　→”と表示しま
す。

１２３４５６７８　
ＭＳＷ１　　００００００００＊

�［ ］スイッチを1回押す。

MSW1が表示されます。

１２３４５６７８　
ＭＳＷ３　　００００００００＊

�［ ］スイッチ、または［ ］スイッチを押して、MSW3
を表示させる。

１２３４５６７８　
ＭＳＷ３　　００００００００＊

�［ ］スイッチを7回押して、カーソルをMSW3-8に移
動する。

１２３４５６７８　
ＭＳＷ３　　０００００００１＊

設定変更

	［設定変更］スイッチを1回押して、MSW3-8を“1”に
変更する。

印刷可

印刷可

データ
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設定項目 説　明
メモリー
スイッチ
(MSW)

ESC/P
エミュレー
ション

テスト印刷
メニュー

ステータス印刷
ステータス印刷を行います。ステータス印刷では、オ
プションの接続やメモリースイッチの状態など、プリ
ンターの状態が印刷されます。

× ○

連続印刷 連続印刷を行います。 × ○

16進ダンプ印刷 16進ダンプ印刷を行います。 × ○

LANステータス印刷
［インタフェース2］に実装のLANボードのコンフィ
グレーションページ（LANステータス）を印刷しま
す。

× ○

通信ログ印刷
［インタフェース2］に実装のLANボードの通信ログ
を印刷します。

× ○

印刷設定
メニュー

コピー枚数設定 コピー枚数は“01”から“99”まで設定できます。 × ○

トナー節約機能 トナー節約機能を使用するかどうかを選択します。 × ○

用紙メニュー

ホッパ初期設定
電源投入時およびリセット時のホッパー、トレー設定
を選択します。

× ○

用紙種別 使用する用紙の種別を選択します。 × ○

合紙モード設定
合紙（色紙など）給紙するホッパー/トレーを設定し
ます。＊1

× ×　＊4

リレー給紙設定 リレー給紙機能を使用するかどうかを選択します。＊2 × ○

グループ設定
グループホッパー機能を使用するかどうかを選択しま
す。

× ×　＊4

ホッパ1 定形外＊3
ホッパ1に取り付けられている定形外用紙カセットの
定形外用紙のサイズを設定します。

× ×　＊4

ホッパ2 定形外＊3
ホッパ2に取り付けられている定形外用紙カセットの
定形外用紙のサイズを設定します。

× ×　＊4

ホッパ3 定形外＊3
ホッパ3に取り付けられている定形外用紙カセットの
定形外用紙のサイズを設定します。

× ×　＊4

メニューモード設定項目一覧
メニューモードで設定できる項目の一覧とそれらの簡単な説明を以下に示します。これらの設定の一部はメモリースイッ
チからも設定できます。各設定方法で設定できる項目の一覧も以下に示します。

メニューモード設定項目一覧

○：有効　　　×：無効

＊1 合紙モードに設定されたホッパー/トレーからは通常では使用できません。ホッパースイッチから選択もできません。合紙モードを設定する場合は、
通常使用するホッパーと違うホッパーを選択してください。また、トレーを合紙に設定する場合は、合紙設定を行う前に用紙サイズをトレースイッ
チで選択ておいてください。

＊2 リレー給紙は、リレー前のホッパー（トレー）とリレーに使用するホッパー（トレー）を共にONに設定してください。
＊3 定形外用紙カセット（オプション）装着時。
＊4 メニューモードでの設定は可能ですが、ESC/Pエミュレーションの印刷ではこの機能を使用することはできません。
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設定項目 説　明
メモリー
スイッチ
(MSW)

ESC/P
エミュレー
ション

印字位置設定
メニュー

ホッパ1微調整
ホッパー、トレー、封筒、両面印刷時の表面・裏面の印刷
位置を調整します。

× ○

ホッパ2微調整 × ○

ホッパ3微調整＊1 × ○

ホッパ4微調整＊1 × ○

ホッパ5微調整＊1 × ○

トレー微調整 × ○

封筒微調整＊2 × ○

表面微調整＊4 × ○

裏面微調整＊4 × ○

オプション設定
メニュー

両面印刷設定＊4
両面印刷の初期設定、綴じしろ、余白、クリップを設定し
ます。

× ○

フェースアップ
トレー

オプションのフェースアップトレーを使用するか、しない
かを設定します。

× ○

排出先設定 排出先を設定します。 × ○

運用メニュー

節電機能 節電機能を使用するかしないかを設定します。 ○ ○

節電時間設定＊3 節電するまでの時間を設定します。 × ○

自動排出＊5 自動排出の有効／無効、および設定時間を選択します。 × ○

メモリー設定＊6 プリンターメモリーの使用方法を選択します。 × ○

フォント
メニュー

1バイト系ゼロ＊8 1バイト系ゼロの字体を切り替えます。 ○ ○

2バイト系ゼロ 2バイト系ゼロの字体を切り替えます。 × ○

ANK 1バイト系コードのフォントのANK文字を選択します。 × ○

漢字 標準フォント（2バイト文字）を選択します。 × ○＊7

文字セット 2バイト系文字セットを選択します。 × 1983固定

国別 各国文字セットを選択します。 ○ ○

LM

TM
A

B
C

D

用�
紙�
送�
り�
方�
向�

メニューモード設定項目一覧（続き）

＊1 大容量ホッパー（オプション）装着時のメニューです。
＊2 封筒フィーダー（オプション）装着時のメニューです。
＊3 節電機能有効時のみ表示されます。
＊4 両面印刷ユニット（オプション）装着時のメニューです。
＊5 コンピューターに負荷がかかっている場合やネットワークのデータ量が多い場合、自動排出までの待ち時間（最大30秒）以上にデータ送信が停止する

ことがあります。この場合、途中で用紙が排出されるため正常な印刷結果が得られませんので、自動排出の設定を無効にする必要があります。
＊6 64MB以上のメモリーを増設した時の初期設定は異なります。
＊7 「ミンチョウ」「ゴシック」はESC/Pコマンドの「FS k（漢字の書体選択）」によって切り替えることができます。
＊8 OCR-Bフォントを使用した場合は、設定に関わらず「0」で印刷されます。

○：有効　　　×：無効
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設定項目 説　明
メモリー
スイッチ
(MSW)

ESC/P
エミュレー
ション

動作メニュー
動作エミュレーション

［インタフェース1］、［インタフェース2］、で個別に
プリンターの動作エミュレーションを設定します。

× ○

動作自動切り替え エミュレーションの自動切り替えを設定します。 × ○

NPDL設定
メニュー

A4ポートレート桁数
用紙がA4サイズ、ポートレート方向で使われるときの
一行あたりの文字数を設定します。

○ ○

エミュレーション
ページプリンタモードか201PLエミュレーションモード
かを選択します。

○ ×

136桁モード設定
136桁モードの有効・無効を選択します。有効のとき
は、用紙位置微調整の方向と量を選択します。

○ 　○＊1

I/F設定
メニュー

インタフェース1＊2
動作双方向の設定（ニブルモード、ECPモード、なし）
とオプションLANボード、LANアダプターのIPアドレ
ス、サブネットマスクを設定します。

× ○

インタフェース2
標準LANボードのIPアドレス、サブネットマスクなどを
設定します。

× ○

設定初期化
メニュー

メニュー初期化 メニュー項目を初期設定に戻します。 × ○

LAN初期化 標準LANボードの設定を初期設定に戻します。 × ○

全初期化
メニュー項目、LAN項目のすべてを初期設定に戻しま

す。
× ○

呼び出し 設定記憶で記憶されている内容を呼び出します。 × ○

記憶
メニューモード内の各種機能設定と、［トレー］スイッ

チで設定した用紙サイズをまとめて記憶します。
× ○

メモリースイッチ
メニュー

メニューモードの中で比較的変更頻度の低いものがまとめられています。

（MSW1～10）
○

357～363
ページ参照

メニューモード設定項目一覧（続き）

＊1 ESC/Pエミュレーションでは常に136桁モードになります。
＊2 I/F設定を変更した場合は、プリンターの電源を再投入する必要があります。

また、I/F設定メニューの動作双方向が「ECPモード」に設定されていて、オプションのLANボード（型番 PC-PR-L02と型番 PR-WL-11）を装着また
は、パラレルインターフェースコネクターにLANアダプター（型番 PR-NP-02T2と型番 PR-NP-03TR2）が接続されている場合、IPアドレスとサブ
ネットマスクが有効になります。

○：有効　　　×：無効
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…

　テストメニュー　　　　　　　→

　インサツセッテイメニュー　　→

ステータス印刷開始メニューモード終了
ディスプレイは通常表示
に戻る

レベル2

BA C E

レベル3レベル1

　テストメニュー
←ステータスインサツシ゛ッコウ→

連続印刷印刷開始
　テストメニュー
←レンソ゛クインサツシ゛ッコウ→

16進ダンプ印刷開始
　テストメニュー
←１６シンタ゛ンフ゜シ゛ッコウ→

LANステータス印刷印刷開始
　テストメニュー
←ＬＡＮステータス　シ゛ッコウ→

通信ログ印刷印刷開始
　テストメニュー
←ツウシンロク゛　　シ゛ッコウ→

　ヨウシメニュー　　　　　　　→ 　ヨウシメニュー
←ホッハ゜　ショキセッテイ　　→

　インサツセッテイメニュー
←コヒ゜ーマイスウ　　　　０１＊

　インサツセッテイメニュー
←コヒ゜ーマイスウ　　　　９９＊

　ホッハ゜　ショキセッテイ
←　　　　　　　　　ホッハ゜３＊
　ホッハ゜　ショキセッテイ
←　　　　　　　　　ホッハ゜４＊
　ホッハ゜　ショキセッテイ
←　　　　　　　　　ホッハ゜５＊
　ホッハ゜　ショキセッテイ
←　　　　　　　　　　　トレー＊

　インサツセッテイメニュー
←トナーセツヤク　　　　ＯＦＦ＊
　インサツセッテイメニュー
←トナーセツヤク　　　　ＯＮ　＊

注1

　ホッハ゜　ショキセッテイ
←　　　　　　　　　ホッハ゜２＊

　ホッハ゜　ショキセッテイ
←　　　　　　　　　ホッハ゜１＊

　ホッハ゜１　ヨウシシュヘ゛ツ
←　　　　　　　　　　フツウシ＊
　　ホッハ゜１　ヨウシシュヘ゛ツ
←　　　                       アツカ゛ミ１＊
　　ホッハ゜１　ヨウシシュヘ゛ツ
←　　　　　　　　　　　ＯＨＰ＊
　　ホッハ゜１　ヨウシシュヘ゛ツ
←　　　　　　　　　アナアキシ＊

　ヨウシメニュー
←ヨウシシュヘ゛ツ　セッテイ

　ホッハ゜２　ヨウシシュヘ゛ツ
←　　　　　　　　　　フツウシ＊
　ホッハ゜２　ヨウシシュヘ゛ツ
←　　　                       アツカ゛ミ１＊
　ホッハ゜２　ヨウシシュヘ゛ツ
←　　　                       アツカ゛ミ２＊
　ホッハ゜２　ヨウシシュヘ゛ツ
←　　　                       アツカ゛ミ３＊
　ホッハ゜２　ヨウシシュヘ゛ツ
←　　　                       アツカ゛ミ４＊
　ホッハ゜２　ヨウシシュヘ゛ツ
←　　　                       アツカ゛ミ５＊
　ホッハ゜２　ヨウシシュヘ゛ツ
←　　　                       アツカ゛ミ６＊
　ホッハ゜２　ヨウシシュヘ゛ツ
←　　　　　　　　　アナアキシ＊
　ホッハ゜２　ヨウシシュヘ゛ツ
←　　　　　　　　　　ラベルシ＊
　ホッハ゜２　ヨウシシュヘ゛ツ
←　　　　　　　　　         ＯＨＰ＊

D

メニューツリー
次にメニューモードを図式的に表したメニューツリーを示します。（グレー部分は出荷時の設定値です。）
「注」で示す補足的な説明は342ページにあります。



893-810024-003-A 第2版

7 メニューモード 334

GF H I

ＢＡ D EC

　ホッハ゜３　ヨウシシュヘ゛ツ
←　　　　　　　　　　フツウシ＊
　ホッハ゜３　ヨウシシュヘ゛ツ
←　　　                       アツカ゛ミ１＊
　ホッハ゜３　ヨウシシュヘ゛ツ
←　　　                        アツカ゛ミ2＊
　ホッハ゜３　ヨウシシュヘ゛ツ
←　　　                        アツカ゛ミ3＊
　ホッハ゜３　ヨウシシュヘ゛ツ
←　　　                      アツカ゛ミ  4＊
　ホッハ゜３　ヨウシシュヘ゛ツ
←　　　                       アツカ゛ミ 5＊
　ホッハ゜３　ヨウシシュヘ゛ツ
←　　　                      アツカ゛ミ  6＊
　ホッハ゜３　ヨウシシュヘ゛ツ
←　　　　　　　　　アナアキシ＊
　ホッハ゜３　ヨウシシュヘ゛ツ
←　　　　　　　　　　ラベルシ＊
　ホッハ゜３　ヨウシシュヘ゛ツ
←　　　　　　　　　         ＯＨＰ＊

　ホッハ゜４　ヨウシシュヘ゛ツ
←　　　　　　　　　　フツウシ＊
　ホッハ゜４　ヨウシシュヘ゛ツ
←　　　                       アツカ゛ミ１＊
　ホッハ゜４　ヨウシシュヘ゛ツ
←　　　                       アツカ゛ミ２＊
　ホッハ゜４　ヨウシシュヘ゛ツ
←　　　                       アツカ゛ミ３＊
　ホッハ゜４　ヨウシシュヘ゛ツ
←　　　                       アツカ゛ミ４＊
　ホッハ゜４　ヨウシシュヘ゛ツ
←　　　                       アツカ゛ミ５＊
　ホッハ゜４　ヨウシシュヘ゛ツ
←　　　                       アツカ゛ミ６＊
　ホッハ゜４　ヨウシシュヘ゛ツ
←　　　　　　　　　アナアキシ＊
　ホッハ゜４　ヨウシシュヘ゛ツ
←　　　　　　　　　     ラベルシ＊

　トレー　　　ヨウシシュヘ゛ツ
←　　　　　　　　　　フツウシ＊
　トレー　　　ヨウシシュヘ゛ツ
←　　　                      アツカ゛ミ１＊
　トレー　　　ヨウシシュヘ゛ツ
←　　　                      アツカ゛ミ２＊
　トレー　　　ヨウシシュヘ゛ツ
←　　　                      アツカ゛ミ ３＊
　トレー　　　ヨウシシュヘ゛ツ
←　　　                       アツカ゛ミ４＊
　トレー　　　ヨウシシュヘ゛ツ
←　　　                       アツカ゛ミ５＊
　トレー　　　ヨウシシュヘ゛ツ
←　　　                       アツカ゛ミ６＊
　トトレー　　　ヨウシシュヘ゛ツ
←　　　　　　　　　アナアキシ＊
　トレー　　　ヨウシシュヘ゛ツ
←　　　　　　　　　　ラベルシ＊
　トレー　　　ヨウシシュヘ゛ツ
←　　　　　　　　　          ＯＨＰ＊

　ホッハ゜５　ヨウシシュヘ゛ツ
←　　　　　　　　　　フツウシ＊
　ホッハ゜５　ヨウシシュヘ゛ツ
←　　　                       アツカ゛ミ１＊
　ホッハ゜５　ヨウシシュヘ゛ツ
←　　　　　　　　　アナアキシ＊

J

注2

注1
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KJ L M N

GF IH

　ヨウシメニュー
←リレーキュウシ　セッテイ　　→

　リレーキュウシ　セッテイ
←ホッハ゜３　リレー　　ＯＦＦ＊
　リレーキュウシ　セッテイ
←ホッハ゜３　リレー　　ＯＮ　＊

　リレーキュウシ　セッテイ
←ホッハ゜４　リレー　　ＯＦＦ＊
　リレーキュウシ　セッテイ
←ホッハ゜４　リレー　　ＯＮ　＊

　リレーキュウシ　セッテイ
←ホッハ゜５　リレー　　ＯＦＦ＊
　リレーキュウシ　セッテイ
←ホッハ゜５　リレー　　ＯＮ　＊

　リレーキュウシ　セッテイ
←ホッハ゜２　リレー　　ＯＦＦ＊
　リレーキュウシ　セッテイ
←ホッハ゜２　リレー　　ＯＮ　＊

注1

注1

　リレーキュウシ　セッテイ
←ホッハ゜１　リレー　　ＯＦＦ＊
　リレーキュウシ　セッテイ
←ホッハ゜１　リレー　　ＯＮ　＊

　ヨウシメニュー
←ク゛ルーフ゜　セッテイ　　　→

　ク゛ルーフ゜　セッテイ　　
←ホッハ゜１　　　　　　ＯＦＦ＊
　ク゛ルーフ゜　セッテイ　　
←ホッハ゜１　　ク゛ルーフ゜Ａ＊
　ク゛ルーフ゜　セッテイ　　
←ホッハ゜１　　ク゛ルーフ゜Ｂ＊

　ク゛ルーフ゜　セッテイ　　
←ホッハ゜２　　　　　　ＯＦＦ＊
　ク゛ルーフ゜　セッテイ　　
←ホッハ゜２　　ク゛ルーフ゜Ａ＊
　ク゛ルーフ゜　セッテイ　　
←ホッハ゜２　　ク゛ルーフ゜Ｂ＊

　リレーキュウシ　セッテイ
←トレー　　　リレー　　ＯＦＦ＊
　リレーキュウシ　セッテイ
←トレー　　　リレー　　ＯＮ　＊

　ヨウシメニュー
←アイシモート゛　セツテイ　　→

　アイシモート゛　セツテイ
←　　　　　　　　　ホッハ゜１＊
　アイシモート゛　セツテイ
←　　　　　　　　　ホッハ゜２＊
　アイシモート゛　セツテイ
←　　　　　　　　　ホッハ゜３＊
　アイシモート゛　セツテイ
←　　　　　　　　　ホッハ゜４＊
　アイシモート゛　セツテイ
←　　　　　　　　　ホッハ゜５＊
　アイシモート゛　セツテイ
←　　　　　　　　　　　トレー＊

注2

　フウトウ　　ヨウシュベツ　
←　　　                       アツカ゛ミ１＊
　フウトウ　　ヨウシュベツ　
←　　　                         アツカ゛ミ 2＊
　フウトウ　　ヨウシュベツ　
←　　　                         アツカ゛ミ 3＊
　フウトウ　　ヨウシュベツ　
←　　　                        アツカ゛ミ  4＊
　フウトウ　　ヨウシュベツ　
←　　　                         アツカ゛ミ 5＊
　フウトウ　　ヨウシュベツ　
←　　　                         アツカ゛ミ 6＊

J

　アイシモート゛　セツテイ
←　　　　　　　　　　　ＯＦＦ＊

注2

注2
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O

KJ L M

P Q R

　ホッハ゜１　テイケイカ゛イ　
←ハハ゛　　　　２１０．０ミリ＊

　ヨウシメニュー
←ホッハ゜１　テイケイカ゛イ　→

N

　ホッハ゜１　テイケイカ゛イ　
←ナカ゛サ　　　２９７．０ミリ＊

　ホッハ゜２　テイケイカ゛イ　
←ハハ゛　　　　２１０．０ミリ＊

　ヨウシメニュー
←ホッハ゜２　テイケイカ゛イ　→

　ホッハ゜２　テイケイカ゛イ　
←ナカ゛サ　　　２９７．０ミリ＊

　ホッハ゜３　テイケイカ゛イ　
←ハハ゛　　　　２１０．０ミリ＊

　ヨウシメニュー
←ホッハ゜３　テイケイカ゛イ　→

　ホッハ゜３　テイケイカ゛イ　
←ナカ゛サ　　　２９７．０ミリ＊

　ホッハ゜１　　ヒ゛チョウセイ
←ＴＭ　　　　　　＋３．９ミリ＊

　インシ゛イチセッテイメニュー
←ホッハ゜１　　ヒ゛チョウセイ→

　ホッハ゜１　　ヒ゛チョウセイ
←ＴＭ　　　　　　－３．９ミリ＊

　ホッハ゜１　　ヒ゛チョウセイ
←ＬＭ　　　　　　＋３．９ミリ＊

　ホッハ゜２　　ヒ゛チョウセイ
←ＴＭ　　　　　　＋３．９ミリ＊

　インシ゛イチセッテイメニュー
←ホッハ゜２　　ヒ゛チョウセイ→

　ホッハ゜２　　ヒ゛チョウセイ
←ＴＭ　　　　　　－３．９ミリ＊

　ホッハ゜２　　ヒ゛チョウセイ
←ＬＭ　　　　　　　　　０ミリ＊

…
…

…
…

…
…

…
…

　インシ゛イチセッテイメニュー→

　ホッハ゜１　　ヒ゛チョウセイ
←ＴＭ　　　　　　　　　０ミリ＊

　ホッハ゜１　　ヒ゛チョウセイ
←ＬＭ　　　　　　　　　０ミリ＊

　ホッハ゜１　　ヒ゛チョウセイ
←ＬＭ　　　　　　－３．９ミリ＊

　ホッハ゜２　　ヒ゛チョウセイ
←ＬＭ　　　　　　－３．９ミリ＊

　ホッハ゜２　　ヒ゛チョウセイ
←ＴＭ　　　　　　　　　０ミリ＊

　ホッハ゜２　　ヒ゛チョウセイ
←ＬＭ　　　　　　＋３．９ミリ＊

　ク゛ルーフ゜　セッテイ　　
←ホッハ゜５　　　　　　ＯＦＦ＊
　ク゛ルーフ゜　セッテイ　　
←ホッハ゜５　　ク゛ルーフ゜Ａ＊
　ク゛ルーフ゜　セッテイ　　
←ホッハ゜５　　ク゛ルーフ゜Ｂ＊

　ク゛ルーフ゜　セッテイ　　
←トレー　　　　　　         ＯＦＦ＊
　ク゛ルーフ゜　セッテイ　　
←トレー　　         ク゛ルーフ゜Ａ＊
　ク゛ルーフ゜　セッテイ　　
←トレー         　　ク゛ルーフ゜Ｂ＊

注1

　ク゛ルーフ゜　セッテイ　　
←ホッハ゜３　　　　　　ＯＦＦ＊
　ク゛ルーフ゜　セッテイ　　
←ホッハ゜３　　ク゛ルーフ゜Ａ＊
　ク゛ルーフ゜　セッテイ　　
←ホッハ゜３　　ク゛ルーフ゜Ｂ＊

　ク゛ルーフ゜　セッテイ　　
←ホッハ゜４　　　　　　ＯＦＦ＊
　ク゛ルーフ゜　セッテイ　　
←ホッハ゜４　　ク゛ルーフ゜Ａ＊
　ク゛ルーフ゜　セッテイ　　
←ホッハ゜４　　ク゛ルーフ゜Ｂ＊

注2

注21

注21

注21
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TS VU

P QO R

　ホッハ゜４　　ヒ゛チョウセイ
←ＴＭ　　　　　　＋３．９ミリ＊

　インシ゛イチセッテイメニュー
←ホッハ゜４　　ヒ゛チョウセイ→

　ホッハ゜４　　ヒ゛チョウセイ
←ＴＭ　　　　　　－３．９ミリ＊

　ホッハ゜４　　ヒ゛チョウセイ
←ＬＭ　　　　　　　　　０ミリ＊

注1

…
…

…
…

　ホッハ゜４　　ヒ゛チョウセイ
←ＬＭ　　　　　　－３．９ミリ＊

　ホッハ゜４　　ヒ゛チョウセイ
←ＴＭ　　　　　　　　　０ミリ＊

　ホッハ゜４　　ヒ゛チョウセイ
←ＬＭ　　　　　　＋３．９ミリ＊

　ホッハ゜５　　ヒ゛チョウセイ
←ＴＭ　　　　　　＋３．９ミリ＊

　インシ゛イチセッテイメニュー
←ホッハ゜５　　ヒ゛チョウセイ→

　ホッハ゜５　　ヒ゛チョウセイ
←ＴＭ　　　　　　－３．９ミリ＊

　ホッハ゜５　　ヒ゛チョウセイ
←ＬＭ　　　　　　　　　０ミリ＊

注1

…
…

…
…

　ホッハ゜５　　ヒ゛チョウセイ
←ＬＭ　　　　　　－３．９ミリ＊

　ホッハ゜５　　ヒ゛チョウセイ
←ＴＭ　　　　　　　　　０ミリ＊

　ホッハ゜５　　ヒ゛チョウセイ
←ＬＭ　　　　　　＋３．９ミリ＊

　トレー　　　　ヒ゛チョウセイ　
←ＴＭ　　　　　　＋３．９ミリ＊

　インシ゛イチセッテイメニュー
←トレー　　　　ヒ゛チョウセイ→

　トレー　　　　ヒ゛チョウセイ　
←ＴＭ　　　　　　－３．９ミリ＊

　トレー　　　　ヒ゛チョウセイ　
←ＬＭ　　　　　　　　　０ミリ＊

…
…

…
…

　トレー　　　　ヒ゛チョウセイ　
←ＬＭ　　　　　　－３．９ミリ＊

　トレー　　　　ヒ゛チョウセイ　
←ＴＭ　　　　　　　　　０ミリ＊

　トレー　　　　ヒ゛チョウセイ　
←ＬＭ　　　　　　＋３．９ミリ＊

　ホッハ゜３　　ヒ゛チョウセイ
←ＴＭ　　　　　　＋３．９ミリ＊

　インシ゛イチセッテイメニュー
←ホッハ゜３　　ヒ゛チョウセイ→

　ホッハ゜３　　ヒ゛チョウセイ
←ＴＭ　　　　　　－３．９ミリ＊

　ホッハ゜３　　ヒ゛チョウセイ
←ＬＭ　　　　　　　　　０ミリ＊

注1

…
…

…
…

　ホッハ゜３　　ヒ゛チョウセイ
←ＬＭ　　　　　　－３．９ミリ＊

　ホッハ゜３　　ヒ゛チョウセイ
←ＴＭ　　　　　　　　　０ミリ＊

　ホッハ゜３　　ヒ゛チョウセイ
←ＬＭ　　　　　　＋３．９ミリ＊

注2
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…
…

…
…

…
…

…
…

T U VS

XW

　ウラメン　　　ヒ゛チョウセイ
←ＴＭ　　　　　　＋３．９ミリ＊

　ウラメン　　　ヒ゛チョウセイ
←ＴＭ　　　　　　　　　０ミリ＊

　インシ゛イチセッテイメニュー
←ウラメン　　　ヒ゛チョウセイ→

　ウラメン　　　ヒ゛チョウセイ
←ＴＭ　　　　　　－３．９ミリ＊

　ウラメン　　　ヒ゛チョウセイ
←ＬＭ　　　　　　＋３．９ミリ＊

　ウラメン　　　ヒ゛チョウセイ
←ＬＭ　　　　　　　　　０ミリ＊

　ウラメン　　　ヒ゛チョウセイ
←ＬＭ　　　　　　－３．９ミリ＊

　オモテメン　　ヒ゛チョウセイ
←ＴＭ　　　　　　＋３．９ミリ＊

　オモテメン　　ヒ゛チョウセイ
←ＴＭ　　　　　　　　　０ミリ＊

　インシ゛イチセッテイメニュー
←オモテメン　　ヒ゛チョウセイ→

　オモテメン　　ヒ゛チョウセイ
←ＴＭ　　　　　　－３．９ミリ＊

　オモテメン　　ヒ゛チョウセイ
←ＬＭ　　　　　　＋３．９ミリ＊

　オモテメン　　ヒ゛チョウセイ
←ＬＭ　　　　　　　　　０ミリ＊

　オモテメン　　ヒ゛チョウセイ
←ＬＭ　　　　　　－３．９ミリ＊

…

　リョウメンインサツ　セッテイ
←ショキセッテイ　　　　ＯＦＦ＊
　リョウメンインサツ　セッテイ
←ショキセッテイ　　　　ＯＮ　＊

　オフ゜ションセッテイメニュー→ 　オフ゜ションセッテイメニュー
←リョウメンインサツ　セッテイ→

　リョウメンインサツ　セッテイ
←ヨハク　　　　　　　　０ミリ＊

　リョウメンインサツ　セッテイ
←ヨハク　　　　　　　２０ミリ＊

　リョウメンインサツ　セッテイ
←クリッフ゜　　　　　　ＯＦＦ＊
　リョウメンインサツ　セッテイ
←クリッフ゜　　　　　　ＯＮ　＊

　リョウメンインサツ　セッテイ
←トシ゛シロ　　　　ロンク゛１＊
　リョウメンインサツ　セッテイ
←トシ゛シロ　　　　ショート１＊
　リョウメンインサツ　セッテイ
←トシ゛シロ　　　　ロンク゛２＊
　リョウメンインサツ　セッテイ
←トシ゛シロ　　　　ショート２＊

注4

注4

注4

　フウトウ　　　ヒ゛チョウセイ　
←ＴＭ　　　　　　＋３．９ミリ＊

　インシ゛イチセッテイメニュー
←フウトウ　　　ヒ゛チョウセイ→

　フウトウ　　　ヒ゛チョウセイ　
←ＴＭ　　　　　　－３．９ミリ＊

　フウトウ　　　ヒ゛チョウセイ　
←ＬＭ　　　　　　　　　０ミリ＊

注3

…
…

…
…

　フウトウ　　　ヒ゛チョウセイ　
←ＬＭ　　　　　　－３．９ミリ＊

　フウトウ　　　ヒ゛チョウセイ　
←ＴＭ　　　　　　　　　０ミリ＊

　フウトウ　　　ヒ゛チョウセイ　
←ＬＭ　　　　　　＋３．９ミリ＊

ZY
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XW

Y Z

　セツテ゛ンキノウ
←　　　　　　　　　　　ムコウ＊
　セツテ゛ンキノウ
←　　　　　　　　　　ユウコウ＊

　ウンヨウメニュー　　
←セツテ゛ンキノウ　　　　　　→

セツテ゛ンシ゛カン　セッテイ
←　　　　　　　　　　　５フン＊

セツテ゛ンシ゛カン　セッテイ
←　　　　　　　　　　３０フン＊
セツテ゛ンシ゛カン　セッテイ
←　　　　　　　　　　６０フン＊
セツテ゛ンシ゛カン　セッテイ
←　　　　　　　　　　９０フン＊

セツテ゛ンシ゛カン　セッテイ
←　　　　　　　　　　１０フン＊

　ウンヨウメニュー　　
←セツテ゛ンシ゛カン　セッテイ→

　メモリワリアテ
←　　　　　　　ヒョウシ゛ュン＊
　メモリワリアテ
←　　　テ゛ンシソートユウセン＊

　ウンヨウメニュー　　
←メモリセッテイ　　　　　　　→

注6

注8

　ウンヨウメニュー　　　　　　→

シ゛ト゛ウ　ハイシュツ
←　　　　　　　　　　　ムコウ＊

シ゛ト゛ウ　ハイシュツ
←　　　　　　　　１５ヒ゛ョウ＊
シ゛ト゛ウ　ハイシュツ
←　　　　　　　　３０ヒ゛ョウ＊

シ゛ト゛ウ　ハイシュツ
←　　　　　　　　　５ヒ゛ョウ＊

　ウンヨウメニュー　　
←シ゛ト゛ウ　ハイシュツ　　　→

　フォントメニュー
←１ハ゛イトケイ　セ゛ロ　　０＊
　フォントメニュー
←１ハ゛イトケイ　セ゛ロ　　０＊

　フォントメニュー　　　　　　→

　フォントメニュー
←カンシ゛　　　　　ミンチョウ＊
　フォントメニュー
←カンシ゛　　　　　コ゛シック＊

　フォントメニュー
←２ハ゛イトケイ　セ゛ロ　　０＊
　フォントメニュー
←２ハ゛イトケイ　セ゛ロ　　０＊

　フォントメニュー
←ＡＮＫ　　　　ヒョウシ゛ュン＊
　フォントメニュー
←ＡＮＫ　　　　　　イタリック＊
　フォントメニュー
←ＡＮＫ　　　　　　　クーリエ＊
　フォントメニュー
←ＡＮＫ　　　　　　コ゛シック＊

注9

　フェースアッフ゜トレー　　　
←　　　　　　　　　　ミシヨウ＊
　フェースアッフ゜トレー　　　
←　　　　　　　　　　　シヨウ＊

　オフ゜ションセッテイメニュー
←フェースアッフ゜トレー　　　→

　ハイシュツサキ　　　セッテイ
←フェースタ゛ウン　　　　　　＊
　ハイシュツサキ　　　セッテイ
←フェースアッフ゜　　　　　　＊
　ハイシュツサキ　　　セッテイ
←フィニッシャ　　　　　　　　＊

　オフ゜ションセッテイメニュー
←ハイシュツサキ　　　セッテイ→

注5

Y Z

a

　フォントメニュー
←モシ゛セット　ＪＩＳ１９７８＊
　フォントメニュー
←モシ゛セット　ＪＩＳ１９８３＊
　フォントメニュー
←モシ゛セット　ＪＩＳ１９９０＊

注7
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ZY

b c

　ト゛ウサ　エミュレーション
←インタフェース１　　ＮＰＤＬ＊
　ト゛ウサ　エミュレーション
←インタフェース１　ＥＳＣ／Ｐ＊

　ト゛ウサメニュー
←ト゛ウサ　エミュレーション　→

　ト゛ウサメニュー　　　　　　→

　ト゛ウサ　エミュレーション
←インタフェース２　　ＮＰＤＬ＊
　ト゛ウサ　エミュレーション
←インタフェース２　ＥＳＣ／Ｐ＊

　ト゛ウサシ゛ト゛ウ　キリカエ
←タイムアウト　　　５ヒ゛ョウ＊
　ト゛ウサシ゛ト゛ウ　キリカエ
←タイムアウト　　１５ヒ゛ョウ＊
　ト゛ウサシ゛ト゛ウ　キリカエ
←タイムアウト　　３０ヒ゛ョウ＊

　ト゛ウサシ゛ト゛ウ　キリカエ
←インタフェース１　　　ＯＦＦ＊
　ト゛ウサシ゛ト゛ウ　キリカエ
←インタフェース１　　　ＯＮ　＊

　ト゛ウサメニュー
←ト゛ウサシ゛ト゛ウ　キリカエ→

　ト゛ウサシ゛ト゛ウ　キリカエ
←インタフェース２　　　ＯＦＦ＊
　ト゛ウサシ゛ト゛ウ　キリカエ
←インタフェース２　　　ＯＮ　＊

注11

　Ａ４ホ゜ートレート　ケタスウ
←　　　　　　　　　　７８ケタ＊
　Ａ４ホ゜ートレート　ケタスウ
←　　　　　　　　　　８０ケタ＊

　ＮＰＤＬセッテイメニュー
←Ａ４ホ゜ートレート　ケタスウ→

　エミュレーション
←　　２０１　エミュレーション＊
　エミュレーション
←ヘ゜ーシ゛フ゜リンタモート゛＊

　ＮＰＤＬセッテイメニュー
←エミュレーション　　　　　　→

　１３６ケタモート゛　セッテイ
←ヒ゛チョウセイ　ヒタ゛リ１５＊
　１３６ケタモート゛　セッテイ
←ヒ゛チョウセイ　　　　　　０＊
　１３６ケタモート゛　セッテイ
←ヒ゛チョウセイ　ミキ゛　　１＊

　１３６ケタモート゛　セッテイ
←ヒ゛チョウセイ　ミキ゛　１５＊

　１３６ケタモート゛　セッテイ
←　　　　　　　　　　　ムコウ＊
　１３６ケタモート゛　セッテイ
←　　　　　　　　　　ユウコウ＊

　ＮＰＤＬセッテイメニュー
←１３６ケタモート゛　セッテイ→

　１３６ケタモート゛　セッテイ
←ヨウシイチ　　　　　ヒタ゛リ＊
　１３６ケタモート゛　セッテイ
←ヨウシイチ　　　　チュウオウ＊

　１３６ケタモート゛　セッテイ
←ヒ゛チョウセイ　　　　　　０＊
　１３６ケタモート゛　セッテイ
←ヒ゛チョウセイ　ヒタ゛リ　１＊…

…

注14

注12

注13

注15

注16

注17

　ＮＰＤＬセッテイメニュー　　→

　フォントメニュー
←クニヘ゛ツ　　　　ニッホ゜ン＊
　フォントメニュー
←クニヘ゛ツ　　　　　アメリカ＊
　フォントメニュー
←クニヘ゛ツ　　　　イキ゛リス＊
　フォントメニュー
←クニヘ゛ツ　　　　　ト゛イツ＊
　フォントメニュー
←クニヘ゛ツ　　スウェーテ゛ン＊

注10

a
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b c

　メモリスイッチメニュー　　　→ 　　　　　　　１２３４５６７８
←ＭＳＷ１　　００００００００＊

　　　　　　　１２３４５６７８
←ＭＳＷ２　　００００００００＊

　　　　　　　１２３４５６７８
←ＭＳＷ３　　００００００００＊

　　　　　　　１２３４５６７８
←ＭＳＷ４　　００００００００＊

　　　　　　　１２３４５６７８
←ＭＳＷ５　　００００００００＊

　　　　　　　１２３４５６７８
←ＭＳＷ６　　００００００００＊

　　　　　　　１２３４５６７８
←ＭＳＷ７　　００００００００＊

　　　　　　　１２３４５６７８
←ＭＳＷ８　　００００００００＊

　　　　　　　１２３４５６７８
←ＭＳＷ９　　００００００００＊

　　　　　　　１２３４５６７８
←ＭＳＷ１０　００００００００＊

　ソウホウコウ　セッテイ
←　　　　　　　　　　ニフ゛ル＊
　ソウホウコウ　セッテイ
←　　　　　　　　　　　ＥＣＰ＊
　ソウホウコウ　セッテイ
←　　　　　　　　　　　　ナシ＊

　ＩＰアト゛レス
０００．０００．０００．０００＊

　サフ゛ネットマスク
０００．０００．０００．０００＊

　Ｉ／Ｆセッテイメニュー　　　　
←インタフェース１　セッテイ　→

　ＩＰアト゛レス
０００．０００．０００．０００＊

　サフ゛ネットマスク
０００．０００．０００．０００＊

　ケ゛ートウェイアト゛レス　　　　
０００．０００．０００．０００＊

　ＤＨＣＰ　　　
←　　　　　　　　　　　ＯＦＦ＊

　Ｉ／Ｆセッテイメニュー　　　　
←インタフェース２　セッテイ　→

注19

注20

注18

　ＤＨＣＰ　　　　　
←　　　　　　　　　　　ＯＮ　＊

　アクセスセイケ゛ン　　　　　　
←　　　　　　　　　　　ＯＦＦ＊
　アクセスセイケ゛ン　　　　　　
←　　　　　　　　　　　ＯＮ　＊

注1

　Ｉ／Ｆセッテイメニュー　　　→

　セッテイショキカメニュー
←メニューショキカ　シ゛ッコウ→

　セッテイショキカメニュー　　→
メニュー初期化実行

　セッテイショキカメニュー
←ＬＡＮショキカ　　シ゛ッコウ→

LAN初期化実行

　セッテイショキカメニュー
←セ゛ンショキカ　　シ゛ッコウ→

全初期化実行

　セッテイショキカメニュー
←ヨヒ゛タ゛シ　　　シ゛ッコウ→
　セッテイショキカメニュー
←キオク　　　　　　シ゛ッコウ→

呼び出し実行

記憶実行
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注1 装着されているホッパーのみ表示されます。

注2 トレー装着時にはトレー項目を、封筒フィーダー装着時にはフウトウ項目を表示します。

注3 オプションの封筒フィーダーを装着しているときのみ表示されます。

注4 オプションの両面印刷ユニットを装着しているときのみ表示されます。

注5 「フェースアップトレーを使用する」に設定されている場合に表示されます。また、装着されているオプションが表示されます。

注6 MSW6-7と同期します。

注7 「運用メニュー」の「節電機能」が有効のときのみ表示されます。

注8 メモリーを増設している場合、初期設定値が「電子ソート優先」に変わります。

注9 MSW2-1と同期します。

注10 MSW1-1～MSW1-3と同期します。

注11 動作自動切り替えで、いずれかのインターフェースの設定がONのときのみ表示されます。

注12 MSW2-7と同期します。

注13 MSW2-2と同期します。

注14 201エミュレーションモード時のみ表示されます。

注15 MSW3-7と同期します。

注16 136ケタモードが有効のときのみ表示されます。MSW3-6と同期します。

注17 136ケタモードが有効のときのみ表示されます。MSW3-1～MSW3-5と同期します。

注18 「双方向設定」の変更を有効にするためには、プリンターの電源を再投入する必要があります。

注19 オプションのLANアダプターが装着されていて、「インターフェース設定メニュー」の「双方向設定」が「ECP」に設定されているときのみ表示され
ます。オプションのLANボード（型番 PC-PR-L02）が取り付けられているときは表示されません。

注20 DHCPがONの時は、DHCPサーバーから取得したIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスが表示されます。この値は、参照のみ
であり、設定の変更はできません。DHCPサーバーから値が取得できない場合は、工場設定値が表示されます。（DHCP=OFFの設定値はクリアさ
れます。）

注21 オプションの定形外用紙カセットを装着しているときのみ表示されます。
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メニューの詳細

テストメニュー

次のテスト印刷を実行します。
� ステータス印刷
� 連続印刷
� 16進ダンプ印刷
� LANステータス印刷
� 通信ログ印刷

連続印刷（テスト印刷）は自動的に印刷を終了しません。［ストップ］スイッチを押した後、［シフト］スイッチを押しながら
［リセット］スイッチを2回押してください。
プリント結果については付録の「テスト印刷のプリント結果」（506ページ）をご覧ください。

印刷設定メニュー

1. コピー枚数

コピー枚数は“01”から“99”まで設定できます。
プリンターをリセットしたり、電源スイッチをOFFにしたりすると、設定はクリアされ“01”になります。アプリ
ケーションによっては、ソフトウエアからコピー枚数を設定するものがあります。この場合、ソフトウエアで設
定したコピー枚数が優先します。

2. トナー節約

トナー節約機能を使用するかどうかを選択します。
トナー節約機能はプリンタードライバーから設定することもできます。Windowsからプリンタードライバーを使
用して印刷する場合には、ドライバー上での設定が優先されます。

トナー節約機能を使用するため、「トナーセツヤク　ON」に設定すると、トナーの使用を節約することができますが、細い
線、濃度の薄い印刷、網かけ、グラデーションが不鮮明になることがあります。また、OCRフォントやバーコード印刷を
行った場合には正常に読み取れない場合があります。本機能は試し印刷する場合などにご使用ください。
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用紙メニュー

1. ホッパー初期設定

電源投入時およびリセット時に指定されるホッパーまた
はトレーを選択します。
ホッパー3～5は大容量ホッパー（オプション）が取り付け
られている時のみ表示されます。
封筒フィーダー（オプション）が取り付けられている時
は、トレーを表示しません。

� ホッパー1
� ホッパー2
� ホッパー3
� ホッパー4
� ホッパー5
� トレー

2. 用紙種別

ホッパー、トレーで使用する用紙の種別を「普通紙」、「厚紙」、「ラベル紙」、「OHP」、「穴あき紙」の5種類から設定
します。ホッパーやトレーによって選択できる用紙種別は異なります。各ホッパーやトレーの用紙種別は以下の
とおりです。

� ホッパー1： 普通紙、厚紙（1）、OHP、穴あき紙
� ホッパー2： 普通紙、厚紙（1～6）、ラベル紙、OHP、穴あき紙
� ホッパー3： 普通紙、厚紙（1～6）、ラベル紙、OHP、穴あき紙
� ホッパー4： 普通紙、厚紙（1～6）、ラベル紙、穴あき紙
� ホッパー5： 普通紙、厚紙（1）、穴あき紙
� トレー： 普通紙、厚紙（1～6）、ラベル紙、OHP、穴あき紙
� 封筒フィーダー： 厚紙（1～6）

ここで指定した用紙の種別はすべての用紙サイズで有効です。

3. 合紙モード

合紙モードで使用するホッパーまたはトレーを選択します。
合紙モードは、ジョブの最初、または最初と最後に合紙（色紙など）を差し込む機能です。
合紙モードを設定すると、リレー給紙機能やグループホッパー機能は使用できません。また、グループホッパー
機能を設定している場合は、合紙モードは表示されません。
封筒フィーダーは表示されません。

4. リレー給紙設定

リレー給紙機能を使用するかどうかを選択します。
指定している給紙先に用紙がなくなった場合に、他のホッパーかトレーに同じサイズ、同じ用紙種別で同じセッ
ト方向（「A4ヨコ」など）の用紙があれば、自動的に給紙先を切り替えて印刷を行う機能です。
リレー給紙が有効となるのは以下の条件をすべて満たしている場合です。

� 指定しているホッパーやトレーがリレー給紙機能を使用する設定になっている。
� 2つ以上のホッパーやトレーがリレー給紙機能を使用する設定になっている。
� リレー給紙機能を使用するホッパーやトレーの内、2つ以上に同じサイズ、同じ用紙種別で同じセット方向の
用紙をセットしている。

� 封筒フィーダーは表示されません。

ホッパー1
（標準）

ホッパー3
（オプション）

トレー

ホッパー2
（標準）

ホッパー4
（オプション）

ホッパー5
（オプション）
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Windows環境で印刷する場合は、「リレー給紙の設定」（24ぺージ）を参照してください。

5. グループ設定

グループホッパー機能を使用するかどうかを選択します。グループホッパー機能の詳細については4章の「大量・
連続印刷する」（236ページ）をご覧ください。
封筒フィーダーは表示されません。

6. ホッパー定形外

定形外用紙カセットにセットされている用紙のサイズを設定します。ホッパー1～3のいずれかに定形外用紙カセッ
トが取り付けられているときに表示されます。

印字位置設定メニュー

ホッパー、トレー、封筒、両面印刷時の表面、裏面の印刷位置を調整しま
す。
メニューモードの「テスト印刷」で出力した「ステータス印刷」の結果を使い、
外周の四角い罫線のトップマージン（TM）とレフトマージン（LM）を測定し
て調整します。
調整できる範囲は、「－3.9ミリ」～「＋3.9ミリ」で、0.3ミリ単位で設定でき
ます。
［設定変更］スイッチを押すと、0.3ミリずつ減り、「－3.9ミリ」を越えると
「＋3.9ミリ」になります。　　　　

この設定は、プリンターやオプションの状態、使用する用紙の種類によって発生する印刷位置の誤差を補正するための機能
です。この調整が正しく行われないとアプリケーションで余白の値が正確に指定できなくなったり、用紙端に近い部分の印
刷が正常に行われなくなったりします。

また、この機能は用紙送り方向に対する位置を調整するもので、用紙の向きや印刷方向を設定するものではありません。

LM

TM

A
B

C
D

用�
紙�
送�
り�
方�
向�
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オプション設定メニュー

1. 両面印刷設定

両面印刷に関する設定を行います。
両面印刷ユニット（オプション）が装着されている時のみ表示します。

� 初期設定
電源投入時およびリセット時の印刷モードを両面印刷にするかしないかを選択します。

�
と しろ

綴じ代
印刷したものを綴じるための余白の位置を設定します。

綴じ代
印刷方向

ポートレート ランドスケープ

ロング1

左綴じ 上綴じ

ショート1

上綴じ 右綴じ

ロング2

右綴じ 下綴じ

ショート2

下綴じ 左綴じ

2

5
3

2
3

5

2
3

5
2

3
5

3
5

2

3

2
5

2

3
5

2

3

5

� 余白
綴じ代の量を設定します。設定範囲は0～20ミリで、1ミリ単位で設定できます。
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綴じ代� 綴じ代�

（表面）� （裏面）� 裏面の綴じ代は�
印刷範囲を左に�
ずらすように取られる。�はみ出した部分は�

消去される。�
はみ出した部分は�
消去される。�

印刷範囲�

綴じ代� 綴じ代�

（表面）� （裏面）� 裏面の綴じ代は�
印刷範囲を左に�
ずらすように取られる。�

�

印刷範囲�

はみ出した部分を�
基準にしてもう一度印刷�

はみ出した部分を�
基準にしてもう一度印刷�

－ クリップON

－ クリップOFF

� クリップ
余白（とじしろ）を多く取りすぎると印刷データが用紙の印刷範囲を超えてしまう場合があります。この場合、
印刷範囲からはみ出したデータを次の行に印刷するか、はみ出した分を消去してそのまま残りの行を印刷する
かを選択します。本機能は両面印刷時のみ有効です。「クリップ」をOFFにすると、はみ出した印刷データを次
の行に引き続いて印刷します。それ以降の印刷データは1行ずつずれることになります。（アプリケーションに
よってははみ出したデータを消去するものもあります）。

「クリップ」をONにすると、はみ出した印刷データを消去して印刷を続けます。
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2. フェースアップトレー

フェースアップトレーを使用するか、しないかを選択します。ここで「使用」に設定すると、「排出先設定」でフェー
スアップトレーを選択することができます。

「使用」に設定した場合は、必ずフェースアップトレーを取り付けてください。

3. 排出先設定

用紙の排出先を設定します。オプションが取り付けられていない、およびフェースアップトレーで「未使用」に設
定されている場合は、排出先は「フェースダウン」になります。

運用メニュー

1. 節電機能

節電機能を有効にするか無効にするかを選択します。

2. 節電時間設定

節電機能に入るまでの時間を選択します。

� プリンターの電源をONにしたまま一定時間、印刷を行わないとき、自動的に75W以下の消費電力にする機能です。

� 節電機能を使用しているときは、プリンターは印刷を開始する前にウォームアップを行うことがあります。この場合、
通常より印刷が始まるまでに時間がかかることがあります。

3. 自動排出

自動排出の有効／無効、および設定時間を選択します。
データを送り終わったのに印刷を開始しない状態が多く発生するソフトウエアを使用している場合は、このメ
ニューで設定時間を選択することをお勧めします。

4. メモリー設定

プリンターが持つメモリーの使用方法を選択します。

� 標準
通常の用途で最も性能が発揮できるように、それぞれのバッファーにメモリーを最適に割り当てます。通常は
このままの設定でお使いください。

� 電子ソート優先
64MB以上のメモリーを増設した場合に設定できます。電子ソートのために使用されるメモリーに優先してメ
モリーを割り当てます。電源投入時に64MB以上のメモリー増設が認識された場合、メモリー設定は自動的に
電子ソート優先に変更されます。

メモリー設定

標準 電子ソート優先

常時設定可能 64MB以上のメモリー増設で
設定可能
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増設メモリーと電子ソート機能使用時の保証枚数

増設メモリーと電子ソート機能の保証枚数の関係は以下のとおりです。

用紙サイズ
増設メモリー容量

+64MB +128MB +256MB

A3片面 3枚 11枚 28枚

B4片面 5枚 15枚 37枚

A4片面 7枚 24枚 57枚

また、64MB以上の増設メモリーを装着に加えてハードディスク（オプション）を装着することにより、電子ソート機能で
の保証枚数を大幅に増やすことができます。

ハードディスク装着時の保証枚数

用紙サイズ
ハードディスク装着時

増設メモリー64MB以上

A3
片面 200枚

両面 100枚

B4
片面 200枚

両面 100枚

A4
片面 200枚

両面 100枚
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フォントメニュー

フォントに関する設定は、プリンターが持っている文字に対してのみ有効です。詳細については「文字の種類」（441ペー
ジ）をご覧ください。

1. 1バイト系ゼロ

1バイトコード系の数字ゼロの字体（0またはØ）を選択します。
メモリースイッチ2-1でも選択できます。
 OCR-Bフォントを使用した場合は設定に関わらず「0」で印刷されます。

2. 2バイト系ゼロ

2バイトコード系の数字ゼロの字体（0またはØ）を選択します。

3. ANK

ANK文字（アルファベット、数字、カタカナ）のフォントを選択します。
� 標準
� イタリック
� クーリエ
� ゴシック

4. 漢字

標準フォント（2バイト系文字）の書体を明朝体／ゴシック体から選択します。

5. 文字セット

2バイト系の文字セットを選択します。
� JIS1978
� JIS1983
� JIS1990

6. 国別

各国文字セットを選択します。
メモリースイッチ1-1～1-3でも選択できます。
� 日本
� アメリカ
� イギリス
� ドイツ
� スウェーデン
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動作メニュー

1. 動作エミュレーション

［インタフェース1］および［インタフェース2］のインターフェースポートで個別にプリンターの動作モードを設定
します。

� NPDLモード
� ESC/Pエミュレーションモード

MS-DOSなどのアプリケーションで、NPDLや201PLエミュレーションでの印刷ができない場合には、動作モー
ドをESC/Pエミュレーションに切り替えて印刷を行ってください。

2. 動作自動切り替え

この機能をONにすると、送られてくる印刷データから動作モードを判断し、自動的にエミュレーションを切り替
えて印刷します。ただし、印刷データによっては印刷結果が不正になる場合があります。また、自動切り替えが
うまく行えなかった場合は、「ドウサ　エミュレーション」で設定されたエミュレーションで印刷を行います。
この設定は各ポート（［インタフェース1］、［インタフェース2］）単位で行えます。

また、どれか１つのポートでもONにすると、各ポートを切り替えるタイムアウト時間が設定できるようになりま
す。これは、１つのポートでデータを受信している時は、他のポートは使用不能状態になっており、データの受
信が終了して一定時間、何も送られてこないと他のポートも使用可能な状態にします。このデータ受信終了から
他のポートを使用可能にするまでの時間をタイムアウト時間として、30秒、15秒、5秒のいずれかから選択する
ことができます。工場出荷時は30秒に設定されています。

タイムアウトをあまり短い時間に設定していると、コンピューターからのデータ送信が設定した時間以上停止した場合ポー
トが切り替わってしまい、思ったような印刷結果が得られないことがあります。
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印刷用紙（A4）�

仮想印刷範囲�

1 29 30 107 108 136

印刷用紙（A4）�

仮想印刷範囲�

NPDL設定メニュー

1. A4ポートレート桁数

用紙がA4サイズ、ポートレート方向で使われるときの一行あたりの文字数をパイカ文字で78桁にするか80桁にす
るかを設定します。
メモリースイッチ2-7でも選択できます。

2. エミュレーション

ページプリンターモードか201PLエミュレーションモードかを選択します。
メモリースイッチ2-2でも選択できます。

3. 136桁モード設定

� 136桁モード
136桁モードの有効・無効を選択します。
メモリースイッチ3-7でも選択できます。

� 用紙位置
136桁モードが有効のとき、用紙位置を中央合わせにする
か、左合わせにするかを選択します。メモリースイッチ3-
6でも選択できます。

－用紙位置中央合わせでは、A4サイズの用紙を使用した
場合、136桁の仮想印刷範囲の30桁目から107桁目ま
でが印刷されます。

－用紙位置左端合わせでは、136桁の仮想印刷範囲と印
刷用紙の左端を合わせます。また、用紙位置調整に
よって、右の図のように仮想印刷範囲を超えて用紙位
置を設定することもできます。

� 微調整
136桁モードが有効のとき、用紙位置微調整の方向と量を
1/10インチ単位で選択します。
メモリースイッチ3-1～3-5の組み合わせで選択すること
もできます。



893-810024-003-A 第2版

7 メニューモード 353

通信モード名

パソコン側での呼び方

PC98-NX
（パラレルモード） IBM PC/AT 互換機（DOS/V対応機）

ECP ECP Extended Capabilities Port (ECP) Mode

ニブル 双方向
Standard and Bidirectional Mode

なし（コンパチブル） 出力のみ

インターフェース設定メニュー

1. インターフェース1

� インターフェース通信モード
パラレルインターフェースポートの通信モードを設定します。本メニューでの通信モード名とパソコン側で一
般的に呼ばれているモード名は以下のように対応しています。コンピューターの設定と異なっていると、正し
く印刷できない場合があります。

　　

通信モードを変更した場合には、電源を入れ直してください。設定は、電源を入れ直した後に有効となります。

� IPアドレス、サブネットマスク
オプションのLANボードやLANアダプターのIPアドレス、サブネットマスクの設定ができます。
設定手順については、ユーザーズマニュアルの1章の「9　ネットワークに接続する」をご覧ください。

本設定項目は、インターフェース通信モードが「ECP」に設定されていてLANボードまたはLANアダプターが取り付け
られている時に有効となります。

2. インターフェース2

� IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス
LANボード（標準装備）のIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの設定ができます。
設定手順については、ユーザーズマニュアルの1章の「9　ネットワークに接続する」をご覧ください。

� DHCP

DHCPがONに設定されているときは、DHCPサーバーから取得したIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイア
ドレスが表示されます。この値は、参照のみで、設定は変更できません。また、DHCPサーバーから値が取得できない
場合は、工場設定値が表示されます。（DHCPがOFFの設定値はクリアされます。）

� アクセス制限
アクセス制限機能を使用するか、しないかを設定します。IPアドレスを設定すると、ネットワークを介しての
印刷利用者を制限することができます。
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設定初期化メニュー

この機能を利用するとメニューモード内の設定（コピー枚数とフェースアップトレーの未使用／使用を除く）および操作パ
ネルで設定したトレーの用紙サイズをまとめて記憶させ、必要なときに呼び出すことができます。

設定初期化を実行すると、プリンターは初期設定に戻ります。設定呼び出しを実行すると、プリンター内部の不揮発メモ
リーで記憶されている内容を呼び出します（初期設定に戻すこともできます）。

設定記憶を実行すると、メニューモード内の各種機能設定をまとめて記憶します。一度記憶された内容は次に設定記憶を
実行するまで変化しません。

下記項目は実行後、ただちにメニューモードを終了します。

� メニュー初期化
� LAN初期化
� 全初期化
� 呼び出し実行
� 記憶実行

�［インタフェース1］の場合

「インターフェース設定メニュー」で設定されたIPアドレス、サブネットマスクはLANボードまたはLANアダプターへ記
憶されます。LAN初期化や全初期化を行っても設定された内容は初期化されません。

�［インタフェース2］の場合

「インターフェース設定メニュー」で設定されたIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスなどはLAN初期
化、全初期化で設定された内容は初期化されます。
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メニューモードの項目と初期設定（1/2）

設定を記憶できるメニューモードの項目と初期設定は次のとおりです。

設定記憶/呼び出し可能な項目 初期設定

印刷設定メニュー

コピー枚数 1

トナー節約 無効

用紙メニュー

ホッパーの初期設定 ホッパー1

用紙種別（ホッパ1、ホッパ2、
ホッパ3、ホッパ4、ホッパ5、トレー） 普通紙

用紙種別（封筒フィーダー） 厚紙3

合紙モード機能 OFF

リレー給紙設定（ホッパ1、ホッパ2、
ホッパ3、ホッパ4、ホッパ5、トレー） OFF

グループ設定（ホッパ1、ホッパ2、
ホッパ3、ホッパ4、ホッパ5、トレー） OFF

定形外（ホッパ1、ホッパ2、ホッパ3） 幅：210.0mm
長さ：297.0mm

印字位置設定メニュー

ホッパー微調整 0（TM、LM）

トレー微調整 0（TM、LM）

封筒印刷時の微調整 0（TM、LM）

両面印刷時の微調整 0（TM、LM）

オプション設定メニュー

両面印刷の初期設定 無効

とじ代 ロング1

余白 0mm

クリップ ON

フェースアップトレー 未使用

排出先の設定 フェースダウン

運用メニュー

節電機能 有効

節電までの時間 10分

自動排出 無効

メモリー割り当て設定 標準＊1

フォントメニュー

1バイト系ゼロの書体 0

2バイト系ゼロの書体 0

ANKフォントの切り替え 標準

漢字フォントの切り替え 明朝

文字セットの切り替え JIS1978

国別文字の切り替え 日本
＊1　メモリーを増設している場合は、「電子ソート優先」になります。
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設定記憶/呼び出し可能な項目 初期設定

動作メニュー

［インタフェース1］の動作エミュレーション NPDL

［インタフェース2］の動作エミュレーション NPDL

［インタフェース1］の動作自動切り替え OFF

［インタフェース2］の動作自動切り替え OFF

タイムアウト 30秒

NPDL設定メニュー

A4ポートレート桁数 78桁

エミュレーション 201エミュレーションモード

136桁モード設定
136桁モード：無効
用紙位置：　　左
微調整：　　　0

インターフェース設定メニュー

［インタフェース1］双方向設定 ニブル

メモリースイッチメニュー

357～358ページの一覧表を参照してください。

メニューモードの項目と初期設定（2/2）
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メモリースイッチの内容

メモリースイッチ設定項目一覧

メニューモードの中で、比較的変更頻度の低いものがここにまとめられています。メモリースイッチは1（ON）か0（OFF）
を選択することによって、以下の表に示されている項目を設定することができます。メモリースイッチは1-1から10-8ま
であります（未使用のスイッチもあります）。

メモリースイッチで設定できる機能の中には、メニューモードで設定できるものもあります。このような場合は、どちら
か一方で設Ｄ定を変更すれば、もう一方の設定も連動して自動的に変更されます。以下の表中の太文字は、工場出荷時の
設定を示しています。詳細については、「メモリースイッチの詳細」をご覧ください。

メニューモードで設定できるメモリースイッチの内容

番号 機　能 0 1 ESC/Pモー
ドでの動作

1-1

各国文字の切り替え
3つのスイッチの1／0の組み合わせにより、5
か国語の文字を切り替えます。
すべて0（日本語）

○1-2

1-3

1-4 グレースケールの網点切り替え 粗い 細い ×

1-5 DC1、DC3の有効／無効の切り替え 有効 無効 ○

1-6 自動復帰改行の切り替え 復帰改行 復帰のみ ×

1-7 印刷指令の切り替え CRのみ CR＋その他 ×

1-8 CR機能の切り替え 復帰のみ 復帰改行 ○

2-1 1バイト系コードのゼロの字体の切り替え＊1 0 ○

2-2 エミュレーションモードの切り替え 201PLエミュレーション ページプリンター
（NPDL） ×

2-3 グラフィックモードの切り替え ネイティブモード コピーモード ×

2-4～2-5 （未使用） －

2-6 7ビット／8ビットデータの切り替え 8ビット 7ビット ×

2-7 A4ポートレート印刷桁数の切り替え 78桁 80桁 ○

2-8 B4→A4縮小時の縮小率の切り替え 4/5倍 2/3倍 ○

3-1
レフトマージン量の設定
または用紙位置微調整量の設定（136桁モ
ード）

4つのスイッチの1／0の組み合わせにより、0
インチから15/10インチまでの範囲で設定しま
す。（1/10インチ単位）
すべて0（0インチ）

○
3-2

3-3

3-4

3-5 用紙位置微調整方向の設定（136桁モー
ド） 左 右 ○

3-6 用紙位置の設定（136桁モード） 左端合わせ 中央合わせ ○

3-7 136桁モードの有効／無効の切り替え 無効 有効 ×

3-8 ブザー機能の有効／無効の切り替え 有効 無効 ○
＊1　OCR-Bフォントを使用した場合は設定に関わらず「0」で印刷されます。

ø

○：有効　　　×：無効
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メニューモードで設定できるメモリースイッチの内容（続き）

＊ 本スイッチを変更した場合は、プリンターの電源を再投入してください。

○：有効　　　×：無効

番号 機　能 0 1 ESC/Pモー
ドでの動作

4-1～4-2 （未使用） －

4-3 ESC c1での登録データを初期化する／しな
いの切り替え 初期化する 初期化しない ×

4-4 FFコードのみで白紙を出力する／しない
の切り替え 出力する 出力しない ×

4-5 ランドスケープ方向の切り替え 反時計回り 時計回り ○

4-6～4-8 （未使用） －

5-1 同期コードの無効／有効の切り替え＊ 無効 有効 ○

5-2～5-8 （未使用） －

6-1 SETを使用する／しないの切り替え 使用する 使用しない ○

6-2～6-6 （未使用） －

6-7 節電機能を使用する／しないの切り替え 使用する 使用しない ○

6-8 （未使用） －

7-1 データストローブ信号のデータラッチタイ
ミング［インタフェース1］ 前縁ラッチ 後縁ラッチ ○

7-2～7-6 （未使用） －

7-7 FS fコマンドでの指定用紙サイズなしを
表示する／しないの切り替え 表示する 表示しない ×

7-8 FS fコマンドでの自動縮小をする／しない
の切り替え 自動縮小する 自動縮小しない ×

8-1
8-2

ビジィアクノリッジ（BUSY－ACK）のタ
イミング［インタフェース1］

2つのスイッチの1/0の組み合わせで、
BUSY－ACKのタイミングを切り替えます。
タイミングA（8-1：0、8-2：0）

○

8-3
8-4

アクノリッジ（ACK）の幅
［インタフェース1］

2つのスイッチの1/0の組み合わせで、
ACKの幅を切り替えます。
1μs（8-3：0、8-4：0）

○

8-5～8-8 （未使用） －

9-1 （未使用） －

9-2 ページフォーマットの回転をする／しない
の切り替え 反転しない 反転する ○

9-3～9-6 （未使用） －

9-7 トナー残少時に印刷停止する／しないの切
り替え 停止しない 停止する ○

9-8 （未使用） －

10-1
～10-8 （未使用） －
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国別文字セット 1-1 1-2 1-3

＜日本＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

アメリカ 0 1 0

イギリス 1 1 0

ドイツ 0 0 1

スウェーデン 1 0 1

メモリースイッチの詳細

1-1～1-3　各国文字の切り替え

　 3つのメモリースイッチの組み合わせにより各国文字を切り替えます。

＜文字＞は工場出荷時の設定を示します。
表以外の組み合わせは、すべてスウェーデン文字となります。国別の文字については「国別相違点」（416
ページ）をご覧ください。

1-4 グレースケールの網点の切り替え

グレースケールの網点を粗くするか、細かくするかを切り替えます。

1-5 DC1、DC3の有効／無効の切り替え

DC1およびDC3を有効にするか、無効にするかを切り替えます。
201PLエミュレーション（メモリースイッチ2-2=0）時に有効です。

1-6 自動復帰改行の切り替え

バッファーフル印刷を行うとき、「復帰のみ」か、「復帰改行」かを切り替えます。

1-7 印刷指令の切り替え

印刷指令をCRのみ有効にするか、CR、LF、VT、FF、US、ESC a、ESC bを有効にするかを切り替え
ます。

　

1-8 CR機能の切り替え

印刷指令コードCRを受信したとき、復帰のみか、復帰改行かを切り替えます。

2-1 1バイトコード系の数字ゼロの字体の切り替え

1バイト（8ビット）コード系の数字ゼロを「0」と印刷するか、「0」と印刷するかを切り替えます。
OCR-Bフォントを使用した場合は設定に関わらず「0」で印刷されます。

2-2 エミュレーションモードの切り替え

エミュレーションモードを201PLエミュレーションにするか、ページプリンター（NPDL）にするかを切り
替えます。

2-3 グラフィックモードの切り替え

横ドット数をネイティブモードにするか、コピーモードにするかを切り替えます。コピーモードにすると、
横ドット数がネイティブモードのときの1/2になります。
201PLエミュレーション（メモリースイッチ2-2=0）時に有効です。

/
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レフトマージン量/
用紙位置微調整量 3-1 3-2 3-3 3-4

＜0インチ＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞ ＜0＞

1/10インチ 1 0 0 0

2/10インチ 0 1 0 0

3/10インチ 1 1 0 0

4/10インチ 0 0 1 0

5/10インチ 1 0 1 0

6/10インチ 0 1 1 0

7/10インチ 1 1 1 0

8/10インチ 0 0 0 1

9/10インチ 1 0 0 1

1インチ 0 1 0 1

11/10インチ 1 1 0 1

12/10インチ 0 0 1 1

13/10インチ 1 0 1 1

14/10インチ 0 1 1 1

15/10インチ 1 1 1 1

2-6 7ビット／8ビットデータの切り替え

インターフェースのデータが7ビット有効か、8ビット有効かを切り替えます。
201PLエミュレーション（メモリースイッチ2-2=0）時に有効です。
ページプリンター（メモリースイッチ2-2=1）時は8ビット有効に固定されます。

2-7 A4ポートレート印刷桁数の切り替え

用紙がA4サイズ、ポートレート方向で使われるときの一行あたりの文字数をパイカ文字で78桁にするか80
桁にするかを設定します。

2-8 B4→A4縮小の縮小率の切り替え

操作パネルの［縮小／拡大］スイッチまたは制御コード（FS f）を使って「B4→A4縮小モード」を指定したと
きに、縮小率を2/3にするか、4/5にするかを切り替えます。

3-1～3-4 印刷開始位置の調整

印刷開始位置の調整を行います。
エミュレーションモードがページプリンター（メモリースイッチ2-2=1）の時には、レフトマージン量の設
定になります。
レフトマージン量とは用紙の最左端印刷位置から第一印刷位置までの距離です。
レフトマージン量は4つのメモリースイッチの組み合わせにより16通りに設定できます。組み合わせにつ
いては次の表をご覧ください。
エミュレーションモードが201PLエミュレーション（メモリースイッチ2-2=0）で136桁モード（メモリース
イッチ3-7=1）の時には、用紙位置の調整量の設定になります。
印刷位置がずれた場合の、用紙位置調整に使用します。
用紙位置調整量は4つのメモリースイッチの組み合わせにより16通りに設定できます。組み合わせについ
ては次の表をご覧ください。
調整方向はメモリースイッチ3-5で切り替えます。

＜文字＞は工場出荷時の設定を示します。
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印刷用紙（A4）�

仮想印刷範囲�

印刷用紙（A4）�

仮想印刷範囲�

1 29 30 107 108 136

3-5 用紙位置微調整方向の設定（136桁モード）

136桁モードで用紙位置調整を右方向にするか、左方向にするかを切り替えます。
201PLエミュレーション（メモリースイッチ2-2=0）で136桁モード（メモリースイッチ3-7=1）時に有効で
す。

3-6 用紙位置の設定（136桁モード）

136桁モードで用紙位置を中央合わせにするか、左端合わせにするかを切り替えます。
201PLエミュレーション（メモリースイッチ2-2=0）で、136桁モード（メモリースイッチ3-7=1）時に有効
です。

3-7 136桁モードの有効／無効の切り替え

136桁モードを有効にするか、無効にするかを切り替えます。
201PLエミュレーション（メモリースイッチ2-2=0）時に有効です。

3-8 ブザー機能の有効／無効の切り替え

ブザーを鳴らすか、鳴らさないかを切り替えます。

4-3 ESC c1での登録データを初期化する／しないの切り替え

制御コードESC c1での登録データの初期化をするか、しないかを切り替えます。
ESC c1で初期化をしない（メモリースイッチ4-3=1）ときは、ESC c8と同じ機能になります。

4-4 FFコードのみで白紙を出力する／しないの切り替え

FFコードのみで白紙を出力するか、しないかを切り替えます。　
白紙を出力しない（メモリースイッチ4-4=1）ときは、ESC a、ESC bと同じ機能になります。
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反時計回り�
ポートレート�

時計回り�
ポートレート�

A
B
C
D
E
F
G
H

ランドスケープ�

（メモリスイッチ4-5=OFF）�

A
B
C
D
E
F
G
H

ランドスケープ�

（メモリスイッチ4-5=ON）�

ABCDEFGH�
�

ABCDEFGH�
�

4-5 ランドスケープ方向の切り替え

ランドスケープ印刷とポートレート印刷を行ったときの排紙トレー上での積み重なり方を切り替えます。

5-1 同期コードの無効／有効の切り替え

同期コードを有効とするか無効とするかを切り替えます。

本メモリースイッチを変更した場合は、プリンターの電源の再投入を行ってください。

6-1 SETを使用する／しないの切り替え

SETを使用するか、しないかを切り替えます。

6-7 節電機能を使用する／しないの切り替え

節電機能を使用するか、しないかを切り替えます。

7-1 データストローブ信号のデータラッチタイミング

［インタフェース1］パラレルインターフェースのデータストローブ信号のデータラッチタイミングを前縁か
後縁にするかを切り替えます。

7-7 FS fコマンドでの指定用紙サイズなしを表示する／しないの切り替え

FS fコマンドにおいて指定用紙サイズがないとき、用紙補給表示をするか、表示しないでコマンドを無効
にするかを設定します。

7-8 FS fコマンドでの自動縮小をする／しないの切り替え

FS fコマンドにおいて指定用紙サイズがないとき、縮小印刷が可能ならば自動縮小をするか、しないかを
切り替えます。
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8-1、8-2
––––

ビジィアクノリッジ（BUSY－ACK）のタイミング

2つのメモリースイッチの組み合わせにより、［インタフェース1］のパラレルインターフェースのBUSY－
––––
ACKのタイミングを切り替えます。

タイミングA

タイミングB

タイミングC

BUSY

ACK

BUSY

ACK

BUSY

ACK

ACKのタイミング 8-1 8-2

＜タイミングA＞ ＜0＞ ＜0＞

タイミングB 1 0

タイミングC 0 1

タイミングA 1 1

＜文字＞は工場出荷時の設定を示します。

ACKの幅 8-3 8-4

4μs 1 0

＜1μs＞ ＜0＞ ＜0＞

2μs 0 1

10μs 1 1

8-3、8-4
––––

アクノリッジ（ACK）の幅の切り替え
––––

2つのメモリースイッチの組み合わせにより、［インタフェース1］のパラレルインターフェースのACKの幅
を切り替えます。

＜文字＞は工場出荷時の設定を示します。

––––
ACKの幅を短く設定すると、高速にデータを受信することができます。ただし、接続されたコンピューター

––––
によっては、うまく受信できない場合があります。その場合は、ACKの幅を長くして使用してください。

9-2 ページフォーマットの回転をする／しないの切り替え

通常の印刷方向に対するページフォーマットを回転するか、しないかを切り替えます。

9-7 トナー残少時に印刷停止する／しないの切り替え

トナー残量が少なくなった時に印刷停止するか、しないかを切り替えます。
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「ドウサメニュー」
切り替え

NPDL

［インタフェース2］ポート

［インタフェース1］ポート

ESC/P

プリンター

動作エミュレーションの切り替え
NPDLモード、ESC/Pエミュレーションモードの切り替えは、メニューモードの「動作メニュー」で行います（メニューモー
ドの設定変更方法は328ページを参照してください）。メニューモードの「動作メニュー」では［インタフェース1］、［イン
タフェース2］の各インターフェースに対して動作モードを設定できます。
インターフェースの動作は、工場出荷時「NPDL」モードに設定されています。

メニューモードの設定項目については330ページ、メモリースイッチの詳細については357ページをご覧ください。

動作エミュレーションは電源をOFFにしても保持されます。また、設定記憶に記憶することもできます。

上記2つのインターフェースのいずれか1つが動作している間は、その他のインターフェースは受信不可能になります。
複数のインターフェースからデータが送られてきた場合は、最初に受信したインターフェースが選択され、その他のイン
ターフェースは印刷待ち状態になります。そして最初に選択されたインターフェースからの印刷が終了してから標準では
約30秒後に印刷待ち状態になっていたインターフェースの印刷を開始します。
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ホッハ゜　　　Ａ４ヨコ　ホ゜ート
ＥＳＣ／Ｐフツウシ

ホッハ゜　　　Ａ４ヨコ　ラント゛
ＥＳＣ／Ｐフツウシ

優先順位 プリンター名称

1 ESC/P 24-J84

2 ESC/P 24-J84準拠の各プリンター

3 ESC/P 24-J83

4 ESC/P 24-J83準拠の各プリンター

� メニューモードに入る。

［印刷可］スイッチを押してプリンターをディセレクト状態に
し、［メニュー］スイッチを押して“テストメニュー　→”を表
示させます。

� 操作パネルの［ ］スイッチ、［ ］スイッチを押して、
“ドウサエミュレーション”を“ESC/P”に設定する。

詳しくは、「メニューツリー」を333～342ページを参照して
ください。

�［メニュー終了］スイッチを押す。

ESC/Pエミュレーションで印刷方向にポートレートを選択し
ています。

ESC/Pエミュレーションで印刷方向にランドスケープを選択
しています。

� 設定が終わったら、アプリケーションで次の表に示す
優先順位でプリンターを指定する。

セイコーエプソン社の24ピン漢字シリアルプリンターのほと
んどが以下の分類に含まれます。

ESC/Pエミュレーションモード

プリンターの動作エミュレーションをメニューモードを使用してESC/Pエミュレーションに切り替えることができます。

ESC/Pエミュレーションで使用する場合、次の手順で設定を行ってください。

�「ドウサジドウキリカエ」は、コンピューターからプリンターに送られてくる印刷データのエミュレーションを自動的に
決定し切り替えて印刷を行います。ただし、印刷データによっては印刷結果が不正になる場合があります。印刷結果が
不正になる場合は、「ドウサエミュレーション」で設定し直してください。

� MultiWriter 4550のESC/Pエミュレーションは、拡張グラフィックス文字には対応していません。

� ESC/Pエミュレーションモードでは、合紙モード、グループ設定は使用できません。メニューモードの合紙モード設
定、グループ設定はOFFにしてください。

� ESC/Pエミュレーションモードでは、オプションの定形外用紙カセットを使用した印刷はできません。

その他メニューモードの設定がESC/Pエミュレーションで可
能かどうかを330～332ページにまとめてあります。参照し
てください。



893-810024-003-A 第2版

7 メニューモード 366

メ　モ



893-810024-003-A 第2版

367

この章では、日常の保守として消耗品の交換およびプリンターの清掃について説明します。清掃は、MultiWriter 4550
を正しく動作させるために定期的に行うことをお勧めします。プリンター内部の精密な部分の清掃については、定期保守
の時にサービス担当者が行います。

EPカートリッジの交換
アラームランプが点灯または点滅し、ディスプレイに以下のような表示がされたら、EPカートリッジの交換時期です。

8章
日常の保守

ディスプレイ表示 意味 対処方法

EPカートリッジ内のトナーが少なくなってきていま
す。

次ページの「交換する前に」を参照してくだ
さい。

EPカートリッジ内部のOPCドラムが劣化してきてい
ます。

EPカートリッジ内のトナーがなくなりました。

EPカートリッジを速やかに交換してくださ
い。

EPカートリッジ内部のOPCドラムが寿命となりまし
た。

７６　トナーナシ
ＥＰコウカン

８７　OＰC シ゛ュミョウ
ＥＰコウカン

××××　
トナーサ゛ンショウ　   E Pコウカン

××××　
OPCシ゛ュミョウ　        EPコウカン
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ゴ　ミ�
No!

交換する前に

ディスプレイ下段に“トナーザンショウ　ＥＰコウカン”と表示された場合、交換する前に
使用中のEPカートリッジをプリンターから取り出し、トナーが均一になるようにゆっくり
と振ってみてください。取り出し方については、「EPカートリッジの交換手順」（367ペー
ジ）を参照してください。

� EPカートリッジの取っ手を持たないよう、図のように両端部を軽く持ってゆっくり振って
ください。

� EPカートリッジを激しく振ると、落下やOPCドラムに傷がつくおそれがあります。

もう一度セットしてアラームランプが消灯すれば、もうしばらくの間、そのEPカートリッジを使用することができます。
それでもアラームランプが点灯したままなら、その状態から約750ページ（ A4用紙画像面積比5%連続印刷の場合）印刷
することができますが、この期間に新しいEPカートリッジと交換してください。
アラームランプが点灯していなくても、印刷が薄くなったり、部分的に印刷が抜けたりする場合はEPカートリッジを取
り出してゆっくり振り、トナーを均一にしてください。

下段に“OPCジュミョウ EPコウカン”と表示された場合は、OPCドラム劣化によるEPカートリッジの寿命です。このま
までもしばらく印刷を続けられますが、OPCドラムが劣化すると印刷に汚れが発生します。なるべく早くEPカートリッジ
を交換してください。

EPカートリッジの回収と購入

回収について

使用済みのNEC製EPカートリッジは、地球資源の有効活用を目的として回収し、再
利用可能な部品は再利用しています。

ご使用済みのNEC製EPカートリッジは捨てずに、EPカートリッジ回収センターに直
接お送りいただくか、お買い上げの販売店、または添付の「NECサービス網一覧表」
に記載されているサービス窓口までお持ち寄りください。なお、その際はEPカート
リッジの損傷を防ぐため、ご購入時の梱包箱に入れてください。

� EPカートリッジ回収に関するホームページ

「ECOLOGY ＆ TECHNOLOGY」

URL：http://www.nec.co.jp/eco/ja/recycle/ep_recycle.html
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取っ手

ドラムシャッター

購入について

新しいEPカートリッジは、本プリンターをお買い求めになった販売店、または添付の「NECサービス網一覧表」に記載さ
れているサービス窓口などでお求めになれます。
PR-L4550でお使いになれるEPカートリッジはPR-L4550-12、N1153-L4550でお使いになれるEPカートリッジは、
EF-3464です。詳しくは、「1章　オプション」（15ページ）をご覧ください。

EPカートリッジ取り扱い上のご注意

EPカートリッジの取り扱いについては、以下の注意事項をお読みください。

� トナーが手や衣服についたときはすぐに洗ってください。

� トナーが目に入った場合は、目に痛みがなくなるまで水でよく洗い、必要に応じて医師の診断を受けてくだ
さい。

� トナーが皮膚に付着した場合は、せっけんを使ってよく洗い流してください。

� トナーを吸い込んだ場合は、トナーの粉が飛んでいる場所から離れて、多量の水でよくうがいをしてくださ
い。

� トナーを飲み込んだ場合は、飲み込んだものを吐き出し、速やかに医師に相談し指示を受けてください。

� 床などにこぼしたトナーは、ほうきで掃き取るか、または石けん水で湿らした布などで拭き取ってくださ
い。掃除機を用いると、掃除機内部のトナーが電気接接点の火花などにより、粉じん発火するおそれがあり
ます。

� EPカートリッジは、使用するまでは開封せずに風通しのよい場所に保管してください。

� 直射日光や強い光の当たる場所を避け、室内の明かりの下でも、できるだけ5分以内で作業を終了してください。

� 強い光が当たるとOPCドラムが劣化します。使用中のEPカートリッジをプリンターから取り外した場合は、梱包され
ていたアルミ袋に入れるか、厚い布などに包んでください。

� ドラムシャッターは、中の感光体（ドラム）に光が当たらないように
保護しています。ドラムシャッターをむやみに開けないでくださ
い。

� ドラム表面には手を触れないでください。ドラムを汚したり、傷つ
けることがあります。

� 寒い所から暖かい所に移動した場合は、1時間以上室温に慣らして
から使用してください。

� 立てたり、取っ手のある面を下にして置かないでください。

� トナーを引き抜いたあと必要なとき以外はEPカートリッジを振った
り、衝撃を与えたりしないでください。トナーがこぼれることがあ
ります。

� 印刷の途中でEPカートリッジを交換するときは、プリンターの電源を入れたままで行ってください。電源を切るとプリ
ンター内に残っている印刷データや、プリンターのメモリー上に蓄えられた情報が消去されてしまいます。
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� フロントカバーを開ける。

EPカートリッジの交換手順

EPカートリッジの交換手順を説明します。

�「高温注意」ラベルが貼ってある周辺には絶対に触れないでください。やけどをするおそれがありますので、
十分に冷めてから取り扱ってください。

� EPカートリッジを絶対に火の中に投げ入れないでください。残留しているトナーの粉じん爆発により、や
けどをするおそれがあります。

� EPカートリッジを取り出すときは、上部の取っ手がすべて見えたらすぐに上部の取っ手を手で持って引き
出してください。上部の取っ手を持たずにEPカートリッジを引き出しすぎると、落として床を汚したり、
身体にぶつかりけがをするおそれがあります。

� 床などにこぼしたトナーは、ほうきで掃き取るか、または石けん水で湿らした布などで拭き取ってくださ
い。掃除機を用いると、掃除機内部のトナーが電気接接点の火花などにより、粉じん発火するおそれがあり
ます。

 �両面印刷ユニット（オプション）が装着されている場
合は、トレーを下に倒しリリースレバーを引きなが
らゆっくりと下に倒す。

� サイドカバーAにフェースアップトレー（オプション）
が装着されている場合は、フェースアップトレーを
持ち上げるようにして、フックから取り外す。

リリースレバー

� リリースレバーを引きながら、ゆっくりとサイドカ
バーAを開く。

プリンター内部の部品には手を触れないでください。印
刷不良の原因となります。

サイドカバーA

リリースレバー
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� レバーを引いて、カートリッジをゆっくり引き出し
ながら、上部の取っ手を起こして持つ。

トナーなどで床を汚さないように、取り出したEPカー
トリッジを置く場所にはあらかじめ用紙などを敷いてお
くことをお勧めします。

レバー

� EPカートリッジ上部の取っ手とレバーを持って、EP
カートリッジを取り出す。

� 新しいEPカートリッジを袋から取り出し、ドラム
シャッターの間に入っている紙を取り除く。

� ドラムシャッターは、中の感光体（ドラム）に光が当
たらないように保護しています。ドラムシャッター
をむやみに開けないでください。

� ドラム表面には手を触れないでください。ドラムを
汚したり、傷つけることがあります。

� EPカートリッジを水平に持って、図のように5～6回
振り、中のトナーを分散させる。

トナーの状態が均一でないと、印刷品質が低下すること
があります。

	 EPカートリッジの上部の取っ手とレバーをそれぞれ
両手で持ち、プリンター内部の形状に合わせながら
奥までセットする。

「カチッ」と音がして、EPカートリッジが元の位置に戻
り、確実にセットされたことを確認してください。正し
くセットされていないと印刷不良の原因となります。

紙

ドラムシャッター
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� トナーシールを引き抜く。

トナーシールは正常に引き抜いた場合、全部で約60cmほど
です。

� トナーシールは、カートリッジと平行にまっすぐ引
き抜いてください。斜めに引くと、途中でトナー
シールが切れてしまうことがあります。

� トナーシールを引き抜いたあと必要なとき以外は
EPカートリッジを振ったり、衝撃を与えたりしな
いでください。トナーがこぼれることがあります。

� サイドカバーAとフロントカバーを閉じる。

リリースレバーは持たずにカバー表面の中央部を押して、
サイドカバーAを閉じます。

EPカートリッジが正しくセットされていないと、サイ
ドカバーAが閉じません。サイドカバーAが閉じない場
合は、再度EPカートリッジを正しくセットし直してく
ださい。


 両面印刷ユニット（オプション）が装着されている場
合は、両面印刷ユニットを閉じる。

� 各カバーが確実にロックしていることを確認してく
ださい。完全にロックしていないと、印刷不良が発
生することがあります。

� EPカートリッジをセットしたあと、1、2枚目まで
の出力の際に音がすることがありますが、動作およ
び画質には影響ありません。

 フェースアップトレー（オプション）を取り外した場
合は、フェースアップトレーを45度傾けるようにし
て、先端のくぼみをサイドカバーAのくぼみに掛け
る。

� テスト印刷を実行する。

9章の「テスト印刷をする」（426ページ）に従って印刷が正し
く行われることを確認してください。

� 交換したEPカートリッジを袋または包装箱に入れて
保管する。

EPカートリッジは地球資源の有効活用を目的として回収し、
再利用可能部品は再利用しております。EPカートリッジの回
収については368ページをご覧ください。
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EPカートリッジの寿命

MultiWriter 4550に添付されているEPカートリッジ（PR-L4550-12、EF-3464相当品）の寿命は、A4用紙で画像面積
比率（1ページ中の黒い部分の面積と印刷範囲の面積との比率）約5％の連続印刷を行ったとき、約30,000ページになりま
す。

以下は、画像面積比率約5％を目安とした文書例です。

� EPカートリッジの寿命は画像面積比率、印刷用紙サイズ、両面印刷などの印刷条件によって異なります。

� 画像面積比率は、お使いのコンピューターの環境（OS、アプリケーション、使用フォントなど）により変化します。

� トナーが残っていても、OPCドラムの寿命によりEPカートリッジが寿命となることがあります。

EPカートリッジの寿命について

本プリンタの消耗品の「EPカートリッジ」には寿命３００００頁（A4、画像面積比5％）のものが
あります。

ここで画像面積比５％の意味及びEPカートリッジの寿命について説明します。
従来、シリアル系ドットインパクトプリンタ、熱転写プリンタ等においては、消耗品であるインク
リボンの寿命は「何文字」という表現をしていました。これに対し、本プリンタの様なページプリン
タにおいては、「何頁」という単位で表現されています。
この様に、表現が「文字数」から「頁数」に変化した理由は、
� ページプリンタにおいては、処理の単位がページ単位であること。
� �にも関連して、グラフィック等、文字数では十分把握できない様な印刷を行うケースが増

えてきている。
の２つが考えられます。

EPカートリッジの寿命を決定するものの１つに、そのEPカートリッジ内部に収納されているトナー
の量があります。トナーをすべて消費してしまえばEPカートリッジの寿命となります。（これは従来
のインクリボンにおいてインクがなくなるまでをリボンの寿命と呼んだのと同じことです）。

従って「頁数」で寿命と考えるときは、１ページの中でどれくらいのトナーを消費しているかとい
うことが問題となります。

１ページ中の印刷領域(印刷用紙の上下左右端から各々5mmの部分を除く領域)に黒い部分がどの位
の割合であるか表したものが画像面積比です。　１ページの中に印刷が全くない状態が０％、印刷領
域全域が真っ黒にすべてのドットを埋め尽くした状態が１００％です。
この画像面積比によりカートリッジの寿命は長くも短くもなります。このことから「画像面積比何
％のときに寿命が何頁」という表現をします。従って、印刷する内容の画像面積比が５％より高い場
合、３００００頁印刷する前にEPカートリッジの寿命となる場合があります。

なお、この印刷サンプルが画像面積比約５%相当の目安となります。

画像面積比5％の印刷例
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ステープル針の補充
ディスプレイ上段に“78　ステープルイジョウ”、下段に“ステープル”または“カートリッジナシ”と表示され、アラーム
ランプが点滅したら以下の状態を示しています。それぞれのページを参照して対処してください。

� フィニッシャーのフィニッシャーカバーGを開ける。

� オレンジ色のレバーを図のように押し、カートリッ
ジを取り出す。

� 空になったステープル針ケースを取り出す。
フィニッシャーカバーG

ステープル針の落下を防ぐために、必ずカートリッジの
下に手を添えてください。

プリンターの状態 参照先

ステープルカートリッジの未装着 「ステープル針の補充手順」（374ページ）の手順　1、6、7

ステープル針の補充時期 「ステープル針の補充手順」「ステープル針の補充手順」（374ページ）

ステープル針づまり 9章の「故障かな？と思ったときは」の「ステープルどめがうまくいかないときは」（392ページ）

購入について

新しいステープル針は、本プリンターをお買い求めになった販売店、または添付の「NECサービス網一覧表」に記載され
ているサービス窓口などでお求めになれます。なお、PR-L4550でお使いになれるステープル針はPR-L4050-SP、
N1153-L4550でお使いになれるステープル針は、EF-3972です。詳しくは、「1章　オプション」（15ページ）をご覧く
ださい。

ステープル針の補充手順
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� 新しいステープル針ケースをステープルカートリッ
ジに挿入する。

� ステープル針ケースについているシールを引き抜い
て取り除く。

� オレンジ色のレバーが元の位置に戻るまでステープ
ルカートリッジを押し込む。

ステープルカートリッジは必要以上に強く押し込まない
でください。破損の原因となります。

� フィニッシャーのフィニッシャーカバーGを閉じる。
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清　掃　
MultiWriter 4550を正しく動作させるためには、図に示す箇所を定期的に、あるいは必要に応じて清掃することをお勧
めします。

清掃箇所と清掃時期

清掃する箇所と清掃時期について示します。

清掃には、糸くずの出ない乾いた柔らかい布を用意してください。清掃用にクリーニングキットを別売しています。

クリーニングキット （型番 PC-PR601-14）

プリンターの清掃に便利な用具一式が入っています。

プリンター表面
汚れているとき

プリンター内部
用紙に汚れが現れるとき
1ヶ月に1回
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プリンターの清掃

MultiWriter 4550の清掃手順を説明します。プリンター内部の精密な部分の清掃は定期保守の時にサービス担当者が行
います。清掃には、糸くずの出ない乾いた柔らかい布を用意してください。清掃用にクリーニングキットも別売されてい
ます。（21ページ参照）

� 清掃するときは、電源スイッチをOFFにし、電源コードをコンセントから抜いてください。感電するおそれ
があります。また、電源コードはプラグを持って抜いてください。コード部分を引っ張るとコードが傷み、
火災や感電の原因となることがあります。

� 電源スイッチをOFFにした直後は、定着器周辺、プリンター内部の金属部、およびEPカートリッジの取っ
手は高温になっている場合があります。やけどをするおそれがありますので、十分に冷めてから取り扱って
ください。

�「高温ラベル」が貼ってある箇所（定着器やその周辺）には、絶対に触れないでください。やけどをするおそれ
があります。

清掃にベンジン、シンナーなど揮発性のものを使用したり、殺虫剤をかけたりしないでください。カバー類の変色、変形、
ひび割れの原因となります。

� 外部の清掃をする。

プリンターの表面の汚れは、やわらかい布に水またはうす
めた中性洗剤を少量含ませて、軽くふいてください。

� 外部を乾ぶきする。

� 内部の清掃をする。

紙づまりの処置やEPカートリッジの交換が終了し、フロン
トカバーを閉じる前に次の内部点検を行ってください。

� 紙片が残っているときは取り除きます。
� ほこり、汚れなどがあるときは、乾いた清潔な布
などでふき取ります。
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パンチ屑の処理

ディスプレイ上段に“79　パンチイジョウ”、下段に“ボックスフル”または“ボックスナシ”と表示され、アラームランプ
が点滅したらパンチ屑ボックス内のパンチ屑が溜まっているか、パンチ屑ボックスが取り付けられていません。

次の手順に従ってパンチ屑の処理またはパンチ屑ボックスの取り付けを行ってください。

� フィニッシャーカバーGを開く。

フィニッシャーカバーG

� パンチ屑ボックスを取り出し、中身を捨てる。

� パンチ屑ボックスをフィニッシャー内部に取り付け
る。

パンチ屑ボックス

� フィニッシャーカバーGを閉じる。
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9章
故障かな？と思ったら

この章では、「故障かな？」と思ったときの症状を以下の項目に分けて、原因と処置方法を説明します。

� 印刷できないときは � アラーム表示が出ているときは
� 印刷に異常が見られるときは � 思うように印刷できないときは
� オフセット排紙機能が動作しないときは � フィニッシャー機能が思うように動作しないときは
� PrintAgentシステムが起動しないときは � プリンタステータスウィンドウがおかしいときは
� リプリント機能が動作しないときは � ネットワークで思うように印刷できないときは
� 紙づまりのときは

また、PrintAgentを正しく動作させるための注意事項やプリンター本体を運搬するときの方法、プリンター・消耗品の
廃棄方法についても説明も記載しています。

その他プリンターソフトウエアを利用する際の補足情報がプリンターソフトウエアの「はじめにお読みください」（Readme.
txt）に記載されています。プリンターソフトウエアCD-ROMのメニュープログラムから参照できます。

修理に出す前に
「故障かな？」と思ったら、修理に出す前に以下の手順を行ってください。

� 電源コードおよびプリンターケーブルが正しく接続さ
れているかどうかを確認する。

� 定期的に清掃していたことを確認する。

プリンター内部で清掃できる場所が汚れていると正しい印刷
結果を得ることができません。

� EPカートリッジが確実に交換されていることを確認する。

EPカートリッジは消耗品です。トナーがなくなっていたら、
交換してください8章「EPカートリッジの交換」（367ページ）。
また、EPカーリッジの取り付け状態を確認してください。確
実にとりつけられていないと、正しい印刷結果を得られない
ばかりではなく、プリンター本体の故障の原因となります。

� 本章の380～406ページを参照し、次の項目で当ては
まる症状があれば、記載されている処置を行う。

以上の処理を行っても、改善されない場合は、無理な操作をせずに、お近くのサービス窓口にご連絡ください。その際の
ディスプレイのアラーム表示の内容や、不具合印刷サンプルがあると、修理の際の有力な情報となることがあります。
サービス窓口の電話番号、受付時間については「NECサービス網一覧表」をご覧ください。

なお、保証期間中の修理は、「保証書」を添えてお申し込みください。



893-810024-003-A 第2版

9 故障かな？と思ったら 380

ホッパーにセットした用紙
サイズを認識しない

トレーから印刷ができない、
または給紙方法をトレーと
し、印刷したのに「トレー　
XX　セット」が表示される

原因と対処方法

電源スイッチがOFFになっている。
→ ［電源］スイッチをONにしてください。

電源コードがきちんと差し込まれていない。
→ プリンター側とコンセント側の両方を確認してください。

コンセントに電気が供給されていない。
→ 配電盤などの状態を調べてください。

印刷可ランプが消灯している。
→ ［印刷可］スイッチを押して、印刷可ランプを点灯させてください。

プリンターケーブルまたはネットワークケーブルが正しく選択されていないか、または正しく接
続されていない（データランプ消灯）。
→ 「1章　オプション」（15ページ）を参照して、プリンターケーブルまたはネットワークケー

ブルの種類を確認後、接続してください。

改ページまたは排出コードがない（データランプ点灯）。
→ ［シフト］スイッチを押しながら［排出］スイッチを押して、プリンター内に残っている未印

刷データを印刷してください。また、この状態が多く発生するソフトウエアをお使いの場
合は、メニューモードで自動排出を選択することをお勧めします。

用紙がなくなったか、または指定されたサイズの用紙がない（アラームランプ（赤）点滅）。
→ 「5章　用紙のセット」（297ページ）を参照して、用紙を補給してください。

アラームランプ（赤）が点滅している。
→ 「アラーム表示が出ているときは」（381ページ）をご覧ください。

データ送信中である（データランプ（橙）点滅）。
→ 本プリンターはページ単位で処理するため、1ページ分のデータがそろわないと印刷を開始

しません。また、グラフィックモードで多量のデータを送る場合などは、データ転送に時
間がかかります。もう少しお待ちください。

MultiWriter 4550が「通常使うプリンタ」として選択されていない。
→ MultiWriter 4550を「通常使うプリンタ」として選択してください。

コンピューターのメモリーが不足している。
→ コンピューターのメモリーを増やしてください。

用紙ガイドが正しくセットされていない。
→ 「用紙カセットに用紙をセットする」（302ページ）を参照して、サイドガイド、エンドガイ

ドを用紙に合わせてセットし直してください。

給紙方法が自動またはホッパーになっている。
→ プリンタードライバーの給紙方法を［トレー］に設定してください。

用紙のセットの仕方が悪い。
→ 「トレーに用紙をセットする」（305ページ）を参照して用紙をセットし直してください。

給紙方法が自動またはホッパーのいずれかになっている。
→ プリンタードライバーの給紙方法を［トレー］設定してください。

封筒のセットの仕方が悪い。
→ 「封筒フィーダーに用紙をセットする」（311ページ）を参照して封筒をセットし直してくだ

さい。

症　状

電源ランプが点灯しない

データを送り終わったのに印
刷ができない、または長い間
印刷を開始しない

海外でのご使用について海外でのご使用について海外でのご使用について海外でのご使用について海外でのご使用について

このプリンターは日本国内仕様のため、海外でご使用になる場合NECの海外拠点で修理することはできません。また、日
本国内での使用を前提としているため、海外各国での安全規格などの適用認定を受けておりません。したがって、本装置を
輸出した場合に当該国での輸入通関、および使用に対し罰金、事故による補償等の問題が発生することがあっても、弊社は
直接・間接を問わず一切の責任を免除させていただきます。

印刷できないときは
プリンターにデータを送ったのに印刷ができないなどの症状、および原因と対処方法を示します。
それぞれの方法に従って原因の確認、処理を行ってください。

封筒フィーダーから印刷でき
ない
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用紙がない。または印刷フォーマットで指定されたサイズの用紙がない。
→ 表示されているサイズの用紙をそれぞれ指定された場所に補給してください。

ディスプレイ表示 アラームの内容と対処方法

アラーム表示が出ているときは
保守が必要な時期になったりエラーが発生したりすると、アラームランプ（赤）が点滅または点灯し、ディスプレイにその
内容が表示（アラーム表示）されます。このとき、ブザーが30秒ごとに6回鳴ります。

メモリースイッチ3-8の設定がONのときは、ブザーは鳴りません。

次の表に、アラーム表示とその内容、および対処方法を示します。それぞれの方法に従って処理してください。

トレー　　　Ａ４タテ　セット　

ホッハ゜１　Ａ４ヨコ　ホキュウ

この位置にホッパー番号（1～5）が表示されま
す。

カバーやゲートが開いている。
→ それぞれ指示されたカバーをきちんと閉じてください。

�“フロント”.............. フロントカバー
�“サイド  X”............ サイドカバーA、サイドカバーB、サイドカバーC
�“リョウメン”.......... 両面印刷カバー
�“フィニッシャ X”.フィニッシャーカバーE、フィニッシャーカバーF、フィニッシャ
カバーG、フィニッシャカバーH

７２　カハ゛ーオーフ゜ン
×××

この箇所にフロント、サイド X、リョウメン
（両面印刷ユニット装着時）、フィニッシャ X
（フィニッシャー装着時）が表示されます。

７３　ＥＰカートリッシ゛ナシ
　　　　　　　　　

７４　カミツ゛マリ
×××　　　　　　　　　　　　

この箇所にホンタイ、キュウシ、リョウメン
（両面印刷ユニット装着時）、フィニッシャ
（フィニッシャー装着時）が表示されます。

EPカートリッジが取り付けられていない。
→ EPカートリッジを取り付け直してください。EPカートリッジを取り付けた後、フロントカ
バーおよびサイドカバーAをきちんと閉じてください。

紙づまりが発生している。
→「紙づまりのときは」（407ページ）を参照して、つまった用紙を取り除いてください。

指定サイズと異なる用紙がセットされている。
→ 指定サイズの用紙をホッパーまたはトレー、封筒フィーダーにセットして、［印刷可］スイッ
チを押してください。

７５　ヨウシサイス゛エラー
×××

この箇所にホッパー番号（1～5）、
トレー、フウトウ（封筒フィーダー装着時）
が表示されます。

EPカートリッジの交換時期を示している。
→「EPカートリッジの交換」（367ページ）に従って、EPカートリッジを交換後、フロントカ
バーとサイドカバーAをきちんと閉じて、［印刷可］スイッチを押してください。

７６　トナーナシ
ＥＰコウカン

フウトウセット　

この表示は封筒フィーダ装着時に表示されま
す。
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ディスプレイ表示 アラームの内容と対処方法

７７　テイキホシュ　　　　　××
　　　　　　　　

定期保守(定着器などの交換)の必要な時期を示している。
→ サービス担当者または販売店にお問い合わせください。
このアラームが発生してもただちに印刷できなくなるわけではありません。［印刷可］スイッ
チを押してプリンターをセレクト状態にすれば、印刷を続けることはできます。しかし、な
るべく早く定期保守を行ってください。“77　テイキホシュ”アラームは、電源をOFFにして
も、次にONにしたときに再発生します。

ステープルがフィードできない。またはステープルカートリッジが装着されていない。
→ ステープル針を交換、補充するか、ステープルカートリッジをセットし直し、［印刷可］ス
イッチを押してください。

７８　ステーフ゜ルイシ゛ョウ
ステーフ゜ル

７８　ステーフ゜ルイシ゛ョウ
カートリッシ゛ナシ

フィニッシャーのパンチ屑ボックスにパンチ屑がいっぱいである。またはパンチ屑ボックスが装
着されていない。
→ パンチ屑を捨てるか、パンチ屑ボックスをセットし直し、［印刷可］スイッチを押してくださ
い。

７９　ハ゜ンチイシ゛ョウ
ホ゛ックスフル

７９　ハ゜ンチイシ゛ョウ
ホ゛ックスナシ

フィニッシャーが正しくセットされていない。
→ フィニッシャーを正しく取り付け直し、［印刷可］スイッチを押してください。

８２　セットフリョウ
　　　　　　　　　

用紙ピックミスが発生している。
→ この後の「紙づまりのときは」に従って給紙できなかった用紙を取り除いて再度用紙をセット
してください。

８３　ヨウシヒ゜ックミス
×××

この箇所にホッパー番号（1～5）、
トレー、フウトウが表示されます。

フォーム登録に必要なメモリーが不足している。
→ 処理必要な印刷データです。操作パネルからリセット操作を行ってください。８４　フォーム　オーハ゛ーＸＸＸ

排紙トレー、およびフィニッシャーのいずれかに規定量を越える枚数の用紙が排出されている。
→ 排出されている用紙を取り除いてください。

８５　スタックフル
×××

この箇所にフェースダウン、フィニッシャ
（フィニッシャー装着時）が表示されます。

EPカートリッジの寿命を示している。
→「EPカートリッジの交換」（367ページ）に従って、EPカートリッジを交換後、フロントカバー
とサイドカバーAをきちんと閉じて、［印刷可］スイッチを押してください。

８７　OＰC シ゛ュミョウ
ＥＰコウカン

EPカートリッジのタイプが違う。
→ 正しいEPカートリッジを取り付けてください。

８８　ＥＰタイフ゜チカ゛イ
ＥＰコウカン

トレーまたはオプションの封筒フィーダーが装着されていない、またははずれかかっている。
→ 電源をOFFにして、トレーまたは封筒フィーダーを装着後、もう一度電源をONにしてくだ
さい。それでもアラームが発生する場合は、プリンターの故障が考えられます。保守サービ
ス窓口に修理をお申し付けください。

８９　トレー　ミソウチャク

上記以外の表示 障害が発生している。
→ 電源をOFFにして、もう一度ONにしてください。それでもアラームが再発する場合は、プ
リンターの故障が考えられます。保守サービス窓口に修理をお申し付けください。
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印刷が薄いとき（かすれる、不
鮮明なとき）

用紙が湿気を吸収している可能性がある。
→ 5章の「用紙のセット」（297ページ）を参照して、セットしてある用紙をすべて交換してくだ
さい。

EPカートリッジが劣化または損傷している可能性がある。
→ EPカートリッジの交換時期です。「EPカートリッジの交換」（367ページ）を参照して、EP
カートリッジを交換してください。

EPカートリッジ内にトナーが残っていない。
→ EPカートリッジの交換時期です。「EPカートリッジの交換」（367ページ）を参照して、EP
カートリッジを交換してください。

トナーがない（アラームランプ点灯）。
→ EPカートリッジの交換時期です。「EPカートリッジの交換」（367ページ）を参照して、EP
カートリッジを交換してください。

トナー節約機能を使用している。
→ メニューモードやプリンタードライバーでトナー節約機能を解除してください。

用紙が規格に合っていない。
→「用紙の規格」（439ページ）を参照して、確認してください。

給紙の「用紙種類」が、セットされている用紙に対して正しく設定されていない。
→ プロパティダイアログボックスやメニューモードで正しい用紙種類を設定し直してくださ
い。

印刷に異常が見られるときは
印刷にカスレや汚れなど異常が発生する場合は、次の表を参照して異常原因を取り除いてください。表に示す対処方法を
実施しても現象が変わらない場合は、サービス担当者または保守サービス会社にご連絡ください。

症　状 原因と対処方法

黒点が印刷されるとき EPカートリッジが劣化または損傷している可能性がある。
→ EPカートリッジの交換時期です。「EPカートリッジの交換」（367ページ）を参照して、EP
カートリッジを交換してください。

用紙が規格に合っていない。
→「用紙の規格」（439ページ）を参照して、確認してください。

黒い線が印刷されるとき EPカートリッジが劣化または損傷している可能性がある。
→ EPカートリッジの交換時期です。「EPカートリッジの交換」（367ページ）を参照して、EP
カートリッジを交換してください。

等間隔に汚れがおきるとき 用紙搬送路に汚れが付着している。
→ 数枚テスト印刷をしてください。

EPカートリッジが劣化または損傷している可能性がある。
→ EPカートリッジの交換時期です。「EPカートリッジの交換」（367ページ）を参照して、EP
カートリッジを交換してください。
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用紙が規格に合っていない。
→「用紙の規格」（439ページ）を参照して、確認してください。

EPカートリッジが劣化または損傷している可能性がある。
→ EPカートリッジの交換時期です。「EPカートリッジの交換」（367ページ）を参照して、EP
カートリッジを交換してください。

症　状 原因と対処方法

黒く塗りつぶされた部分に白点
が現れたとき

指でこするとかすれるとき 厚紙の設定レベルが低い。
→ メニューモードまたはプリンタードライバーで厚紙設定のレベルを上げてください。

用紙が湿気を吸収している可能性がある。
→ 5章の「用紙のセット」（297ページ）を参照して、セットしてある用紙をすべて交換してくだ
さい。

用紙が規格に合っていない。
→「用紙の規格」（439ページ）を参照して、確認してください。

フロントカバーが完全に閉まっていない。
→ フロントカバーを閉め直してください。フロントカバーの両端が確実にロックしているこ
とを確認してください。

用紙全体が黒く印刷されたとき

何も印刷されない

EPカートリッジが劣化または損傷している可能性がある。
→ EPカートリッジの交換です。「EPカートリッジの交換」（367ページ）を参照して、EPカー
トリッジを交換してください。

高圧電源が故障している可能性がある。
→ サービス担当者または販売店にご連絡ください。

EPカートリッジのトナーシールが取り付けられたままである。
→「EPカートリッジの交換」（367ページ）を参照して、トナーシールを引き抜いてください。

一度に複数枚の用紙が搬送されている（重送）。
→ 5章の「用紙のセット」（297ページ）を参照して、用紙をセットし直してください。

EPカートリッジ内にトナーが残っていない。
→ EPカートリッジの交換時期です。「EPカートリッジの交換」（367ページ）を参照して、EP
カートリッジを交換してください。

EPカートリッジが劣化または損傷している可能性がある。
→ EPカートリッジの交換時期です。「EPカートリッジの交換」（367ページ）を参照して、EP
カートリッジを交換してください。

高圧電源が故障している可能性がある。
→ サービス担当者または販売店にご連絡ください。

部分的に白く抜けるとき 用紙が湿気を吸収している可能性がある。
→ 5章の「用紙のセット」（297ページ）を参照して、セットしてある用紙をすべて交換してくだ
さい。

使用している用紙が規格に合っていない。
→「用紙の規格」（439ページ）を参照して、確認してください。

EPカートリッジのトナーシールが完全に引き抜かれていない。
→「EPカートリッジの交換」（367ページ）を参照して、新しいEPカートリッジと交換してくだ
さい。

冬期はプリンター内部が結露している可能性がある。
→ 電源をONにしたまま30分～1時間放置してから印刷してください。

EPカートリッジに問題がある可能性がある。
→「EPカートリッジの交換」（367ページ）を参照して、新しいEPカートリッジと交換してくだ
さい。
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症　状 原因と対処方法

用紙にしわが入ったり、文字が
にじむとき

用紙が規格に合っていない。
→「用紙の規格」（439ページ）を参照して、確認してください。

用紙が正しく補給されていない。
→ 5章の「用紙のセット」（297ページ）を参照して、もう一度用紙をセットし直してください。

用紙が湿気を吸収している可能性がある。
→ 5章の「用紙のセット」（297ページ）を参照して、新しい用紙と交換してください。

厚紙の設定レベルが高い。
→ メニューモードまたはプリンタードライバーで厚紙設定のレベルを下げてください。レベ
ルを下げるときは、定着性を確認しながら行ってください。

縦線の形状で白く抜けるとき

ななめに印刷されるとき

EPカートリッジが正しく取り付けられていない。
→「EPカートリッジの交換」（367ページ）を参照して、EPカートリッジを取り付け直し、数枚
テスト印刷をしてください。

EPカートリッジのトナーシールが完全に引き抜かれていない。
→「EPカートリッジの交換」（367ページ）を参照して、トナーシールを引き抜いてください。

EPカートリッジが劣化または損傷している可能性がある。
→ EPカートリッジの交換時期です。「EPカートリッジの交換」（367ページ）を参照して、EP
カートリッジを交換してください。

用紙が規格に合っていない。
→「用紙の規格」（439ページ）を参照して、確認してください。

用紙が正しく補給されていない。
→ 5章の「用紙のセット」（297ページ）を参照して、もう一度用紙をセットし直してください。

用紙が湿気を吸収している可能性がある。
→ 5章の「用紙のセット」（297ページ）を参照して、新しい用紙と交換してください。

ホッパーのサイドガイドが正しい位置にセットされていない。
→ 5章の「用紙のセット」（297ページ）を参照して、サイドガイドやエンドガイドを正しい位置
にセットしてください。

セットする用紙の量が多すぎる。
→ サイドガイドの用紙上限線（MAX）以下にセットしてください。

アプリケーションで設定した用紙サイズと、使用する用紙サイズが異なっている。

→ ソフトウエアの用紙サイズ設定と使用する用紙サイズを合わせてください。
→ 他の用紙サイズに印刷するか、メニューモードを使ってA4ポートレート桁数を80桁にして
ください。A4ポートレート桁の用紙に80桁分の印刷（パーソナルコンピューターの画面コ
ピーなど）を行うと、このような症状になることがあります。

アプリケーションのプリンター設定が［シリアルプリンター］になっている。

→［ページプリンター］を選択してください。
→ メニューモードを使ってプリンターの136桁モードを有効にしてください。アプリケーショ
ンがシリアルプリンター専用に作られている場合には、136桁モードを有効にすることで
これらの症状は改善されます。特に、「用紙の途中から印刷が始まってしまう」場合には、
136桁モードの用紙位置設定を中央に合わせることで正しい印刷結果が得られるようにな
ります。

改行量（行の間隔）
が2倍になる

１２３４５６�

�

ＡＢＣＤＥＦ�

�

ａｂｃｄｅｆ�

　　１２３４�

５６�

　　ＡＢＣＤ�

ＥＦ�

　　ａｂｃｄ�

ｅｆ�
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　　ＥＦ�

　　ｅｆ�

１２３４�

ＡＢＣＤ�
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１２３�
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ａｂｃ�

1行が2行にわた
る

各行の文字が重
なって印刷されて
しまう

用紙の途中から印
刷が始まってしま
う
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原因と対処方法

他のプリンタードライバーが同一のポートを使用している。

→ プリンタードライバーによっては接続先のポート（LPT1、COM1など）に対し常に通信しよう
とするため、同一ポートに接続されているプリンターに悪影響を与えることがあります。Win-
dowsのヘルプを参照して、他のプリンタードライバーのポートを本プリンタードライバーと違
うポートに変更するか、他のプリンタードライバーを削除してください。

プリンターのメモリースイッチ5-1がONで、I/F設定が「ECP」になっている。

→ お使いのプリンターをWindowsからお使いのプリンターに印刷する場合は、メモリースイッチ
5-1をONのままにして、メニューモードのI/F設定メニューの「ソウホウコウセッテイ」を「ニブ
ル」に設定してください。プリンターのI/F設定を変更した場合は、プリンターの電源の再投入
が必要です。

お使いのコンピューターのプリンタポート設定とプリンターのI/F設定が異なる。

→ お使いのコンピューターのプリンタポート設定とプリンターのI/F設定の動作モードを同じ設定
にしてください。詳しくはお使いのコンピューターの取扱説明書をご覧ください。

PrintAgentが正しく動作していない。

→「PrintAgentシステムが起動しないときは」（394ページ）を参照してください。

プリンターと双方向通信ができない。

→「PrintAgentの機能を十分に発揮させるために」（401ページ）を参照してください。

SETの設定が「ON」になっている。

→ プリンタードライバーのプロパティまたはメニューモードでSETの設定を「OFF」にしてくださ
い。SETは、印刷時の解像度を拡張して斜線や曲線の印刷品質を向上させるための機能です
が、印刷内容によってはこのような症状になることがあります。

トナー節約機能がONになっている。

→ プリンタードライバーのプロパティまたはメニューモードでトナー節約機能を「OFF」にしてく
ださい。トナー節約機能はトナーの使用を節約する試し印刷用の機能です。この機能を使うと
細い線、濃度の薄い印刷、網かけ、グラデーションが不鮮明になることがあります。

アプリケーションの用紙・印刷に関する設定が間違っている。

→ アプリケーションの説明書を見て正しく設定してください。アプリケーションによっては、わ
ずかでも異なる設定項目があると、印刷位置がずれる場合があります。

プリンターのA4ポートレートの印刷桁数が80桁に設定されている。

→ メニューモードでA4ポートレート桁数を78桁にしてください。A4ポートレートの印刷桁数が
80桁に設定されている場合には、本来の印刷位置よりわずかに左にずれて印刷されます。した
がって、80桁に設定されているプリンターとそうでないプリンターとでは印刷位置が異なりま
す。

使用している用紙がプリンターの規格に合っていない。

→「用紙の規格」（439ページ）を参照して、規格に合っているか確認してください。
本プリンターのようなレーザープリンターは、用紙送りをローラーの摩擦によって行っていま
す。そのため、他のレーザープリンターと同様に縦方向、横方向とも多少の誤差が発生しま
す。この誤差は用紙によっても異なります。

症　状

思うように印刷できないときは
プリンターの動作がおかしくて思うように印刷ができないときは、プリンターまたはアプリケーションの設定を変えれ
ば、ほとんどの場合は改善できます。
ここで説明する項目を参照して原因の確認と処置を行ってください。

正常に印刷できない

斜線の太さが均一でない（線
の角度によって、線の太さ
が違っている）
写真などの絵やグラデー
ションがおかしい

印刷位置が以前使用してい
たプリンターと合わない



893-810024-003-A 第2版

9 故障かな？と思ったら 387

症　状 原因と対処方法

印刷位置が以前使用していた
プリンターと合わない（続き）

“データガノコッテイマス”を
表示したまま印刷を開始しな
い

以前使用していたプリンターと本プリンターとの間に印刷位置の互換性がない。

→ プリンターの印刷位置は、PC-PR2000/6WなどのNPDLまたはNPDL(Level2)対応のプリン
ターおよびPC-PR601、PC-PR602、PC-PR602Rに対して互換性があります。その他のプリ
ンターに対しては印刷位置の互換性はありません。
従来互換の印刷範囲に設定するには、プリンタードライバーの以下に示すシートで設定を変更
してください。

Windows XP/2000/NT 4.0： ［プロパティ］ー［プリンタの設定］シートー［従来互換の印刷
範囲］

Windows Me/98/95： ［プロパティ］ー［印刷品質］シートー［従来互換の印刷範囲を
使用する］

改ページコードまたは排出コードがない。

→［印刷可］スイッチを押して印刷可ランプを消灯させてから、［シフト］スイッチを押しながら
［排出］スイッチを押してください。
本プリンターはページ単位で処理するプリンターなので、1ページ分のデータが揃わないと印
刷を開始しません。また、アプリケーションの中にはページの最後に排出コードなどのページ
の終わりを示す制御コードをプリンターに送らないものがあります。このような場合は上記の
方法で処理してください。
なお、メニューモードで自動排出を有効にしておくと設定した時間内に印刷データが来ない場
合、自動的に印刷・排出されます。ただし、コンピューターからのデータ送信が長い時間途切
れるような場合には、この機能を使用しないでください。

アプリケーションのプリンター設定が「シリアルプリンター」になっている。

→ ページプリンターまたはレーザープリンターを選択してください。ソフトウエアのプリンター
設定がシリアルプリンターになっていると、排出コードをプリンターに送らないためにこのよ
うな症状が起こります。
また、新たにソフトウエアを作成する場合には、このような症状を防ぐため、各ページの最後
に排出コード (0Ch) を付加するようにしてください。

コンピューターからのデータ送信が途切れている。

→ プリンターへのデータ送信について、プリンタードライバーの「タイムアウト設定」の設定時間
を長くしてください。複雑なデータやアプリケーションによっては、設定時間が短いとデータ
送信を中止することがあります。

自動排出機能が有効になっている。

→ メニューモードで自動排出を無効にしてください。
プリンターには自動排出機能（コンピューターからのデータの送信が一定時間途切れると、そ
こまでのデータが自動的に印刷・排出する機能）があります。このとき、コンピューターから
のデータ送信が設定した自動排出時間以上に途切れた場合には、ページの途中でもそれまでの
データを印刷・排出してしまいます。

また、各OSでプリンターへのデータ送信についてタイムアウト時間を設定できます。このタ
イムアウト設定の時間が短いと、複雑なデータなどでプリンターのビジー時間が長くなった場
合、コンピューターが印刷データの送信を中止する場合があります。その場合にはプリンター
の自動排出を無効にするだけでなく、タイムアウト設定の時間を長くしてください。タイムア
ウト設定の時間変更は各OSのマニュアルを参照してください。

綴じしろが合っていない。

→ 印刷範囲を確認してください。両面印刷のときにはクリップ機能を使うと印刷範囲を超えた分
のデータを次のページに印刷しないようになります。詳細は「オプション設定メニュー」（346
ページ）を参照してください。

ページの途中までしか印刷
されない
または1ページ分のデータが
2ページにわたって印刷され
てしまう



893-810024-003-A 第2版

9 故障かな？と思ったら 388

用紙の左側が空白になる (印
刷文字が用紙の右側にかた
よって印刷される)

縮小すると、縮小前と印刷
結果が異なる

改行量がおかしくなり、
徐々にずれてしまう

画面の文字と異なる文字が
印刷された

白紙が出る

両面印刷が正しく機能しな
い

丁合い印刷ができない
または多部数印刷ができな
い

症　状 原因と対処方法

一部のソフトウエアでは、用紙位置が異なる場合がある。

→ メニューモードで136桁モードを有効にし、用紙位置を調整してください。

印刷データによっては、縮小すると印刷結果が異なる場合がある。

→ プリンターでは、座標値などを縮小することにより縮小印刷を行っています。このときに、数
値の丸め誤差が生じ、図形と図形の重なりなどが変わることにより、印刷結果が異なってしま
う場合があります。

一部のソフトウエアには、ソフトウエアの指定によって改行で用紙を排出するものがある。

→ ソフトウエアの設定をシートフィーダー付きにするか、1ページの長さを67行(A4サイズの用
紙の場合) に設定してください。

ご使用のコンピューター環境に最も適した方法でプリンターを指定していない。

→ 2章「プリンターソフトウエアのインストール」（49ページ）を参照してください。

適切なエミュレーションモードを選択していない。

→ 7章「メニューモード」(327ページ) を参照して、エミュレーションモードを選択し直してくだ
さい。
動作自動設定を選択している場合は、動作モード設定にて正しいエミュレーションを選択し直
してください。

プリンターケーブルがきちんと接続されていない。

→ プリンター側とコンピューター側の接続状態を確認してください。

プリンターバッファーや切り替え器を使用している。

→ プリンターバッファーや切り替え器を使用しない接続方法に変更してください。

ソフトウエアのプリンター設定がシートフィーダー付きになっている。

→ シートフィーダー付きになっている場合は、メニューモードで136桁モードを有効にしてくだ
さい。

両面印刷ユニット（オプション）が正しく取り付けられていない。

→ 両面印刷ユニット（オプション）が正しく取り付けられているか確認してください。

メニューモード、メモリースイッチが合っていない。

→ メニューモード、メモリースイッチの両面印刷に関する設定を確認してください。

セットされている用紙サイズが合っていない。

→ 両面印刷はA3、A4、A5、B4、B5、レターサイズでしか機能しません。セットされている用
紙サイズを確認してください。

セットされている用紙の種類が合っていない。

5章「用紙のセット」（297ページ）を参照してセットされている用紙の種類を確認してください。

メモリースイッチ5-1がONになっている。

→ メモリースイッチ5-1を「OFF」にしてください。特定の環境下で同期コードを有効にし、アプ
リケーションがページごとに同期を取っている場合には、正しく機能しないことがあります。

プリンターと双方向通信ができない。

→ 本章の「PrintAgentの機能を十分に発揮させるために」（401ページ）を参照してください。

→ 双方向通信が行えない環境の場合は、電子ソート機能を有効にする必要があります。電子ソー
ト機能を有効にするためにはプリンターにメモリーまたは、ハードディスクを増設し、プリン
タードライバーの設定を変更する必要があります。詳しくは、4章の「電子ソート機能」（226
ページ）をご覧ください。

→ アプリケーションの丁合い印刷、または部数印刷を設定してください。
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症　状 原因と対処方法

プリンターバッファーなどを取り付けている。

→ コンピューター本体とプリンターを市販のプリンターバッファー、プリンター切り替え器、
プリンター共有器、コピープロテクターなどで接続している場合には、プリンタードライバー
の双方向通信機能を無効にする必要があります。本章の「PrintAgentの機能を十分に発揮させ
るために」（401ページ）を参照して、双方向通信機能を無効にしてください。

プリンターと双方向通信ができない。

→ 本章の「PrintAgentの機能を十分に発揮させるために」（401ページ）を参照してください。

Microsoft Windowsのターミナルサービスの環境で印刷している。

→ 本章「その他の注意事項」（402ページ）を参照してください。
プリンターとコンピューターの双方向通信が設定されていない。

→ PrintAgentで双方向通信をサポートする設定になっていることを確認してください。
→ ご使用のプリンターケーブルは正しいものが使われているかどうか確認してください。

［リプリント機能を使用する］がチェックされていない。

→［プロパティ］ダイアログボックスの［用紙］シートを開き、確認してください。

［リプリント機能を提供する］がチェックされていない。

→［PrintAgentのプロパティ］を開き、確認してください。（ネットワーク共有プリンターをご使
用の場合は、サーバー上の［PrintAgentのプロパティ］を開き、設定を確認してください。）

選択しているホッパーが［アイシ］に設定されている。

→［アイシ］を設定解除するか、現在使用しているホッパーを別のホッパーに変更してください。

リレー前とリレーされるホッパー（トレー）の用紙サイズが違うか、リレー前と後のホッパー（ト
レー）が共にリレーONになっていない。

→ 同じサイズ、同じ向きに用紙をセットしてください。メニューモードでリレーしたいホッパー
とリレー前のホッパー（トレー）を共にONにします。

印刷速度が遅い

リプリント機能が使用できな
い

選択しているホッパーから印
刷されず、別のホッパーから
印刷される

リレー給紙ができない
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オフセット排紙機能が動作しないときは
データを送ったが、オフセット排紙が機能しなかった場合、ここで説明する項目を参照して原因の確認と対処を行ってく
ださい。

セットされている用紙サイズが合っていない。
→「各用紙サイズでの動作対応表」（ユーザーズマニュアル　5章「印刷するには」）を参照してセッ
トされている用紙のサイズを確認してください。

［オフセット排紙機能］が選択されていない。
→ Windows XP/2000/NT 4.0の場合は、［メイン］シートー［排出方法］ー［仕分け］、Windows
Me/98/95の場合は、［出力制御］シートー［仕分け］で、［オフセット排紙］を選択してくださ
い。

→ ネットワーク環境で共有プリンターとして使用しているすべての利用者（クライアント）の設定
をプリンタードライバーで［オフセット排紙］を選択してください。また、印刷する場合は、メ
ニューモードまたは、プリンタードライバーで用紙の種類を普通紙、または厚紙種類設定ダイ
アログにボックスで［厚紙1］に設定してください。

プリンターで双方向通信ができない。
→ 双方向通信ができない場合には、ハードディスクまたは64MB以上の増設メモリーを取り付け
てください。＊　本章の「PrintAgentシステムが起動しないときは」（394ページ）を参照してくだ
さい。

ステープル機能が有効になっている。
→ Windows XP/2000/NT 4.0の場合は、［メイン］シートー［排出方法］ー［フィニッシャ］、
Windows Me/98/95の場合は、［出力制御］シートー［排出方法］ー［フィニッシャ］で、ステー
プル機能を無効にしてください。

丁合い機能が正しく選択されていない。
→ アプリケーションの印刷機能から丁合い機能を指定している場合は正しく機能しません。アプ
リケーションの指定を外してください。

すべてのクライアントがオフセット排紙機能を使用できる設定になっていない。
→ ネットワーク環境で共有プリンターとして使用しているすべてのクライアントが［オフセット
排紙機能］が選択されていることを確認してください。

プリンタードライバーの給紙方法が［自動］以外の設定で印刷された印刷ジョブを選択している。
→ 用紙サイズがオフセット対応していない場合、またはリプリント2の印刷ドキュメント一覧情
報でオフセット排紙が［不可］になっているジョブの場合です。用紙サイズを変更してくださ
い。また、オフセット排紙機能が可能なジョブを選択してください。

用紙サイズが正しくない。
→ 結合するジョブを同じサイズで設定された印刷ジョブにしてください。

症　状 原因と対処方法

オフセット排紙機能が使用で
きない

オフセット排紙機能がうま
く働かない

PrintAgent リプリント2でオ
フセット排紙機能が設定でき
ない

PrintAgent リプリント2で
ジョブ結合したとき、オフ
セット排紙機能が設定できな
い

＊ ハードディスクまたは64MB以上の増設メモリーが取り付けられていない場合は、オフセット排紙機能を使用する設定にしても、丁合印刷した文書
で部毎のオフセット排紙ができません。また、この条件を満たした場合でも、印刷文書の内容や量によっては、印刷できない場合があります。
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フィニッシャー機能がうまく動作しないときは
ステープルとパンチを使った印刷をしようとしたが正常に機能しなかった場合、ここで説明する項目を参照して原因の確
認と対処を行ってください。

症　状 原因と対処方法

ステープルどめできない 印刷ページ数が多すぎる。

→ ステープルの最大用紙枚数は、50枚です。それ以上の枚数のステープルはできません。

用紙サイズが合っていない。

→ ユーザーズマニュアルの「各用紙サイズでの動作対応表」（118ページ）を参照して、セットされ
ている用紙のサイズを確認してください。

用紙種類が合っていない。

→ ステープルできる用紙は普通紙（64～105g/m2）のみです。ユーザーズマニュアルの「各用紙種
類での動作対応表」（119ページ）を参照して、セットされている用紙の種類を確認してくださ
い。

「フィニッシャ設定」が正しく設定されていない。

→ プリンタードライバーのフィニッシャー設定で「ステープルあり」に設定してください。

用紙サイズが合っていない。

→ ユーザーズマニュアルの「各用紙サイズでの動作対応表」（118ページ）を参照して、セットされ
ている用紙のサイズを確認してください。

用紙種類が合っていない。

→ パンチできる用紙は普通紙（64～105g/m2）のみです。ユーザーズマニュアルの「各用紙種類で
の動作対応表」（119ページ）を参照して、セットされている用紙の種類を確認してください。

「フィニッシャ設定」が正しく設定されていない。

→ プリンタードライバーのフィニッシャー設定で「パンチあり」に設定し直してください。

用紙サイズが合っていない。

→ ユーザーズマニュアルの「各用紙サイズでの動作対応表」（118ページ）を参照して、セットされ
ている用紙のサイズを確認してください。

用紙種類が合っていない。

→ ユーザーズマニュアルの「各用紙種類での動作対応表」（119ページ）を参照して、セットされて
いる用紙の種類を確認してください。

パンチできない

フィニッシャーに用紙を排出
できない
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ステープルどめがうまくいかないときは

フィニッシャーでステープルどめをした場合のトラブルについて説明します。針が打たれなかったり、針が曲がってとめ
られているときは、ステープル本体を確認します。次のページからの処置方法に従ってください。

下図のように針が打たれているときは、お買い上げの販売店にご連絡ください。

針が打たれない 針が曲がって止められている

� ステープルどめできるのは坪量64.0g/m2～105.0g/m2（連量55kg～90kg）の普通紙、最大50枚までです。

� ステープルどめをする場合は、用紙サイズ、用紙方向をそろえてホッパーに用紙をセットしてください。また、合紙を
セットする場合も、同一サイズ、同一方向に用紙をセットしてください。

針の片側が浮いている 針が逆方向に曲がっている
（用紙の裏側から見たところ）

針がつぶれている 針が浮いている

針が浮いて中央が凹んでいる
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針づまりの処理手順

フィニッシャーでステープル針がうまく打たれなかったり、針が曲がってとめられているときは、ステープル本体を確認
します。以下の処置方法に従ってください。

� フィニッシャーカバーGを開ける。

� オレンジ色のレバーを図のように押し、ステープル
カートリッジを取り出す。

� ステープルカートリッジのカバーを開け、つまって
いる針を取り除く。

� ステープルカートリッジをオレンジ色のレバーが元
の位置に戻るまで押し込む。

� フィニッシャーカバーGを閉じる。

フィニッシャー
カバーG

ステープル針の落下を防ぐために、必ずカートリッジの
下に手を添えてください。
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症　状 原因と対処方法

画面上にPrintAgentのシス
テムアイコンが表示されてい
ない

PrintAgentが機能しない

双方向機能が有効になってい
ない

［PrintAgentのプロパティ］ダイアログボックスで［システムを自動的に起動する］をチェックして
いない。

→ チェックしてください。Windows XP/2000/NT 4.0の場合は次回ログオン時から、Windows
Me/98/95の場合は次回起動時から自動的に表示されます。

PrintAgentを終了している。

→［スタート］ー［プログラム］ー［MultiWriter 4550］ー［PrintAgentシステム起動］を実行して
ください。

PrintAgentシステムファイルが削除された。インストール、またはアンインストールの失敗など
によりPrintAgentが正しくインストールされていない。

→ Windowsを再起動して、PrintAgentをアンインストールします。再び、Windowsを再起動し
て、プリンターソフトウエアを再インストールしてください。

マルチプロトコルLANアダプタ（型番：PR-NPX-05）を使用している。

→ マルチプロトコルLANアダプタ（型番：PR-NPX-05）は、PrintAgentには対応していませ
ん。マルチプロトコルLANアダプターに添付のソフトウエアをご利用ください。

Windowsのポートが正しく設定されていない。

→ 双方向通信が可能なポートに接続していることを確認してください。
上記のポート以外を設定して印刷を行う場合には、プリンターのプロパティで双方向通信を無
効（サポートしない）に設定してください。

→ プリンターのプロパティで双方向通信を有効（サポートする）に設定してください。本章の
「PrintAgentの機能を十分に発揮させるために」（401ページ）を参照してください。

OS パラレルインターフェース接続 LAN接続

Windows XP/2000 LPTx NEC Network Port

Windows NT 4.0 LPTx NEC Network Port

WindowsMe/98/95 LPTx NEC TCP/IP Printing System

PrintAgentシステムが起動しないときは
PrintAgentシステムが動作しないときの症状とその原因、対処方法を示します。それぞれの方法に従って対処してくだ
さい。
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カスタムインストールによって、インストール対象とされなかった。
→ システムの管理者にご相談ください。

必要なファイルが削除されている。

→ PrintAgentを再インストールしてください。

プリンタフォルダーに「NEC MultiWriter 4550」のプリンターが登録されていない。
→ PrintAgentおよび、プリンタードライバーをインストールしてください。

プリンタードライバーが変更されている。

→ プリンタードライバーを変更すると、誤動作の原因となります。プリンタードライバーを削除
し、再度プリンタードライバーをインストールしてください。

プリンターのアクセス権がない。

→ 権限を確認してください。

必要なファイルが削除されている。

→ PrintAgentを再インストールしてください。

コンピューターのメモリー不足。

→ 必要のないアプリケーションを終了してください。

プリンターポートを直接アクセスしてプリンターの状態を監視するユーティリティーが使用され
ている。

→ コンピューターで使用されているユーティリティーに応じて、プリンターの監視を行わないよ
うに設定してください。

ドメインに参加していない。

→ ドメインに参加していないWindows XPのコンピューターをプリントサーバーとして、クラ
イアントから印刷を行った場合、ドキュメントの所有者が［Guest］となり、プリンタステータ
スウィンドウがポップアップしない場合があります。ドメインに参加してください。詳しく
は、OSのヘルプをご覧ください。

最新のステータスを取得していない。

→ プリンタステータスウィンドウの［最新のステータスに更新］ボタンをクリックしてください。

14ピンパラレルインターフェースでプリンターを接続している。

→ このインターフェースではプリンターの情報を取得することができず、プリンタステータス
ウィンドウの機能が大幅に制限されます。プリンタ増設インタフェースボード（PC-9801-94）
をお使いになることをお勧めします。

プリンターが直接つながっているコンピューターで双方向通信ができない設定になっている。

→ Windows XP/2000/NT 4.0：［プリンタのプロパティ］の［ポート］-［双方向サポートを有効
にする］をチェックしてください。

Windows Me： ［プロパティ］の［詳細］-［スプールの設定］-［このプリンタの双方向通信機
能をサポートする］を選んでください。

Windows 98/95：［プロパティ］の［詳細］-［スプールの設定］-［このプリンタで双方向通信機
能をサポートする］を選んでください。

原因と対処方法

プリンタステータスウィンド
ウが［スタート］メニューに登
録されていない

使用したいプリンターのプリ
ンタステータスウィンドウが
選択できない

プリンタステータスウィンド
ウが起動しない

プリンタステータスウィンド
ウがプリンターの状態を正し
く表示しない（続く）

症　状

プリンタステータスウィンドウが
おかしいときは
プリンタステータスウィンドウでプリンター状態を表示しなかったり、表示内容がおかしいときは、ここで説明する項目
を参照して原因の確認と対処を行ってください。
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症　状 原因と対処方法

プリンターが直接つながっているコンピューターのOSがWindows XP/2000/NT 4.0でプリンター
プールを使用している。

→ Windows XP/2000/NT 4.0上のすべてのプリンターのプロパティの［ポート］-［プリンタプー
ルを有効にする］のチェックを外してください。

お使いのコンピュータープリンターポート（パラレルポート）の設定とプリンターのI/F設定が異
なっている。

→ 双方の動作設定を合わせてください。「PrintAgentの制限事項」（403ページ）を参照してください。

音声がインストールされていない。

→ 標準インストールでは音声はインストールされません。アプリケーションの追加と削除で音声
を選択してインストールしてください。（70ページ参照）

音声を通知しない設定になっている。

→［通知形式のプロパティ］の設定を確認してください。

［PSWのプロパティ］の［自分のドキュメントを印刷していないときの設定］が「自動起動する」になっ
ていない。

→ 自分のドキュメントを印刷していないときの音声メッセージは「自動起動しない」と設定されて
いるときは通知されません。「エラー発生時にウィンドウで自動起動する」と設定されていると
きはエラー時のみ通知されます。

ボリューム、Windowsのサウンド設定が変更されている。
→ 設定を確認してください。

印刷ドキュメントがすでにプリンターへ送られてしまった。

→ すでにプリンターへ送信済みのドキュメントに対しては、削除できません。

プリンターのアクセス権がない。

→ ネットワーク管理者に権限を確認してください。

印刷先がネットワーク共有プリンターである。

→ ネットワーク共有プリンターのサーバーのOSがWindows XP/2000/NT 4.0の場合は、クラ
イアントでプリンターをインストール（作成）した直後は削除できません。いったんクライアン
ト側のOSを「ログオフ」→「ログオン」してください。

［PSWのプロパティ］の設定が変更されている。

→ 設定を確認してください。詳細は4章の「プリンタステータスウィンドウ」（262ページ）を参照して
ください。

LANボードまたはLANアダプターを装備したLANプリンターに直接接続して使用している。

→ LANプリンターをサーバーを介さずに使用している場合は［PSWのプロパティ］で［自分のド
キュメントを印刷していないとき］の起動条件として［印刷中にアイコンで自動起動する］を設
定しても、他の人の印刷時には自動起動しません。ただし、この場合でもエラー発生時には自
動起動を行います。

プリンターが双方向通信できないインターフェースで接続されている。もしくはプリンターがバッ
ファーなどを経由して接続されている。

→ プリンターの現在の設定は読み込むことはできません。双方向通信できないときは、初期状態
として最大構成が入っています。この場合の構成はプリンタードライバーから設定が可能で
す。詳しくは、プリンタードライバーのヘルプをご確認ください。

プリンターの情報をうまく取得できない。

→ ネットワークのトラフィックの状況や上位ホストの処理状況により、正しくプリンターの情報
が取得できなかったと思われます。プリンターの電源を入れ直してください。情報の更新を
行ってください。

プリンタステータスウィン
ドウがプリンターの状態を
正しく表示しない（続き）

プリンタステータスウィン
ドウの音声メッセージが通
知されない

プリンタステータスウィン
ドウ上から印刷ドキュメン
トの削除ができない

プリンタステータスウィン
ドウが自動起動しない、ま
たは自動起動してしまう

プリンターの構成情報の表
示内容が実際の構成と異
なっている
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［リプリント機能を提供する］がチェックされていない。
→ PrintAgentのプロパティを開き、確認してください。（ネットワーク共有プリンターをご使用
の場合は、サーバー上のPrintAgentのプロパティを開き、設定を確認してください。）

プリンターが直接つながっているコンピューターで双方向通信ができない設定になっている。

→ Windows XP/2000/NT 4.0：［プリンタのプロパティ］の［ポート］－［双方向サポートを有効
にする］をチェックしてください。

Windows Me： ［プロパティ］の［詳細］－［スプールの設定］－［このプリンタの双方向通信
機能をサポートする］を選んでください。

Windows 98/95：［プロパティ］の［詳細］－［スプールの設定］－［このプリンタで双方向通信
機能をサポートする］を選んでください。

→ 1章の「使用できるプリンターケーブル」（47ページ）を参照して、ご使用のプリンターケーブル
は正しいものが使われているかどうかチェックしてください。

PrintAgent リプリントがインストールされていない。
→ PrintAgent リプリント2を追加インストールしてください。（252ページ参照）

プリンタードライバーがインストールされていない。
→  2章「プリンターソフトウエアのインストール」（49ページ）を参照して、ご使用のプリンター
のプリンタードライバーをインストールしてください。

［リプリント機能を使用する］がチェックされていない。

→ Windows XP/2000：［印刷設定］ダイアログボックスの［メイン］シートで機能選択バーの
［リプリント］を選択し、確認してください。

Windows NT 4.0： ［ドキュメントプロパティ］ダイアログボックスの［メイン］シートで機
能選択バーの［リプリント］を選択し、確認してください。

Windows Me/98/95：［プロパティ］ダイアログボックスの［出力制御］シートを開き、確認し
てください。

ドメインに参加していない。
→ ドメインに参加していないWindows XPのコンピューターをプリントサーバーとして、クラ
イアントから印刷を行う場合リプリント機能は利用できません。ドメインに参加してくださ
い。詳しくは、OSのヘルプをご覧ください。

印刷ジョブのスプールサイズが大きい。
→［PrintAgentのプロパティ］ダイアログボックスを開き、［リプリント機能の設定］ダイアログ
ボックスでディスク領域を大きくしてください。（254ページ参照）

ドキュメント数が制限を超えている。
→［PrintAgentのプロパティ］ダイアログボックスを開き、［リプリント機能の設定］ダイアログ
ボックスでドキュメント数の値を大きくしてください。（254ページ参照）

有効期限が過ぎている。
→［PrintAgentのプロパティ］ダイアログボックスを開き、［リプリント機能の設定］ダイアログボッ
クスで有効期限の時間を長くしてください。（254ページ参照）

症　状 原因と対処方法

リプリント機能が使用でき
ない

リプリントしたい印刷ジョ
ブが蓄えられない

蓄えられた印刷ジョブがな
くなった

リプリント機能が動作しないときは
リプリントがうまくいかなかった場合、ここで説明する項目を参照して原因の確認と対処を行ってください。
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PrintAgentを正しく動作させるために
PrintAgentはネットワーク環境で使用することで、より効果を発揮します。以下はPrintAgentを正常に機能させるため
の注意事項をネットワーク関連の設定を中心に説明します。

PrintAgentを動作させる前に

PrintAgentをインストール/アンインストールする時の注意事項

PrintAgentをインストールまたはアンインストールする時は以下のことに注意してください。

� インストールプログラムを実行する前に、起動中のアプリケーションをすべて終了させてください。

�［PrintAgent セットアップ］のウィンドウが閉じるまで、CD-ROMやフロッピーディスクなどインストール元の
メディアを取り出さないでください。

� PrintAgentのインストールまたはアンインストール終了後、再起動を促すメッセージが表示されることがありま
す。画面の指示に従ってコンピューターを再起動してください。

� インストール時に指定したPrintAgentソフトウエアのフォルダー（ディレクトリー）名を変更するとアンインストー
ルできません。インストール時のフォルダー（ディレクトリー）名に戻してからアンインストールしてください。

� プリンターのプロパティダイアログボックスを表示している時、およびMultiWriterが印刷中の時は、PrintAgent
をアンインストールすることができません。プリンターのプロパティダイアログボックスを閉じ、印刷が終了し
てからアンインストールしてください。

� Windows XP/2000、Windows NT 4.0で、インストールしようとしているコンピューターに他のユーザーがロ
グオンしている場合は、インストールはできません。各ユーザーに切り替えてすべてのユーザーをログオフして
からインストールしてください。

� Windows XPにPrintAgentをインストールまたはアンインストールするユーザーは、アカウントの種類が［コン
ピュータの管理者］である必要があります。また、Windows 2000またはWindows NT 4.0にPrintAgentをイン
ストールまたはアンインストールするには、［Administrators］または［Domain Admins］グループのメンバーで
ある必要があります。

� Windows XP/2000、Windows NT 4.0でPrintAgentのインストールする場合、アクセス権により使用可能な
ユーザーが制限されているフォルダー（ディレクトリー）にインストールしないでください。

� Windows XP/2000、Windows NT 4.0で［プリンタの追加ウィザード］より、他のコンピューターに接続され
たプリンターを指定してインストールしたプリンタードライバーをPrintAgentで使用している時に、さらに［プリ
ンタの追加ウィザード］でローカル接続のプリンタードライバーをインストールする場合は、［現在のドライバを
使う（推奨）］ではなく、［新しいドライバに置き換える］を選択してインストールしてください。

� Windows XPの場合は［コントロールパネル］の［プログラムの追加と削除］より、WIndows 2000/NT 4.0　、
Windows Me/98/95xの場合は［コントロールパネル］の［アプリケーションの追加と削除］より起動した
PrintAgentの追加と削除でPrintAgentオプションの追加をすると、セットアップに必要なファイル＊を要求する
画面が表示される場合があります。この場合は、以前にインストールで使用したプリンターソフトウエアCD-ROM
を挿入するか、もしくはプリンターソフトウエアCD-ROMよりインストールプログラムを実行しカスタムインス
トールにてPrintAgentのオプションを追加してください。

＊ フロッピーディスクをご利用の場合、メッセージに従ってNMPSディスクを使用してください。
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共有プリンターの利用/提供について

Windows XP/2000およびWindows NT 4.0で、共有プリンターの提供の設定は［コンピュータの管理者］およびAdmin-
istrators権限のある方が変更できます。

［共有プリンタを利用する］、［共有プリンタを提供する］は、通常はONのままで支障ありませんが、次の場合はOFFにす
ることをお勧めします。

� ネットワークの回線速度が遅い

低速回線を経由する共有プリンターに対して、PrintAgentを使用すると、通信速度の関係でプリンタステータス
ウィンドウなどの操作がしにくかったり、状態の表示が遅れたりすることがあります。この場合は、［PrintAgent
のプロパティ］で［共有プリンタを利用する］のチェックを外してください。ネットワーク共有プリンターについて
のPrintAgentの双方向通信機能を無効にすることができます。

� 転送データ量に応じて課金されるネットワーク環境

転送データ量に応じて課金される従量課金制のネットワークを経由してPrintAgentを使用している場合に、
PrintAgentの双方向通信によってデータ転送が発生し、課金されることがあります。
考慮すべきネットワーク環境の例としては以下のケースがあります。

－ ネットワークプリンターが、公衆回線を経由した別のネットワーク上に存在する場合
－ プリントサーバー、DNSサーバー、WINSサーバーが公衆回線を経由した別のネットワーク上に存在する
場合

－ ローカルネットワークの通信自体が課金ネットワークの場合

これを避けたい場合にも、上記操作によってネットワーク共有プリンターについてのPrintAgentの双方向通信機
能を無効にしてください。

� コンピューターの処理能力が十分でない

コンピューターの性能があまり高くない場合、PrintAgentのご利用により、他の作業の処理速度に影響する可能
性があります。この設定を外してもローカルに接続しているプリンターでは、引き続きPrintAgentがご利用にな
れます。

従量課金回線での課金を最小限（印刷時のみ）とするためには

� クライアントコンピューター側で［PrintAgentのプロパティ］の［共有プリンタを利用する］のチェックを外します。

� サーバーコンピューター側で［PrintAgentのプロパティ］の［共有プリンタを提供する］のチェックを外します。

� サーバーコンピューターがWindows XP/2000の場合は［プリンタのプロパティ］、Windows NT 4.0の場合は［デバイス
プロパティ］の［ポート］－［双方向サポートを有効にする］のチェックを外してご利用ください。

� サーバーコンピューターがWindows Me/98/95の場合はプリンターの［プロパティ］の［詳細］－［スプールの設定］－［この
プリンタの双方向通信機能をサポートしない］をチェックしてご利用ください。
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MultiWriter 4550（ケーブルで接続）�

MultiWriter 4550（ケーブルで接続）�

MultiWriter 4550�
（LANボードまたはLANアダプターで接続）�

サーバー�
コンピューター�

クライアント�
コンピューター�

クライアント�
コンピューター�

PrintAgent

PrintAgentPrintAgent

Windows XP�
Windows Me/98/95�
Windows 2000�
Windows NT 4.0

クライアント・サーバーシステムでお使いの場合

PrintAgentをクライアント・サーバーシステムでお使いの場合、以下のことに注意してください。

� PrintAgentはローカルプリンターに対してもネットワーク上の共有プリンターに対しても使用できます。ただし、
ネットワーク上で使われる場合PrintAgentソフトウエアはサーバーコンピューター、クライアントコンピューター
両者にインストールされている必要があります。

� 1台のサーバーコンピューターに接続されたクライアントコンピューターの中でPrintAgentを使用するクライアン
トコンピューターは30台以下を推奨します。サーバーの性能やネットワークトラフィックによっては、印刷時に
プリンターの状態情報が取得できなくなる、クライアントでオフライン作業になる、またはネットワークプリン
ターの状態が不明になる場合があります。このような場合、印刷時以外は［PrintAgentのプロパティ］の設定の［共
有プリンタを利用する］のチェックを外してPrintAgentを動作させないようにするか、PrintAgentを終了させて
運用してください。

� プリントサーバーコンピューターには64Mバイト以上のメモリーを搭載し、運用することを推奨します。
（Windows XP/2000 日本語版をプリントサーバーコンピューターとしてご利用の場合には、256Mバイト以上
を推奨します。）
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OS パラレルインターフェース接続 LAN接続

Windows XP/2000 LPTx NEC Network Port

Windows NT 4.0 LPTx NEC Network Port

WindowsMe/98/95 LPTx NEC TCP/IP Printing System

PrintAgentの機能を十分に発揮させるために

PrintAgentの機能を十分に発揮させるために、双方向通信でお使いになることをお勧めします。

� 双方向通信が可能なポートに接続してください。

上記の表以外のポートでご利用の場合には双方向通信を無効に設定してください。PrintAgentの機能はご利用になれませ
ん。

� 双方向通信を有効にしてください。

＜Windows XP/2000の場合＞
［プリンタのプロパティ］ダイアログボックスの［ポート］シートで［双方向
サポートを有効にする］をチェックする。

＜Windows NT 4.0の場合＞
［デバイスプロパティ］ダイアログボックスで［ポート］シートの［双方向サ
ポートを有効にする］をチェックする。

＜Windows Meの場合＞
［プロパティ］ダイアログボックスの［詳細］-［スプールの設定］-［このプリ
ンタの双方向通信機能をサポートする］を選択する。

＜Windows 98/95の場合＞
［プロパティ］ダイアログボックスの［詳細］-［スプールの設定］-［このプリ
ンタで双方向通信機能をサポートする］を選択する。
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その他の注意事項

PrintAgentを動作させる前に、以下のことに注意してください。

� ネットワーク共有プリンターが直接つながっているコンピューターのOSがWindows XP/2000/NT 4.0の場合、
プリンタープールはサポートしていません。サーバーコンピューター上ですべてのプリンターのプリンタープー
ルを無効にする必要があります。サーバーコンピューターWindows XP/2000の場合は［プリンタのプロパティ］、
Windows NT 4.0の場合は［デバイスプロパティ］の［ポート］－［プリンタプールを有効にする］のチェックを外し
てください。［プリンタプールを有効にする］をチェックした場合、プリンターの状態が正しく表示されません。
権限がない場合は管理者に連絡してください。

� PrintAgentがサポートしているネットワークプロトコルはTCP/IPです。また、LANボード、無線LANボードま
たは、LANアダプターを装着したプリンターと接続する場合、サポートしているネットワークプロトコルもTCP/
IPのみです。

� PrintAgentはWindows 2000 Advanced Server、Windows 2000 Datacenter Server、Windows NT
Server,Enterprise Edition 4.0のクラスタ機能を使ったクラスタリングシステム、あるいはWindows NT Server
4.0,Terminal Server Edition、Windows 2000のTerminal Serviceをインストールしたシステムには対応して
いません。これらのシステムでは、PrintAgentが正常に動作しない場合がありますので、PrintAgentをインス
トールしないでご利用ください。またこれらのシステムでご使用の際には、双方向通信に対応していないプリン
タードライバーをお使いください。双方向通信に対応していないプリンタードライバーは添付のプリンターソフ
トウエアCD-ROMの以下に収録しています。

－ Windows 2000対応ドライバー ：¥MW4550¥WIN2KTS
－ Windows NT 4.0対応ドライバー ：¥MW4550¥NT40TSE

プリンタードライバーのインストール方法については、3章「ターミナルサービス用プリンタードライバーのイン
ストール」（149ページ）を参照してください。また、OSの「プリンタの追加」機能で上記のフォルダーを指定するこ
とでプリンタドライバーのインストールを行なうこともできます。

� PrintAgentをインストール時に指定するPrintAgentモジュールのフォルダー名（指定しなければ「PrintAgent」に
なります）はインストール終了後に変更しないでください。フォルダー名を変更するとアンインストールが正常に
行えません。また、PrintAgentが正しく動作しません。Windows 3.1やDOS上でフォルダーの移動などを行う
と、フォルダーの名前が「PRINTÃ1」などに変わってしまう場合があります。

� プリンターソフトウエアをインストールする際に指定する出力ポート（インターフェースコネクター）に、プリン
ターインターフェース変換アダプターやプリンターバッファーを使用している場合、PrintAgentはご利用になれ
ません。PrintAgentをインストールしないでご利用ください。また、PrintAgentを利用する場合は、出力ポート
（インターフェースコネクター）からプリンターインターフェース変換アダプターやプリンターバッファーなどを
取り外してお使いください。

� ドメインに参加していないWindows XPをプリントサーバーとしてご使用の場合、プリンタステータスウィンド
ウやリプリントが正しく動作しない場合があります。

� コンピューターのOSがWindows Me/98/95の場合でネットワークアダプターが他のインターフェースなどと同
一の割り込み要求（IRQ）に設定されていると、Windows起動時にエラーが発生することがあります。このような
場合は、使用していないインターフェースの割り込み要求（IRQ）を解放し、ネットワークアダプターで使用する割
り込み要求（IRQ）と競合しないように設定を変更してください。割り込み要求（IRQ）の解放、変更についてはお使
いのコンピューター、ネットワークアダプターの取扱説明書または各OSのヘルプなどを参照してください。

� 一部のコンピューターによっては、CPUの性能によりPrintAgentの動作が不安定または動作しないものがあります。

� PrintAgentはプリンタステータスウィンドウの表示に加えて音声メッセージを通知させることもできます。この機能
を利用できるのはPCM録音・再生など「サウンド機能」を持ったコンピューターです。お手持ちのコンピューターが音
声メッセージ機能を使用できるかどうかはコンピューターに添付のマニュアルをご覧ください。
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PrintAgentの動作中は

コンピューターにPrintAgent対応プリンターが複数インストールされている場合、プリンタステータスウィンドウを表
示させるとき、ダイアログボックスで「プリンタの選択」を要求されることがあります。

PrintAgentの制限事項

� PrintAgentとプリンターポートを直接アクセスしてプリンターの状態を監視するユーティリティー
（DMITOOLなど）を同時に使用すると正しく動作しない場合があります。このような場合は、お使いのユーティリ
ティーに応じて、プリンターの監視を行わないように設定してください。

� プリンターとお使いのコンピューターのプリンターポート（パラレルポート）の設定が異なる場合、PrintAgentの
動作に不具合が生じることがあります。（例えば、コンピューターはECPモード、プリンターはニブルモードと
いった場合です。）双方の設定を合わせてご使用ください。設定を変更する場合、お使いのコンピューターの取扱
説明書を参照して、プリンターポート（パラレルポート）の設定を変更するか、プリンターの設定を変更してくだ
さい。プリンターの設定を変更するには7章「メニューモード」（327ページ）を参照してください。

OSをアップグレードする場合

お使いのコンピューターのOSをアップグレードする場合、以下のことに注意してください。

� OSをアップグレードする前に、2章の「プリンタードライバーの削除」（66ページ）、「PrintAgentの追加・削除」（70
ページ）の手順に従ってプリンタードライバー、およびPrintAgentを削除してください。OSをアップグレードし
た後に、再度プリンターソフトウエアをインストールしてください。

� 従来OS用のPrintAgentは、Windows XP/2000では使用できません。Windows Me/98/95、Windows NT 4.0/
3.51からWindows XP/2000にアップグレードする場合は、PrintAgentをアンインストールしてからWindows
XP/2000へのアップグレードを行ってください。OSのアップグレードが正しく行えた後に、Windows XP/2000
に対応したPrintAgentをインストールし、ご使用ください。

� アップグレード前のOSがWindows NT 3.51で、他のMultiWriterシリーズやPrintAgent対応プリンターの
PrintAgentをインストールしてご使用の場合、PrintAgentのアンインストールした後、Windows 2000へのアッ
プグレードを行うと、正しくアップグレードできないことがあります。できなかった場合には、「PrintAgent Eraser」
をWindows NT 3.51上で使用して、PrintAgentを削除してください。

� すでにOSをWindows XP/2000にアップグレードしてしまった場合、PrintAgentをアンインストールせずにWin-
dows XP/2000上で「PrintAgent Eraser」 を使用してPrintAgentを削除してください。

「PrintAgent Eraser」は、添付のプリンターソフトウエアCD-ROMに収録されている「￥PAeraser￥Readme.txt」
をご覧ください。
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ネットワークで思うように印刷できないときは
ネットワーク接続上の疑問およびネットワークを介しての印刷がうまくできないときは、プリンターの故障を疑う前にこ
のページを参照してください。

プリンターに印刷できない。
プリンターがネットワーク上のホス
トコンピューターから見えない。

症状 原因と対処方法

1. コンフィグレーションページを印刷して以下の項目を確認してください。

LANボードをご使用の場合

→ ネットワークケーブルは正しく接続されていますか？
コンフィグレーションページ「Link Test」の結果が「OK」であることを確認してください。

→ プリンターのリンクランプ（緑色）は点灯していますか？
→ プリンターおよびHUBのリンクランプは点灯していますか？

ネットワークケーブルが抜けていないか、ハブの電源がONになっているか確認してくだ
さい。

→ ネットワーク通信速度は正しく設定されていますか？
「10BASE/100BASE」の設定が、接続されているハブの通信速度と一致していることを
確認してください。「？」と表示されるときはHUBの通信設定を固定にしてください。

→ IPアドレスとサブネットマスクが正しく設定されていますか？
IPアドレスとサブネットマスクを確認してください。ルータを越えた環境ではゲートウェ
イアドレスを設定してください。

無線LANボードをご使用の場合

→ 無線ネットワーク環境に合った無線設定がされていますか？
「Link Test」の結果が「OK」であることを確認してください。この時に、「No connection」
の場合は、「Network Name」、「Access Point Name」、「Channel」、「Encryption」の結
果を確認してください。無線ネットワーク環境に合った無線設定がされていないときは、
ネットワーク設定の初期化を行い、再度設定することをお勧めします。

→ プリンターがセレクト状態で起動し、無線LANカードの電源ランプが点灯していますか？
無線LANボードに添付の無線LANカード以外のPCカードが取り付けられている、無線
LANカードの挿入が不十分、または無線LANボードの取り付け不十分が考えられます。
36～37ページを参照して正しく取り付けてください。また、無線LANカード電源ランプ
と送受信ランプが10秒程度の間隔で点滅している場合は、無線LANボードとしては、正
常に動作していますが、無線接続が確立していない状態です。ネットワーク設定の初期化
を行い、再度設定することをお勧めします。

→ 暗号キーやネットワーク名は間違っていませんか？

暗号キーやネットワーク名が正しく設定されていないと、無線通信のセキュリティ機能に
より無線接続されません。この場合はネットワーク設定の初期化を行い、再度設定するこ
とをお勧めします。暗号キーを変更する場合は無線LANボードを先に変更し、その後にア
クセスポイントやコンピューターの設定を変更してください。

2. コンピューターからPingコマンドを実行し、コンピューターとプリンターが通信できる
か、以下の手順に従って確認してください。

→ ＜Windows Me 日本語版の場合＞
�［スタート］－［プログラム］－［アクセサリ］－［MS-DOSプロンプト］を選択する。
� ping 123.123.123.123（「123.123.123.123」はプリンターのIPアドレス）。

Windows XP/2000/Me/98/95をご使用の場合
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症状 原因と対処方法

（例）

C:¥WINDOWS> ping 123.123.123.123　[return]

Pinging 123.123.123.123 with 32 bytes of data:

Reply from 123.123.123.123: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 123.123.123.123: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 123.123.123.123: bytes=32 time<10ms TTL=255

Reply from 123.123.123.123: bytes=32 time<10ms TTL=255

Ping statistics for 123.123.123.123:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum =   0ms, Average =   0ms

応答がある場合は、コンピューター上のプリンターのプロパティを開いて［印刷先］を
再度、確認してください。
また、プリンターの電源をOFFにして応答がないことを確認してください。
プリンターの電源を入れた状態で応答がない場合は、プリンター以外の機器（コン
ピューター）と通信できるか確認してください。また、コンピューターおよびプリン
ターのIPアドレスが適切がどうか確認してください。
IPアドレスは、コンピューターのIPアドレスが「192.168.0.1」のとき、プリンターのIP
アドレスは「192.168.0.2」のようにネットワークの番号帯が一致している必要がありま
す。プリンターのIPアドレスが「11.22.33.44」のように番号帯が異なる場合は、一致さ
せるようにしてください。

→ LANボード/LANアダプターは動作していますか？
LANボード/LANアダプターのステータスランプが点灯または点滅している場合は、再
度プリンターの電源を入れ直してください。

→ 無線通信に影響を与えるものがプリンターの周辺にありませんか？
無線LANボードは最大11Mbpsの無線通信速度に対応していますが、次のような周囲
の環境によっては通信速度が低下する場合があります。
� 近くに電子レンジなど同じ周波数帯の電波を放射する機器がある。
� アクセスポイント等の通信相手との距離が離れていたり間に障害物がある。
� プリンターが壁やパーティションに囲まれている。
コンフィグレーションページを印刷し、「Link Quality」の結果が「Good」以外の場合は
設置場所の変更をお勧めします。

プリンターと双方向通信が有効でない。
→ PrintAgentは、IPP印刷、LPR印刷に対応していません。プリンタードライバーの双方
向通信機能を無効にしてください。詳しくは、本章の「PrintAgentの機能を十分に発揮
させるために」（401ぺージ）を参照してください。

→ 丁合い印刷には、メモリー増設または、ハードディスク増設による電子ソート機能を利
用することをお勧めします。詳しくは4章の「電子ソート機能」（226ページ）を参照して
ください。

→ 丁合い印刷または部数印刷はアプリケーションの設定を行ってください。

→ ルーターを越えた環境にSNMPマネージャのコンピューターが存在する場合は、ゲート
ウェイアドレスの設定が必要になります。

→ ホストコンピューターに設定されたコミュニティ名と同じコミュニティ名をLANボード
に設定してください。

→ ご使用の無線LANカードに添付のユーティリティによっては、無線LANボードとの接続
状態を表示できない場合があります。この場合は、ご使用のコンピューターからEASY
設定ユーティリティを起動し、プリンタリストのウィンドウに接続先の無線LANプリン
ターが表示されることで接続状態を確認してください。

プリンターに印刷できない。
プリンターがネットワーク上のホス
トコンピューターから見えない。（続
き）

コンフィグレーションページが印刷
されない。

印刷速度が遅い

丁合い印刷、多部数印刷ができな
い。

SNMP Trapがホストコンピュー
ターに送信されない。

SNMPに応答がない。

無線LANカードに添付のユーティリ
ティから無線LANボードの接続が確
認できない。
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症状 原因と対処方法

Windows Me/98/95をご使用の場合

Windows XP/2000をご使用の場合

Windows NTをご使用の場合

UNIXをご使用の場合

プリンターに印刷はできるが、正し
く印刷されない。印刷の途中で操作
パネルに「データガノコッテイマス」
と表示される。データの最後の部分
が欠けて印刷される。

白紙が印刷される。

→ IPアドレスが他の機器と重なっていないか確認してください。

→ WWWブラウザーを起動し、プリンターのIPアドレスを指定して設定画面を開き、［印刷
履歴］を設定し、不具合発生時にログにエラーが無いか確認してください。また、「LPR
バイトカウントを有効にする」設定を有効にしてください。

→ プリンターのプロパティを開いて、スプールの設定を「全ページ分のデータをスプールし
てから、印刷データをプリンターに送る」にしてください。

→ Standard TCP/IP Port の設定を確認してRAW（9100）になっている場合はLPRに変更
してください。

→ Standard TCP/IP Port のLPRを用いて印刷している方は、「LPRバイトカウントを有
効にする」を有効にしてください。

→ パラレルインターフェースから正しく印刷できるか確認してください。

LPR印刷で、しばらくしてプリント
マネージャーに「プリンタビジーまた
はエラー」と表示される。

→ 他のジョブを印刷している場合に起こることがあります。プリンターが使用中であれば、
しばらく待ってからデータを送り直してください。

→ 印刷するページを少なくして、もう一度印刷してみてください。印刷できた場合は、Win-
dows NTのSystemディレクトリーの空き容量が少ないことが考えられます。十分な空き
容量を確保してください。

LPRで印刷中に、ジョブがキャンセ
ルされる。
「エラー」と表示した状態で停止す
る。

LPRで大量の印刷を行うと途中で印
刷が止まる場合がある。

→ 12ジョブ以上の印刷で止まる場合はWindows NTシステムの設定による可能性がありま
す。マイクロソフト社から提供されている「サポート技術情報」を参考に設定を確認してく
ださい。

プリンターに印刷はできるが、正し
く印刷されない。印刷の途中で操作
パネルに「データガノコッテイマス」
と表示される。データの最後の部分
が欠けて印刷される。

→ IPアドレスが他の機器と重なっていないか確認してください。

→ WWWブラウザーを起動し、プリンターのIPアドレスを指定して設定画面を開き、［印刷
履歴］を設定し、不具合発生時にログにエラーが無いか確認してください。

→ プリンターのプロパティを開いて、スプールの設定を「全ページ分のデータをスプールし
てから、印刷データをプリンターに送る」にしてください。

→ パラレルインターフェースから正しく印刷できるか確認してください。

lprコマンドでデータを転送したが、
文字が正しく印刷されない。

pu tコマンドでデータを転送した
が、最後のページが排出されない。

→ プリンター側のエミュレーションの設定が誤っている場合があります。エミュレーション
の設定を確認してください。

→ プリンターのコードに変換されていない場合があります。eucコードのフィルター設定を
確認してください。フィルターの機能については、3章の「ネットワークでの設定」の
「UNIX環境の設定」（152ページ）を参照してください。

→ テキストファイル等の転送の場合、FFコードが付いていないことがあります。プリンター
側で自動排出を設定してください。
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ストップ 両面 トレー 印刷可

設定変更 メニュー終了

シフト 排出 リセット

印刷方向 ホッパ 縮小/拡大 メニュー

電源

印刷可

データ

アラーム

紙づまりのときは
紙づまりが発生すると、操作パネルのアラーム（赤）ランプが点滅し、ディスプレイに“74　カミヅマリ”、または“83　ヨ
ウシピックミス”と表示されます。同時にプリンターは印刷を中止し、ディセレクト状態（印刷可ランプが消灯）になりま
す。

紙づまりの発生箇所

紙づまり、またはピックミス（用紙給紙ミス）のときのディスプレイ表示と発生箇所は次の表のとおりです。ディスプレイ
下段の表示は紙づまり、またはピックミス（用紙給紙ミス）が発生している箇所を表しています。

赤色に点滅 “カミヅマリ”または“ヨウシピックミス”と表示される

次ページの図を参考にして�、�、�、�、�、�、�、�のいずれかを開けて、つまった箇所を調べてください。つ
まった箇所に応じて、410ページからの手順に従って用紙を取り除いてください。

ディスプレイ表示
紙づまり発生箇所

上段 下段

“74　カミヅマリ”

“ホンタイ　サイドA　××” 　　本体部　サイド

“ホンタイ　サイド B　××” 　　本体部　サイド

“キュウシ　サイドC　××” 　　給紙部　サイド

“リョウメン” 　　両面印刷ユニット部

“フィニッシャ　フィニッシャE　　××” 　　フィニッシャー部

“フィニッシャ　フィニッシャF　××” 　　フィニッシャー部

“フィニッシャ　フィニッシャG　××” 　　フィニッシャー部

“フィニッシャ　フィニッシャH　　××” 　　フィニッシャー部

“83　ヨウシピックミス”

“ホッパ1　サイドA” ホッパー1およびサイドA

“ホッパ2　サイドB” ホッパー2およびサイドB

“ホッパ3　サイドB” ホッパー3およびサイドB

“ホッパ4　サイドC” ホッパー4およびサイドC

“ホッパ5　サイドC” ホッパー5およびサイドC

“トレー” 　トレー部

�

�

�

�

�

�

�

�

XXには、任意の数字が表示されます。
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�～�で示す網掛け部分が紙づまり、またはピックミスの発生箇所です。処理手順については次ページ以降を参照してく
ださい。

定着器周辺、および装置内部の金属部は高温になっていますので手を触れないよう十分に注意して、つまった
用紙を取り除いてください。

紙づまりの発生箇所
オプション（大容量ホッパー＋フィニッシャー＋両面印刷ユニット＋封筒フィーダー＋フェースアップトレー）装着時

�　本体部

�　両面印刷ユニット部

�　給紙部

封筒フィーダー

フィニッシャー

�フィニッシャー部

�フィニッシャー部

�本体部

ホッパー1

ホッパー2

ホッパー3

ホッパー4

ホッパー5

EP
カートリッジ

�フィニッシャー部

�フィニッシャー部

フェースアップ
トレー
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  定着器周辺、および装置内部の金属部は高温になっていますので手を触れないよう十分に注意して、つまった
用紙を取り除いてください。

ピックミスの発生箇所
オプション（大容量ホッパー＋フェースアップトレー）装着時

トレー

ホッパー1

ホッパー2

ホッパー3

ホッパー4

ホッパー5

EP
カートリッジ

トレー部

ホッパー1およびサイドA
ホッパー2およびサイドB
ホッパー3、4、5およびサイドC

サイドA

サイドB

サイドC
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紙づまりの処理

発生箇所（�、�、�、�、�、�、�、�）に応じて、紙づまりの処理をしてください。

つまった用紙を取り除くことができたら、カバー類を閉めてください。完全に取り除かれていればアラームは解除され、
自動的に印刷は再開されます。

紙づまりが頻発するようでしたら、「紙づまり、ピックミス処理後の確認」（426ページ）を参照して紙づまりを誘発させる
事柄がないか確認してください。

� つまった用紙は、以下の手順どおりに取り除いてください。無理に引き抜こうとすると、用紙が破れ、残った紙片がプ
リンターの正しい用紙送りを妨げることがあります。

� 紙づまりが発生した場合、つまった用紙が取り除かれると、紙づまりによって正しく排出されなかった用紙の印刷デー
タから印刷を再開します。しかし、紙づまりが発生した位置によっては、正しく排出されなかった印刷データから印刷
を再開できない場合があります。

�　本体部の紙づまり

本体部で紙づまりが発生した場合の処理方法を説明します。

高温注意を促すラベルが貼ってある箇所（定
着器やその周辺）には、絶対に触れないでく
ださい。やけどのおそれがあります。
なお定着器に用紙が巻き付いているときに
は無理に取らないで、ただちに電源を切
り、サービス担当者またはお買い求めの販
売店にご相談ください。

� フェースアップトレー（オプション）が装着されている
場合はフェースアップトレーを持ち上げるようにし
て取り外す。

� フェースアップ排紙口につまっている用紙があった
ら、排紙方向にまっすぐ引き抜いて取り除く。

用紙がローラーにかかっていないときは、用紙をしっかり
と持って手前にゆっくりと引き抜きます。
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� 両面印刷ユニット（オプション）を装着している場合は
リリースレバーを押し上げてゆっくりと開く。

� リリースレバーを引きながらサイドカバーAをゆっく
りと開く。

� 排紙口につまっている用紙があったら、排紙方向に
まっすぐ引き抜いて取り除く。

� 定着器に用紙がつまっていたら定着器に触れないよ
うに注意しながらノブを押しながら回して、用紙を
矢印の方向に引き抜く。

� プリンター内に用紙が残っていないかどうかを確認
し、あったら取り除く。

� サイドカバーAを閉じる。

つまった用紙が取り除かれていれば、アラームが解除さ
れ、自動的に印刷は開始されます。これで終わりです。

	 両面印刷ユニットを装着している場合は、両面印刷
ユニットを閉じる。

� フェースアップトレーを装着している場合はフェー
スアップトレーを取り付ける。

リリースレバー

リリースレバー

サイドカバーA
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� ホッパー1のカセットを引き出す。


 用紙がつまっていたら取り除く。

 用紙のセット方法、およびセットした用紙の種類が
正しいか確認する。

エンドガイドとサイドガイドの位置が正しいか確認してく
ださい。
「5章　用紙のセット」（297ページ）を参照してください。

� ホッパー1のカセットを奥に突き当たるまでゆっくり
と押し込む。
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�　本体部の紙づまり

� リリースレバーを引きながらサイドカバーBをゆっく
りと開く。

サイドカバーBを開けるために、トレーをたたんだり、封筒
フィーダー（オプション）を取り付けている場合は封筒
フィーダーを抜き出してください。

� プリンター内に用紙が残っていないかどうかを確認
し、用紙があったら取り除く。

� サイドカバーBを閉じる。

� ホッパー2のカセットを引き出す。

� 用紙がつまっていたら取り除く。

� 用紙のセット方法、およびセットした用紙の種類が
正しいか確認する。

エンドガイドとサイドガイドの位置が正しいか確認してく
ださい。
「5章　用紙のセット」（297ページ）を参照してください。

� カセットをホッパー2の奥に突き当たるまでゆっくり
と押し込む。

サイドカバーB

� ホッパー3のカセットを引き出す。
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	 用紙がつまっていたら取り除く。

� 用紙のセット方法、およびセットした用紙の種類が
正しいか確認する。

エンドガイドとサイドガイドの位置が正しいか確認してく
ださい。
「5章　用紙のセット」（297ページ）を参照してください。

� ホッパー3のカセットを奥に突き当たるまでゆっくり
と押し込む。
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�　給紙部の紙づまり

給紙部で紙づまりが発生した場合の処理方法を、大容量ホッパーを装着した場合を例にして説明します。

� リリースレバーを引きながらサイドカバーCをゆっく
りと開く。

� プリンター内に用紙が残っていないかどうかを確認
し、用紙があったら取り除く。

� ホッパー5のカセットの上部に見えているつまった
用紙を慎重に引き出す。

� ホッパー5のカセットを引き出し、つまっている用紙
を取り除く。

リリースレバー
サイドカバーC

� サイドカバーCを閉じる。

� ホッパー5のカセットが指定されている場合は、ホッ
パー3を引き出す。

ホッパー3のカセットをいっぱいに引き出し、持ち上げるよ
うにして取り外します。

用紙カセットを取り外すとき、用紙がセットされて
いると重くなっています。両手で持って取り外して
ください。

ホッパー3のカセットを取り外さずにホッパー5での紙
づまり処置を進めると、中に紙片が残ってしまうことが
あります。
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� 用紙のセット方法、およびセットした用紙の種類が
正しいか確認する。

エンドガイドとサイドガイドの位置が正しいか確認してく
ださい。
「5章　用紙のセット」（297ページ）を参照してください。

	 ホッパー5のカセットを奥に突き当たるまでゆっくり
と押し込む。

� ホッパー3のカセットを奥に突き当たるまでゆっくり
と押し込む。

用紙カセットを取り付けるとき、用紙がセットされて
いると重くなっています。両手で持って取り付けてく
ださい。

� カバーの下につまっている用紙があったらカバーを
開けて取り除く。

ホッパー5での紙づまりは、ホッパー5の中でも発生す
る場合があり、その場合でもディスプレイ上には“サイド
C”と表示されます。よく見ると、「キュウシサイドC×
×」の番号が違っています。
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�　両面印刷ユニット部の紙づまり

両面印刷ユニット部で紙づまりが発生した場合の処理方法を説明します。

プリンターの電源を入れたままで紙づまりの処置をしてください。電源を切ると、プリンター内に残っている印刷データ
や、プリンターのメモリー上に蓄えられた情報は消去されます。

� 両面印刷ユニットの排紙口につまった用紙があった
ら、排紙方向にまっすぐに引いて取り除く。

� リリースレバーを上に押し上げながら、ゆっくりと
両面印刷ユニットを開く。

� グリーンの取っ手を持って内側のカバーを開く。

� 両面印刷ユニットの内部につまっている用紙を取り
除く。

� 内側のカバーを閉じる。

� 両面印刷ユニットを閉じる。

用紙が取れない、または見つからない場合はフロントカ
バーを閉じた後、「�　本体部の紙づまり」（413ページ）
の手順に従って処理してください。

リリースレバー



893-810024-003-A 第2版

9 故障かな？と思ったら 418

 

E

F

G

H
�、�、�、�　フィニッシャー部の紙づまり

フィニッシャー部で紙づまりが発生した場合の処理方法を説明します。
用紙を引き抜くときに開けるカバーは次の4つです。

� フィニッシャーゲートE ............ 本体排紙口
� フィニッシャーカバーF ............ 用紙搬送部上面
� フィニッシャーカバーG ............ フィニッシャー正面部
� フィニッシャーカバーH ............ フィニッシャー排紙部

� フィニッシャーゲートEを開けながら用紙を引き抜
く。

引き抜けないようなら「排紙口またはプリンター内部で用紙
がつまっている場合」の手順に従って定着ユニットから用紙
を取り除きます。

� フィニッシャーカバーFを開け、つまっている用紙を
取り除く。

� フィニッシャーカバーGを開け、つまっている用紙を
取り除く。

向かって左側のレバーを開け、つまみを反時計回りに回し
て、用紙を取り除きます。

� 排紙側に用紙がつまっている場合は、フィニッ
シャーカバーHを持ち上げて、つまっている用紙を取
り除く。

つまみ

レバー

向かって左側のレバーを開け、つまみを時計回りに回し
て、用紙を取り除きます。

レバー

つまみ

フィニッシャーカバーH

フィニッシャーゲートE

フィニッシャーカバーF
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ピックミス（用紙給紙ミス）の処理

発生箇所（ホッパーまたはトレー）に応じて、ピックミス（用紙給紙ミス）の処理をしてください。

給紙されなかった用紙を取り除くことができたら、カバー類を閉めてください。完全に取り除かれていればアラームは解
除され、自動的に印刷は再開されます。

ピックミスが頻発するようでしたら、「紙づまり、ピックミス処理後の確認」（426ページ）を参照してピックミスを誘発さ
せる事柄がないか確認してください。

給紙できなかった用紙は、このマニュアルの手順どおりに取り除いてください。無理に引き抜こうとすると、用紙が破れ、
残った紙片がプリンターの正しい用紙送りを妨げることがあります。

用紙カセットでのピックミス

ホッパーでピックミスが発生した場合の処理方法を説明します。

� プリンターの電源を入れたままで紙づまりの処置をいてください。電源を切ると、プリンター内に残っている印刷デー
タや、プリンターのメモリー上に蓄えられた情報は消去されます。

� 本体側と給紙口にまたがって紙づまりになった場合は、ホッパーの開閉のみではアラームは解除されません。本体カバー
の開閉が必要となります。

ホッパー1でのピックミス

� リリースレバーを引きながらサイドカバーAをゆっく
りと開く。

� プリンター内に残っている用紙を引き抜き、サイド
カバーAを閉じる。

給紙されなかった用紙は用紙カセットから取り去って、
再セットしないでください。

用紙の折れ曲がりなどにより紙づまりの原因となりま
す。

サイドカバーA

リリースレバー
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� ホッパー1のカセットを引き出す。

� 用紙がつまっていたら取り除く。

� 用紙のセット方法、およびセットした用紙の種類が正
しいか確認する。

エンドガイドとサイドガイドの位置が正しいか確認してくだ
さい。
「5章　用紙のセット」（297ページ）を参照してください。

� ホッパー1のカセットを奥に突き当たるまでゆっくり
と押し込む。
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ホッパー2でのピックミス

� リリースレバーを引きながらサイドカバーBをゆっく
りと開く。

� カバー内で用紙がつまっていたら引き抜き、サイド
カバーBを閉じる。

� ホッパー2のカセットを引き出す。

� 用紙がつまっていたら取り除く。

� 用紙のセット方法、およびセットした用紙の種類が
正しいか確認する。

エンドガイドとサイドガイドの位置が正しいか確認してく
ださい。
「5章　用紙のセット」（297ページ）を参照してください。

� ホッパー2のカセットを奥に突き当たるまでゆっくり
と押し込む。

サイドカバーB

リリースレバー
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ホッパー3でのピックミス

� リリースレバーを引きながらサイドカバーCをゆっく
りと開く。

� カバー内で用紙がつまっていたら引き抜き、サイド
カバーCを閉じる。

� ホッパー3のカセットを引き出す。

� 用紙がつまっていたら取り除く。

� 用紙のセット方法、およびセットした用紙の種類が
正しいか確認する。

エンドガイドとサイドガイドの位置が正しいか確認してく
ださい。
「5章　用紙のセット」（297ページ）を参照してください。

� ホッパー3のカセットを奥に突き当たるまでゆっくり
と押し込む。

サイドカバーC
リリースレバー
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ホッパー4

ホッパー5

ホッパー4でのピックミス

� リリースレバーを引きながらサイドカバーCをゆっく
りと開く。

� カバー内で用紙がつまっていたら引き抜き、サイド
カバーCを閉じる

� ホッパー4のカセットを引き出す。

� 用紙がつまっていたら取り除く。

� 用紙のセット方法、およびセットした用紙の種類が
正しいか確認する。

サイドガイドの位置が正しいか確認してください。
5章「用紙のセット」（297ページ）を参照してください。

� ホッパー4のカセットを奥に突き当たるまでゆっくり
と押し込む。

リリースレバー
サイドカバーC
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ホッパー5でのピックミス

� リリースレバーを引きながらサイドカバーCをゆっく
りと開く。

� カバー内で用紙がつまっていたら引き抜き、サイド
カバーCを閉じる。

� ホッパー5のカセットが指定されている場合は、ホッ
パー3を引き出す。

ホッパー3のカセットはカセットをいっぱいに引き出し、持
ち上げるようにして取り外します。

用紙カセットを取り付けるとき、用紙がセットされて
いると重くなっています。両手で持って取り付けてく
ださい。

ホッパー3のカセットを取り外さずにホッパー5での紙
づまり処置を進めると、中に紙片が残ってしまうことが
あります。

� ホッパー5のカセットの上部に見えているつまった用
紙を慎重に引き出す。

� ホッパー5のカセットを引き出し、つまっている用紙
を取り除く。

� カバーの下につまっている用紙があったらカバーを
開けて取り除く。

� 用紙のセット方法、およびセットした用紙の種類が
正しいか確認する。

エンドガイドとサイドガイドの位置が正しいか確認してく
ださい。
「5章　用紙のセット」（297ページ）を参照してください。

サイドカバーC
リリースレバー
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トレーでのピックミス

トレーでピックミスが発生した場合の処理方法を説明しま
す。

� つまっている用紙を矢印の方向に引き、取り除く。

� 印刷したい面を下にして、差し込み口に軽く突き当
たるまで入れる。

給紙されなかった用紙はトレーから取り去って、再セッ
トしないでください。用紙の折れ曲がりなどにより紙づ
まりの原因となります。

� 用紙のセット方法が正しいか確認する。

サイドガイドの位置はセットした用紙に合わせてくださ
い。
5章の「トレーに用紙をセットする」（297ページ）を参照して
ください。

� ホッパー5のカセットを奥に突き当たるまでゆっくり
と押し込む。

	 ホッパー3のカセットを奥に突き当たるまでゆっくり
と押し込む。

用紙カセットを取り付けるとき、用紙がセットされて
いると重くなっています。両手で持って取り付けてく
ださい。
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紙づまり、ピックミス処理後の確認

給紙できなかった用紙、またはつまっていた用紙を取り除いたら、紙づまりの再発を防止するために次の事項を確認して
ください。

□ 用紙の破片が紙づまりした場所に残っていませんか。

□ 用紙は正しくセットされていますか。

□ 用紙は規格内のものを使用していますか。また、「用紙の規格」（439ページ）に記載されている事柄は守られていま

すか。

□ セットする用紙の量が多すぎませんか。サイドガイドの用紙上限線以下にセットされていますか。(坪量64.0g/m2

（連量55kg）の普通紙で、標準ホッパーの容量は約500枚です。)

□ 一度印刷した用紙を使用していませんか。

□ サイドカバー、フロントカバーは確実に閉じられていますか。

□ 標準用紙カセット、または定形外用紙カセットが奥までまっすぐに差し込まれていますか。

□ 標準用紙カセット、または定形外用紙カセット内のサイドガイドおよびエンドガイドが用紙サイズに合っていま
すか。

□ トレーにセットした用紙サイズと［トレー］スイッチで選択した用紙サイズは合っていますか。

上記の確認後、以下の「テスト印刷をする」に従って印刷が正しく行われることを確認してください。（紙づまり処理直後
はローラーなどに付着したトナーで用紙が汚れることがあります。数ページ、テスト印刷をしてください。）

テスト印刷をする

印刷中は電源スイッチをOFFにしないでください。印刷中にOFFにすると紙づまりおよび故障の原因になります。

用紙カセットにA4サイズの用紙がセットされていることを確認してください。

� 電源スイッチをONにする。

ディスプレイに次のメッセージが順に表示されます。

“イニシャライズチュウ”
“ウォームアップチュウ”

� ブザーが2回鳴り、印刷可ランプが点灯することを確
認する。

� 操作パネルの［印刷可］スイッチを押す。

印刷可ランプが消灯します。

�［メニュー］スイッチを押す。

ディスプレイには“テストメニュー　→”と表示されます。

�［ ］スイッチを1回押す。

ディスプレイ下段には“←ステータスインサツジッコウ→”
と表示されます。

　テストメニュー

�［ ］スイッチを押す。

データランプが点灯し、プリンターはテスト印刷を開始し
ます。ディスプレイには“テストインサツチュウ”と表示さ
れテスト印刷を開始します。

� 印刷結果を確認する。

　テストメニュー
　ステータスインサツシ゛ッコウ

　テストインサツチュウ
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プリンターを運搬するときは
引っ越しや修理などでプリンターを運搬するときは、次の手順でプリンターから付属品、消耗品、およびオプションを取
り外してから行ってください。

� 付属品および消耗品（EPカートリッジ、電源コード、
プリンターケーブル）を取り付けたときと逆の手順で
取り外す。（ユーザーズマニュアル「1章　プリンター
の設置」を参照してください。）

どの付属品を取り外すときも、電源がOFFになっている
ことを確認してください。

� オプションを取り付けている場合は、各オプション
の取扱説明書か、1章「オプション」（15ページ）を参照
して取り外す。

� 購入時の箱や緩衝材がない場合は、プリンターに衝
撃を与えないよう柔らかいもので保護し、静かに運
搬する。

プリンターを移動する際は、装置側面の取っ手を持ち、3人
以上で運んでください。プリンターの標準の質量（EPカート
リッジ含まず）は約44.5kgです。

2人以下で運ぶと腰を痛めるおそれがあります。

また、装置の重心は左側にありますので、左側方向へ倒れな
いように注意してください。

プリンター・消耗品を廃棄するときは
� プリンターの廃棄については各自治体の廃棄ルールに従ってください。詳しくは、各自治体へお問い合わせください。
また、廃棄の際はEPカートリッジを取り外してお出しください。

� NEC製のEPカートリッジは地球資源の有効活用を目的として回収し、再利用可能な部品は再利用しています。ご使用
済みのNEC製EPカートリッジは捨てずに、EPカートリッジ回収センターに直接お送りいただくか、お買い上げの販
売店、または添付の「NECサービス網一覧表」に記載されているサービス施設まで、お持ち寄りください。なお、その
際はEPカートリッジの損傷を防ぐため、ご購入時の梱包箱に入れてください。回収については8章の「EPカートリッ
ジの回収と購入」（368ページ）を参照してください。
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NECは、MultiWriter 4550の「お客様登録」をされた方々にさまざまなユーザーサービスを用意しています。ユーザーサー
ビスをご利用になる前に、ここで説明している保証およびサービスの内容について確認してください。

�お客様登録申込書について................................................................ 430ページ
�保証について ..................................................................................... 430ページ
�保守サービスについて....................................................................... 431ページ
�プリンターの寿命について................................................................ 431ページ
�補修用性能部品および消耗品について ............................................. 431ページ
�ユーザーズマニュアルの再購入について.......................................... 432ページ
�情報サービスについて....................................................................... 432ページ
�プリンターソフトウエアをフロッピーディスクで必要な場合 ......... 432ページ

10章
ユーザーサービス
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管理銘板の位置

お客様登録申込書＊について

添付の「お客様登録申込書」に記載されている事項をよくお読みになり、登録してください。

＊ N1153-L4550は、「お客様登録申込書」が添付されていません。ご購入先の販売店にご連絡いただき、お客様登録をしてください。

保証について

プリンターには「保証書」が添付されています。「保証書」は販売店で所定事項を記入してお渡しします。記載内容を確認し
て大切に保管してください。保証期間中に万一故障が発生した場合は、「保証書」の記載内容に基づき、無料で修理しま
す。詳細については「保証書」、および次ページの「保守サービスについて」をご覧ください。また、プリンターに添付の
「NECサービス網一覧表」に記載されているサービス窓口へお問い合わせください。

本体の背面に、製品の型式、SERIAL No.（製造番号）、定格、製造業者名、製造国が明記された管理銘板が貼られていま
す（下図参照）。販売店またはサービス窓口にお問い合わせする際にこの内容をお伝えください。また、管理銘板の製造番号
と保証書の保証番号が一致していないと、万一プリンターが保証期間内に故障した場合でも保証を受けられないことがあり
ます。お問い合わせの前にご確認ください。

管理銘板
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＊1 受付窓口の所在地、連絡先などは添付の「NECサービス網一覧表」もしくは、インターネットのホームページアドレス
http://www.fielding.co.jp/per/index.htmをご覧ください。

＊2 本製品は「出張修理対象品」ですので、保証期間内の出張修理は無料です。出張修理の対象となっていない製品は出張料のみ有料となります。

プリンターの寿命について

MultiWriter 4550の製品寿命は、印刷枚数が200万ページ、または使用年数5年のいずれか早いほうです。MultiWriter
4550は、30万ページごとに定期保守が必要です。定期保守については、販売店または「NECサービス網一覧表」に記載の
サービス窓口にご相談ください。

補修用性能部品および消耗品について

本製品の補修用性能部品および消耗品の最低保有期間は製造打ち切り後7年です。

なお、N型製品における消耗品の最低保有期間については、「レーザプリンタ　N1153-L4550　補足説明書」を参照して
ください。

種　類 概　要
修理料金

お支払い方法 受付窓口＊1

保証期間内 保証期間外

契約保守

ご契約いただきますと、修理のご依
頼に対しサービス担当者を派遣し、
修理いたします。(原則として派遣日
にその場で修理いたしますが、故障
の程度・内容により、お引き取りし
て修理する場合もありますのでご了
承ください。) 保守料は、システム
構成に応じた一定料金を前払いして
いただくため一部有償部品を除き、
修理完了時にその都度お支払いいた
だく必要はありません。保守費用の
予算化が可能になります。

機器構成、契約期間に
応じた一定料金

契約期間に応
じて一括払い

NECフィールディング(株)

出張修理

修理のご依頼に対してサービス担当
者を随時派遣し、修理いたします。
(原則として派遣日にその場で修理い
たしますが、故障の程度・内容によ
り、引き取りさせていただいて修理
する場合もありますのでご了承くだ
さい。) ご契約は不要です。

無料＊2

修理料
＋
出張料

そのつど清算

保守サービスの種類

保守サービスについて

保守サービスは純正部品を使用することはもちろん、技術力においてもご安心してご利用いただける、当社指定の保守
サービス会社をご利用ください。保守サービスは以下のような種類があります。

� 契約保守 ............ 年間一定料金で契約を結び、サービス担当者を派遣するシステムです。

� 出張修理 ............ サービス担当者がお客様のところに伺い、修理をするシステムです。料金は修理の程度、内容に応
じて異なります。
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ユーザーズマニュアルの再購入について

もしユーザーズマニュアルを紛失されたときは、下記のPCマニュアルセンターに品名を次のように指定してお申し込み
ください。ユーザーズマニュアル（コピー版）を実費で再度購入することができます。

品名 MultiWriter 4550　ユーザーズマニュアル

なお、ユーザーズマニュアルの紛失に備えて、品名をメモしておくようにしてください。

PCマニュアルセンター

URL：http://pcm.mepros.com/

電話：03-5476-1900
受付時間　月曜から金曜　10：00～12：00/13：00～16：00
（土曜、日曜、祝祭日は、ご利用になれません）

FAX：03-5476-1967
受付時間　24時間（いただいたFAXに対するご回答は翌営業日以降となります。）

情報サービスについて

� プリンター製品に関する最新情報

インターネット　「NEC 8番街」　URL：http://nec8.com/

� プリンターに関する技術的なご質問、ご相談

NEC 121コンタクトセンター
（電話番号、受付時間などについては、「NECサービス網一覧表」をご覧ください。）

プリンターソフトウエアをフロッピーディスクで必要な場合

通常プリンターソフトウエアのインストールは添付のCD-ROMから行いますが、フロッピーディスクを使ってインストー
ルしたい場合は、いったんCD-ROMに収録されているプリンターソフトウエアをフロッピーディスクにコピーしてから
インストールします。フロッピーディスクの作成手順については次ページの「FD作成」をご覧ください。

もし「CD-ROMドライブを持っていない」などでフロッピーディスクにコピーできない場合は、あらかじめ以下の必要事
項を調べていただいた上で、最寄りのPCクリーンスポットまでご連絡ください。PCクリーンスポットの連絡先は、添付
の「NECサービス網一覧表」をご覧ください。無償でご希望のフロッピーディスクをお送りします。

必要事項

� プリンターの名称 MultiWriter 4550

� プリンターの製造番号 保証書をご覧ください。9桁の英数字です。

� フロッピーディスクタイプ 3.5インチ型の1.44MBタイプ＊1、または3.5インチ型の1.2MBタイプ*2

� ご住所

� ご氏名

� ご連絡先 昼間ご連絡がとれる電話番号をお知らせください。また自宅か勤務先かも明記してください。

＊1 PC98-NXシリーズを含むIBM PC/AT互換機（DOS/V対応機）に対応
＊2 PC-9800シリーズに対応
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FD作成（インストール媒体の作成）

「FD作成」はプリンターソフトウエアCD-ROMの内容を任意の項目で構成し、フロッピーディスク、またはハードディス
クなど任意の媒体にインストール用のプリンターソフトウエアをコピーする機能です。

コピーされる形式は次の2通りです。
� マスターとして 本プリンター用のプリンターソフトウエアをすべてコピーします。（1.44MBもし

くは1.25MBでフォーマットされたフロッピーディスク10枚が必要です）
�「カスタム」インストール用として 機能を選択して、インストール用のプリンターソフトウエアをコピーします。

（1.44MBもしくは1.25MBでフォーマットされたフロッピーディスク10枚が必要
です）

プリンターソフトウエアをコピーしたハードディスクを他のコンピューターも共有できるようにしておけば、CD-ROMを使わずに
ネットワークを介してプリンターソフトウエアをインストールすることができます。複数台のコンピューターに同じ内容のソフトウ
エアを短時間にインストールしたい場合などに便利です。

ここでは、Windows XP環境でFD作成をする手順を説明します。他のOSにおいても同様の手順です。

Windows  XPをお使いの場合は、アカウントの種類が［コンピュータの管理者］のユーザーが設定してください。
Windows 2000/NT 4.0をお使いの場合は、Administrators権限を持つユーザーが設定してください。

� プリンターソフトウエアCD-ROMをセットし、メ
ニュープログラムを立ち上げる。

メニュープログラムを立ち上げる手順はお使いになるコン
ピューターの環境によって異なります。各OSのインストー
ル方法を参照してください。

［インストール］をクリックしてから、［MultiWriter 4550］を
選んで［インストール開始］をクリックします。

� インストール媒体の作成先、媒体種別を指定し、［次
へ］をクリックする。

作成先にフロッピーディスクドライブを指定するとプリン
ターソフトウエアがフロッピーディスクにコピーされます。
インストール媒体作成先に、ハードディスク、ネットワーク
パスを指定することができます。

［マスタ媒体として作成する。］を選ぶと、CD-ROMと同様の
内容をすべてコピーします。

� FD作成の［作成］をクリックする。 ＜［マスタ媒体として作成する］を選んだ場合＞

手順�へ進んでください。

＜［カスタム媒体として作成する］を選んだ場合＞

手順�へ進んでください。
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� プリンタードライバーのインストール、プリンターの
接続先を選び、［次へ］をクリックする。

＜［未指定］を選んだ場合＞

手順�に進んでください。

＜［ローカルポート］を選んだ場合＞

希望するポートを選び、［次へ］をクリックする。

＜［ネットワーク共有プリンタ］を選んだ場合＞

プリンターの接続先を指定し、［次へ］をクリックす
る。

＜［NEC TCP/IP Port］を選んだ場合＞

LANボード、またはLANアダプターのIPアドレスある
いは、ホスト名を設定して［次へ］をクリックする。

� 任意の機能を選ぶ。

［全追加］をクリックするとすべてチェックされます。［全削
除］をクリックするとすべてチェックが外れます。

ここで選択されなかった機能はクライアントでインス
トールした後に、クライアントで追加を行おうとしても
追加できません。インストールした機能のみ削除できま
す。
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� インストール先、スプール先を指定し、［次へ］をク
リックする。

ここであらかじめインストール先を固定しておけば、個々の
コンピューターからインストールするときの手順が簡略化で
きます。

� 設定した内容を確認し、［完了］をクリックする。

�［OK］をクリックする。

インストール媒体の作成が開始します。

	［OK］をクリックする。

FD作成によって作成されたフロッピーディスクは、以下
のような構成になります。

Disk 1：インストールプログラム

Disk 2：Windows Me/98/95
プリンタードライバー

Disk 3：Windows NT 4.0
プリンタードライバー

Disk 4：Windows XP/2000
プリンタードライバー

Disk 5～Disk 10：PrintAgentソフトウエア

作成したフロッピーディスクでプリンターソフトウエア
のインストールを行うには、Disk1にあるSETUP.EXE
を実行してください。
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メ　モ
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この章では 、プリンターの仕様、印刷範囲、文字コード、その他の技術情報について説明します。

仕　様

付録
技術情報

＊ 印刷速度は連続印刷の場合の最大値です。最初のページ、また印刷データの内容あるいはコンピューターからのデータの送り方などによって異なり
ます。

項目 内容

印刷方式
電子写真記録方式
露光方式：レーザーダイオード＋ポリゴンスキャナー
現像方式：1成分磁性トナー現像

印刷速度＊ 約45ページ/分（A4用紙横置き、ホッパー1給紙片面印刷、普通紙モード時）

ウォームアップの待ち時間
（室温20℃）

電源投入時：最大60秒以下
節電時：最大60秒以下

ファーストプリントタイム

＜片面印刷時＞
約4.0秒以下（A4用紙横置き、ホッパー1給紙）

＜両面印刷時＞
A4サイズ：約8.6秒以下（A4用紙横置き、ホッパー1給紙）

用紙容量

標準ホッパー： 1000枚（500枚 ×2）、坪量64.0g/m2の普通紙（連量55kg相当）の場合
トレー：50枚、坪量64.0g/m2の普通紙（連量55kg相当）の場合
大容量ホッパー（オプション）：2500枚（500枚 ×1＋1000枚 ×2）、
　　　　　　　　　　　　　　 坪量64.0g/m2の普通紙（連量55kg相当）の場合
封筒フィーダー（オプション）：100枚、洋形4号または同等品の場合
定形外用紙カセット（オプション）：500枚、坪量64.0g/m2の普通紙（連量55kg相当）の場合

スタック容量

排紙トレー：500枚、坪量64.0g/m2の普通紙（連量55kg相当）の場合
排紙トレー（フィニッシャー装着時）：300枚、坪量64.0g/m2の普通紙（連量55kg相当）の場合
フェースアップトレー（オプション）：200枚、坪量64.0g/m2の普通紙（連量55kg相当）の場合
フィニッシャー（オプション）：3000枚、坪量64.0g/m2の普通紙（連量55kg相当）、
　　　　　　　　　　　　　　　A4横以下、ステープルなしの場合
フィニッシャー（オプション）：2000枚、坪量64.0g/m2の普通紙（連量55kg相当）、A3、B4、
　　　　　　　　　　　　　　　ステープルなしの場合
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＊1 IEEE1284規格準拠双方向パラレルインターフェース
＊2 電源プラグがコンセントに差し込まれていても、電源スイッチが切れた状態では電力の消費はありません。
＊3 最大値は瞬間的ピークを除いた値です。
＊4 30万ページ印刷毎に定期交換部品の交換が必要です。
＊5 A4用紙、画像面積比5％連続印刷時
＊6 フィニッシャー装着時のみ
＊7 OCR-B相当印刷やバーコード印刷の読みとりについては、OCR装置、バーコードスキャナでの評価が必要です。ご使用の前にあらかじめご確認され

ることをお勧め致します。
＊8 MS-DOSなどのアプリケーションがプリンターの制御コードを発行できる環境で使用できます。

項目 内容

ドット間隔 0.0423×0.0423mm（1/600×1/600インチ）

CPU RC64574（200MHz）

メモリー 標準32MB、最大288MB（オプション増設時）

オプションメモリー
ソケット 1ソケット（SO-DIMM用）

ハードディスク 容量20GB以上（オプション）

インターフェース
セントロニクス仕様に準拠＊1（背面に1つ装備）
イーサネット（10BASE-T/100BASE-TX）
IEEE802.11b規格準拠の無線LAN（オプション）

環境

動作温度：10～32.5℃
動作湿度：20～80％（RH）ただし結露しないこと
保管温度：0～35℃
保管湿度：15～85％（RH）ただし結露しないこと
塵埃量： 一般事務室程度
ガス成分：一般事務室程度
気　圧： 1013～752.4 hPa（海抜0～2500m）

騒音
（音圧レベル、A補正）

動作時：57.0dB以下
待機時：27.8dB以下

電源 電　圧：AC 100V±　10％
周波数：50/60Hz±　1Hz

消費電力＊2

動作時最大＊3 プリンター単体時：1290W（1350VA）
フルオプション時：1420W（1490VA）

動作時平均 プリンター単体時：910W（950VA）

節電モード時 プリンター単体時：28W以下（90VA以下）

外形寸法 645mm（幅）×533mm（奥行き）×486mm（高さ）

質量 約44.5kg（消耗品、オプション含まず）

製品寿命＊4 印刷枚数200万ページまたは使用年数5年のいずれか早い方

消耗品寿命

●

●

●

●

EPカートリッジ（本体添付）：約30,000ページ（印刷ページ数）＊5

EPカートリッジ（消耗品：型番 PR-L4550-12、EF-3464）：約30,000ページ（印刷枚数）＊5

ステープル針（フィニッシャー添付）＊6：ステープル針5,000本
ステープル針（消耗品：型番 PR-L4550-SP、EF-3972）＊6：ステープル針15,000本/箱

（5,000×3箱）

言語
●

●
NPDL Level 2（201PLエミュレーション含む）
ESC/Pエミュレーション

内蔵フォント
明朝体-Lアウトラインフォント、ゴシック体-Mアウトラインフォント、OCR-B相当文字＊7、
バーコード＊7、＊8（カスタマバーコード、JAN（8桁、13桁）、Code 39、NW-7、
Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、UCC/EAN-128）

対応OS

●

●

●

●

●

●

●

●

Microsoft Windows XP 日本語版
Microsoft Windows 2000 日本語版
Microsoft Windows NT 4.0 日本語版
Microsoft Windows Millennium Edition 日本語版
Microsoft Windows 98 日本語版
Microsoft Windows 98 Second Edition 日本語版
Microsoft Windows 95 日本語版
日本語MS-DOS （ver 3.3以上）、MS-DOS 5.0/V以上またはIBM DOS Ver. J5.0/V以上
（DOS/V）
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用紙の種類 寸法 坪量 表面電気抵抗 その他

片面印刷時

普通紙
（乾式PPC用紙）

A3判（297 x 420mm）
A4判（210 x 297mm）
A5判（148 x 210mm）
B4判（257 x 364mm）
B5判（182 x 257mm）
レターサイズ
（約216 x 約280mm）
定形外用紙
（トレー用（100～297 x
105.0～431.8mm）、定形外
用紙カセット用（182～297
x 139～431.8mm））＊3

ホッパー給紙：64～105g/m2
（連量＊155～90kg）
トレー給紙：64～105g/m2
（連量＊155～90kg）

1 x 109～1 x
1012Ω

用紙種別は
64～70g/m2は普通紙、70
～105g/m2は厚紙1を選択し
てください。穴あき紙は穴あ
き紙を選択してください。

厚紙

ホッパー給紙＊2：105～180g/m2
（連量＊190～171kg）
トレー給紙：105～200g/m2
（連量＊190～171kg）

用紙種別は105～120g/m2
は厚紙2、120～140g/m2は
厚紙3、140～160g/m2は厚
紙4、160～180g/m2は厚
紙5、180～200g/m2は厚
紙6を選択してください。＊5

はがき 官製はがき
（100 x 148mm）

官製往復はがき
（200 x 148mm）

トレー給紙：157g/m2
（連量＊1135kg）

－

トレー給紙のみ
官製はがきは横置きのみで
す。往復はがきは縦置きのみ
です。

官製はがき、官製往復はが
きと同等の寸法、坪量のも
のを使用してください。た
だし、往復はがきは折り目
がないものを使用してくだ
さい。

OHPフィルム A4判（210 x 297mm） 厚さ：0.1mm±　0.025mm
（100μm±　25μm）

－

ホッパー1、2、3および
トレーからの給紙ができま
す。乾式PPC用、表面処理され

ているものを使用してくだ
さい。

ラベル紙 A4判（210 x 297mm）
B4判（257 x 364mm）

－ －

ホッパー2、3、4および
トレーからの給紙ができま
す。乾式PPC用、台紙全体がラ

ベルで覆われたものを使用
してください。

封筒 105 x 235mm

－ －

封筒フィーダー装着時および
トレー＊4

洋形4号、内カマス、のりな
しのものを使用してくださ
い。ただし材質によってご
使用になれない場合があり
ます。

両面印刷時

普通紙
（乾式PPC用紙）

A3判（297 x 420mm）
A4判（210 x 297mm）
A5判（148 x 210mm）
B4判（257 x 364mm）
B5判（182 x 257mm）
レターサイズ
（約216 x 約280mm）

ホッパー給紙：64～105g/m2
（連量＊155～90kg）

トレー給紙：64～105g/m2
（連量＊155～90kg） 1 x 109～1 x

1012Ω

用紙種別は
64～70g/m2は普通紙、70
～105g/m2は厚紙1を選択し
てください。穴あき紙は穴あ
き紙を選択してください。

厚紙

ホッパー＊2：105～120g/m2
（連量＊190～171kg）
手差し給紙：105～120g/m2（連
量＊190～171kg）

用紙種別が厚紙2の時のみ両
面印刷が可能です。

用紙の規格

＊1 連量とは、用紙788×1091mm（四六判）のサイズの用紙1000枚あたりの重さを示します。
＊2 ホッパー2、3、4のみ使用できます。
＊3 ホッパー2、3の場合は、182～297 x 182～431.8mmとなります。
＊4 定形外用紙として使用してください。
＊5 厚紙2～6と用紙坪量の関係は目安です。用紙の種類などにより定着性は変化しますのでテスト印刷を実施し、確認してください。
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一般的に使用されている連量55kg相当の用紙に関して弊社で推奨している紙質特性を以下に示します。用紙メーカーに用紙を発注すると

きは下記の値を参照ください。

� 坪量 64～67g/m2（JIS P8124）

� 紙厚 0.085～0.092mm（JIS P8118）

� 平滑度 25～50sec（JIS P8119）

� 剛度 60cm3/100以上（クラーク式：JIS P8143）

� 表面電気抵抗 1×109～1×1012Ω
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文字の種類

内蔵文字の種類

表中の「○」は、各書体においてその文字の種類が内蔵されていることを示します。

1バイト系文字

2バイト系文字
JIS C6226-1978準拠＊

＊ JIS X0208-1983, JIS-X0208-1990への切り替え可能

文字間隔

文字の種類 標準／クーリエ／ゴシック／イタリック

英数字・記号　　 96種
（スペース、0を含む）

○

カタカナ・記号　63種 ○

ひらがな　　　　 55種 ○

CGグラフィック　56種 ○

各国文字　　　　 15種 ○

文字の種類
明朝体

アウトライン
ゴシック体
アウトライン

記号　　　　　　　　 96種
（スペースを含む） ○ ○

英数字　　　　　　　62種 ○ ○

ひらがな　　　　　　 83種 ○ ○

カタカナ　　　　　　86種 ○ ○

ギリシャ文字　　　　48種 ○ ○

ロシア文字　　　　　 66種 ○ ○

半角文字　　　　　　212種
（スペースを含む） ○ ○

JIS第一水準漢字　 2965種 ○ ○

JIS第二水準漢字　3384種 ○ ○

文字種 文字サイズ 文字間隔（インチ）

1バイト系文字

パイカ 1/10
エリート 1/12
コンデンス 約1/17
プロポーショナル 約1/27～1/10

2バイト系文字
7ポイント＊1 1/10
10.5ポイント＊2 約1/6.66
12ポイント 1/6

＊1 正確には7.2ポイントです。
＊2 正確には10.8ポイントです。
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文字構成

1バイト系文字

文字種
ドット構成

（ボディフェース）
＜縦×横＞（ドット）

文字寸法
（ボディフェース）
＜縦×横＞（mm）

1バイト系文字

標　準

英数字
記号
カタカナ
ひらがな

パイカ 80 × 60 3.39 ×2.54

エリート 75 ×50 2.82 ×2.12

コンデンス 70 ×35 1.98 ×1.48

プロポーショナル 80 ×A＊ 　3.39 ×B＊

CGグラフィック

パイカ 54 ×40 3.39 ×2.54

エリート 45 ×34 2.82 ×2.12

コンデンス 32 ×24 1.98 ×1.48

プロポーショナル 54 ×40 3.39 ×2.54

スクリプト

英数字
記号
カタカナ
ひらがな

パイカ 27 ×40 1.69 ×2.54

エリート 23 ×34 1.41 ×2.12

コンデンス 16 ×24 0.99 ×1.48

プロポーショナル 27 ×A＊ 　1.69 ×B＊　

CGグラフィック

パイカ 27 ×40 1.69 ×2.54

エリート 23 ×34 1.41 ×2.12

コンデンス 16 ×24 0.99 ×1.48

プロポーショナル 27 ×40 1.69 ×2.54

文字種
ドット構成

（ボディフェース）
＜縦×横＞（ドット）

文字寸法
（ボディフェース）
　＜縦×横＞（mm）

2バイト系文字

7ポイント
全角 60 × 60 2.54 ×2.54

半角 60 × 30 2.54 ×1.27

10.5ポイント
全角 90 ×90 3.81 ×3.81

半角 90 ×45 3.81 ×1.91

12ポイント
全角 100 ×100 4.23 ×4.23

半角 100 ×50 4.23 ×2.12

ドット列印刷 40ドット 100 ×n 4.23 ×m

＊ プロポーショナルの横のサイズは文字ごとに異なります。
A：23～55ドット（600dpi）
B：0.95～2.33mm

2バイト系文字、グラフィック
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注 13

注 15

注 17

注 14

注 16

注 13

注 13

注 15

注 17

注 14

注 16

注 13

DC1

EOT

DC3

SO SI

DC2 DC4

00
10
20
30
40
50
60
70
80
90
A0
B0
C0
D0
E0
F0

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F

DC1

EOT

DC3

SO SI

DC2 DC4

00
10
20
30
40
50
60
70
80
90
A0
B0
C0
D0
E0
F0

文字コード表
MultiWriter 4550は、1バイト系コードと2バイト系コードを使用することができます。
1バイト系コードは、メモリースイッチ1-1～1-3を切り替えることによりアメリカ、イギリス、ドイツ、スウェーデン、日本の各国特
殊文字が入ったコードにすることができます。工場設定は「日本」になっています。
2バイト系コードは、半角文字、JIS第一水準の漢字や記号など、およびJIS第二水準の漢字を印刷するときに使用できます。半角文字
とは全角（普通の漢字）の半分の横幅の文字で、英字、数字、記号、カナなどがあります。

1バイト系コード表

カタカナモード

ひらがなモード
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23 24 40 5B 5C 5D 5E 60 7B 7C 7D 7Eコ  ー  ド
日 　 　 　 本
ア メ リ カ
イ ギ リ ス
ド イ ツ
スウェーデン

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F

0020
0030
0040
0050
0060
0070
0080
0090
00A0
00B0
00C0
00D0
00E0
00F0

国別相違点

注1～12　各国特殊文字が入ります（メモリースイッチ1-1～1-3で切り替えます。）
注13 8、9、E、F行はCGグラフィックを表します。
注14 A～D行はひらがなモード（ESC &で指定）の場合はひらがな文字、カタカナモード（ESC $で指定）の場合はカタカナ文字になります。
注15 0、1行は制御コードです。
注16 0、1行の空欄は無視されます。2～F行の空欄はスペース（SP）として処理されます。
注17 3行、0列の「0」の印刷字体はメモリースイッチ2-1により「Ø」に変更できます。

2バイト系コード表

半角文字

� コードは16進で表現されます。例えば、“J”のコードは0040＋A＝004Aとなります。

� 0020は漢字文字幅の半分のスペース（SP）です。

全角文字

� このコード表は、JIS 1978年版に準拠しています。（本プリンターでは、制御コードによってコード表をJIS  1983年版およ
びJIS 1990年版に切り替えることもできます。）ただし、デザイン処理などの都合により、一部字形の異なる文字があります。

� コードは16進で表現されます。例えば、“亜”のコードは3020＋1＝3021となります。

� 2121は漢字文字幅のスペース（SP）です。
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漢字コード表
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漢字コード表（続き）
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漢字コード表（続き）
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漢字コード表（続き）
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漢字コード表（続き）
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印刷範囲

定形用紙

以下に示す印刷範囲は、理論印刷範囲を表しています。実際の印刷範囲と使用環境、プリンター設定により多少異なる場
合があります。

添付のプリンタードライバーを使用した場合、プリンタードライバーの機能により余白量をすべて約5mmに設定できま
す。

� ポートレート

� ランドスケープ

印刷範囲� AY

B

C

X
D

FE

ABC...

印刷範囲� AY

B

C

X
D

FE

ABC...
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MS-DOS環境

以下の印刷範囲はプリンタードライバーのプロパティダイアログボックスで「従来互換の印刷範囲を使用する」をチェック
したときの値です。

� ポートレート

データ 用紙

A
(用紙長)

B
(上余白)

C
(下余白)

Y
(印刷範囲)

D
(用紙幅)

E
(左余白)

F
(右余白)

X
(印刷範囲)

mm mm mm ドット＊1 行＊2 mm mm mm ドット＊1 文字＊3 文字＊4

A3

A3 420 5.00 6.06 9660 96 297 5.00 4.98 6780 113 75

B4 364 17.28 5.94 9660 96 257 10.12 7.70 6780 113 75

A4 297 19.39 4.98 9660 96 210 14.77 3.88 6780 113 75

B4

A3 420 10.29 6.17 8340 83 297 13.47 7.73 5700 95 63

B4 364 5.00 5.94 8340 83 257 8.00 7.70 5700 95 63

A4(2/3) 297 30.82 30.80 8340 83 210 26.84 22.30 5700 95 63

A4(4/5) 297 9.55 4.98 8340 83 210 10.75 6.21 5700 95 63

B5 257 10.50 11.12 8340 83 182 12.66 8.48 5700 95 63

A4

A3 420 5.00 13.15 6780 67 297 7.12 12.49 4680 78 52

B4 364 5.00 14.51 6780 67 257 8.11 11.09 4680 78 52

A4 297 5.00 4.98 6780 67 210 8.00 3.88 4680 78 52

B5 257 8.60 9.22 6780 67 182 10.54 6.36 4680 78 52

A4×2 A4 297 21.93 4.98 9570 - 210 14.77 3.88 6780 - -

A4(80)

A3 420 5.00 13.15 6780 67 297 7.12 5.40 4800 80 53

B4 364 5.00 14.51 6780 67 257 8.11 5.05 4800 80 53

A4 297 5.00 4.98 6780 67 210 3.40 3.40 4800 80 53

B5 257 8.60 9.22 6780 67 182 8.85 3.82 4800 80 53
A4×2
(80) A4 297 21.93 4.98 9570 - 210 14.77 3.88 6780 - -

B5

B4 364 11.35 7.63 5820 58 257 13.29 5.37 4020 67 44

A4 297 9.23 6.14 5820 58 210 10.12 5.36 4020 67 44

B5 257 5.00 5.62 5820 58 182 8.00 3.82 4020 67 44

B5×2 B5 257 19.39 5.62 8220 - 182 13.93 3.82 5820 - -

A5 A5 210 5.00 4.34 4740 47 148 8.00 4.11 3210 53 35

帳票
B4 364 35.90 51.66 8160 81 257 25.78 7.70 6600 110 73

A4 297 30.82 35.88 8160 81 210 19.85 3.88 6600 110 73

ハガキ ハガキ 148 5.00 3.30 3300 33 100 8.00 5.64 2040 34 22

レター レター 280 5.00 5.76 6360 63 216 8.00 4.80 4800 80 53
往復
ハガキ

往復
ハガキ 148 5.00 5.00 3258 32 200 5.00 5.00 4490 74 49

封筒 封筒 235 5.00 5.00 5315 53 105 5.00 5.00 2245 37 24

＊1　解像度600dpiの場合。
＊2　改行ピッチが6LPIの場合。
＊3　7.2ポイント、全角のフォント使用時（文字ピッチが10CPIの場合）。
＊4　10.8ポイント、全角のフォント使用時。
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� ランドスケープ

データ 用紙

A
(用紙長)

B
(上余白)

C
(下余白)

Y
(印刷範囲)

D
(用紙幅)

E
(左余白)

F
(右余白)

X
(印刷範囲)

mm mm mm ドット＊1 行＊2 mm mm mm ドット＊1 文字＊3 文字＊4

A3

A3 297 4.98 5.00 6780 67 420 5.00 6.06 9660 161 107

B4 257 9.82 8.00 6780 67 364 9.66 13.56 9660 161 107

A4 210 10.65 8.00 6780 67 297 19.39 4.98 9660 161 107

B4

A3 297 16.20 5.00 5700 57 420 10.29 14.84 8160 136 90

B4 257 7.70 8.00 5700 57 364 5.00 13.56 8160 136 90

A4(2/3) 210 26.74 22.39 5700 57 297 30.82 35.88 8160 136 90

A4(4/5) 210 8.75 8.21 5700 57 297 9.55 11.01 8160 136 90

B5 182 8.48 12.66 5700 57 257 13.04 13.66 8160 136 90

A4

A3 297 12.49 7.12 4680 46 420 5.00 13.15 6780 113 75

B4 257 7.91 11.28 4680 46 364 5.00 14.51 6780 113 75

A4 210 3.88 8.00 4680 46 297 5.00 4.98 6780 113 75

B5 182 6.36 10.54 4680 46 257 8.60 9.22 6780 113 75

A4×2 A4 210 10.65 8.00 6780 - 297 18.55 8.37 9570 - -

A4(80)

A3 297 12.49 7.12 4680 46 420 5.00 13.15 6780 113 75

B4 257 7.91 11.28 4680 46 364 5.00 14.51 6780 113 75

A4 210 3.88 8.00 4680 46 297 5.00 4.98 6780 113 75

B5 182 6.36 10.54 4680 46 257 8.60 9.22 6780 113 75
A4×2
(80) A4 210 10.65 8.00 6780 - 297 15.16 4.98 9810 - -

B5

B4 257 10.66 8.00 4020 40 364 11.35 7.63 5820 97 64

A4 210 7.48 8.00 4020 40 297 9.23 6.14 5820 97 64

B5 182 3.82 8.00 4020 40 257 5.00 5.62 5820 97 64

B5×2 B5 182 9.75 8.00 5820 - 257 12.20 12.82 8220 - -

A5 A5 148 4.11 8.00 3210 32 210 5.00 4.34 4740 79 52

帳票
B4 257 25.48 8.00 6600 66 364 35.90 51.66 8160 136 90

A4 210 15.73 8.00 6600 66 297 30.82 35.88 8160 136 90

ハガキ ハガキ 100 5.64 8.00 2040 20 148 5.00 5.84 3240 54 36

レター レター 216 4.80 8.00 4800 48 280 5.00 5.76 6360 106 70
往復
ハガキ

往復
ハガキ 200 5.00 5.00 4490 44 148 5.00 5.00 3258 54 36

封筒 封筒 105 5.00 5.00 2245 22 235 5.00 5.00 5315 88 59

＊1　解像度が600dpiの場合。
＊2　改行ピッチが6LPIの場合。
＊3　7.2ポイント、全角のフォント使用時（文字ピッチが10CPIの場合）。
＊4　10.8ポイント、全角のフォント使用時。
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補足説明
� 余白量（印刷不可領域）は、使用する用紙の寸法差、プリンター個々の用紙走行の精度などの条件により前後する場合
があります。

� 印刷範囲（印刷可能ドット数）は、すべて240dpiで規定されています。各解像度での印刷可能ドット数は以下のように
なります。
600dpi ：240dpiのドット数を5/2倍にした値

� 行桁モードでは、1行目の位置は240dpi相当で印刷範囲の上か
ら40ドット目（約4.2mm）となります。したがって、40ドット
より小さい文字を印刷した場合、上端の余白は上記値よりも大
きくなります。

ー 1行目の第一印刷位置に文字を印刷したときは、全点アドレ
ス印刷モードで座標値として（0, 39） （240dpi） を指定した
のと同じ位置に印刷されます。

ー 文字が小さい場合などでは見かけ上の余白が大きくなりま
す。

� 行桁モードでは、ページの下端付近での改行の結
果、次の印刷位置が上記印刷範囲をはみ出してしま
う場合には改ページされます。このため改行ピッチ
の設定によっては印刷範囲下端付近には印刷できな
い場合があり、その場合の下端余白は上記値よりも
大きくなります。

ー 最終行が下にはみ出してしまうので、実際には
改ページ後に印刷されます。その結果、※の部
分には印刷できなくなるので見かけ上の余白が
大きくなります。

� 印刷可能桁数、行数は、上記印刷範囲のドット数を文
字ピッチあるいは行ピッチで割ることによって算出し
たものです。
計算に用いる値は右のとおりです。

ー 値はすべて240dpiでのドット数です。文字数、行
数とも、計算はすべて240dpiで行います。

ー 2バイト系文字については、カッコ内に示した文字
ピッチを使用している場合のドット数を示していま
す。文字ピッチを変えることにより、印刷可能桁数
も変わります。

ー 1バイト系、2バイト系文字とも、文字間にスペー
スを挿入することが可能ですが、この場合も印刷可
能桁数は減少します。

ABCDEF

用紙下端

印刷範囲下端
改行 ※

種　別 ドット数

文字数

1バイト系

パイカ 24ドット

エリート 20ドット

コンデンス 14ドット

2バイト系

7ポイント(1/10インチ) 24ドット

10.5ポイント(3/20インチ) 36ドット

12ポイント(1/6インチ) 40ドット

行数
　6LPI(1/6インチ) 40ドット

　8LPI(1/8インチ) 30ドット

ABC...

用紙上端

印刷範囲上端

40ドット
1行目の位置
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定形外用紙

定形外用紙とは、本プリンターでサポートしている定形用紙（A3、A4、A5、B4、B5、レター、はがき、往復はがき、
封筒）以外の大きさの用紙のことです。この場合の印刷範囲と印刷位置は、使用する用紙の大きさ、プリンター設定に応
じてアプリケーションから正しく制御する必要があります。定形外用紙は、トレーおよび定形外用紙カセット（オプショ
ン）で印刷可能です。

定形外用紙をセットするときの注意

アプリケーションソフトウエアで任意の用紙サイズを指定できても定形外用紙への印刷が行えないことがあります。

また、対応可能な用紙の厚み（坪量）は、定形紙に比べて扱える範囲が狭くなる場合があります。定形外用紙を使用する場合
は、事前に十分な試し印刷をして印刷動作を確認することを強くお勧めいたします。

�　形状が長方形以外の不規則な形状の用紙、裁断角度が直角でない用紙は使用しないでください。

�　紙質、繊維目方向、プレ印刷、ホールパンチ、ミシン目等により正常に印刷されない場合があります。

�　種類、繊維目方向によっては印刷後大きくカールするものがあります。

�　スタックが完全にされない場合があります。この場合はその都度用紙を取り除いてください。

プリンターの設定について

定形外用紙に印刷する場合、定形外用紙カセット（オプション）またはトレーを使用してください。定形外用紙カセット使
用の場合、メニューモードで定形外サイズを設定してください。

印刷範囲が定形外用紙内に収まっていない設定のまま印刷を行うと装置内を汚すなど、思わぬ障害の原因となる場合があり
ます。印刷前に十分確認してください。

余白について

印刷品質を保つため、実際に使用する用紙に対して上下左右とも5mm以上の余白ができるように、印刷位置と印刷範囲
を設定してください。

印刷結果が実際に使用する用紙をはみ出すことのないように注意してください。はみ出した印刷を続けると、思わぬ障害の
原因となります。
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用紙サイズ違いについて

セットされている用紙サイズ幅（ガイド幅）とプリンタードライバーから指定した用紙サイズが異なる場合、以下の状態で
テイケイガイホキュウ表示を行います。ただし、－3.の場合には、サイズ違いは検出せず、ホキュウ表示は行いません。

1. 設定用紙幅　213.9mm以下
　 指定用紙幅　224.1mm以上　の場合

213.9mm以上

（指定用紙幅）

（設定用紙幅（ガイド））

224.1mm以上

補給解除：用紙ガイドを指定用紙幅にセットしてください。

2. 設定用紙幅　224.1mm以上
　 指定用紙幅　213.0mm以下　の場合

213mm以下 （指定用紙幅）

（設定用紙幅（ガイド））224.1mm以上

補給解除：用紙ガイドを指定用紙幅にセットしてください。

3. 設定用紙幅が　213.1mm以上、224mm以下の場合、全指定用紙幅に対して、用紙サイズの不一致は検出はでき
いないため、補給表示は行わない。

全用紙幅 （指定用紙幅）

（設定用紙幅（ガイド））

幅：213.1mm以上、224mm以下
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NPDLの初期状態
次の条件で、プリンターの内部状態は初期状態になります。それぞれの条件下における初期状態については、次の表をご
覧ください。

� 電源をONにしたとき

� 操作パネル上でリセットを実行したとき
→ 未印刷データをすべて消します。

� ソフトウエアリセット（ESC c1）を実行したとき
→ 印刷フォーマット、ホッパー指定は初期状態になりません。未印刷データは印刷されます。

� INPUT･PRIME信号を受信したとき
→ 印刷フォーマット、ホッパー指定、およびセレクト／ディセレクトは初期状態になりません。
未印刷データは印刷されます。

� パラメーターリセット（ESC c8）を実行したとき
→ VFU、印刷フォーマット、ホッパー指定、セレクト／ディセレクト、動作モード、網かけ登録、1バイト文字登録
などの登録内容は初期状態になりません。未印刷データは印刷されます。

内部状態
イニシャライズ（初期化）の種類

電源ON 操作パネルリセット ESC c1 INPUT・PRIME ESC c8

現在位置 第1行第1桁

レフトマージン幅 メニュー設定に従う（工場設定000）

ライトマージン幅（桁数） A3：113桁　　A4： 078（80桁モード時 080）桁　A5：053桁
B4：095桁　　B5： 067桁　　　　レター：080桁　　はがき：034桁

水平タブセット クリア

VFU

FF長（桁数） A3: 96行　A4: 67行　A5: 47行
B4: 83行　B5: 58行　レター: 63行　はがき: 33行 変化せず

ボトム領域 なし 変化せず

VTセット（CH2）

A3:第7､ 13､ 19､ 25､ 31､ 37､ 43､ 49､ 55､ 61､ 67､ 73､ 79､ 85､ 91行目
A4:第7､ 13､ 19､ 25､ 31､ 37､ 43､ 49､ 55､ 61､ 67行目
A5:第7､ 13､ 19､ 25､ 31､ 37、43行目
B4:第7､ 13､ 19､ 25､ 31､ 37､ 43､ 49､ 55､ 61､ 67､ 73､ 79行目
B5:第7､ 13､ 19､ 25､ 31､ 37､ 43､ 49､ 55行目
レター:第7､ 13､ 19､ 25､ 31､ 37､ 43､ 49､ 55､ 61行目
はがき:第7､ 13､ 19､ 25､ 31行目

変化せず

VTセット(CH3
～CH6) クリア 変化せず

改行方向 順方向改行

改行幅 1/6インチ
セレクト／ディセレクト状
態 セレクト状態 変化せず

受信バッファー クリア クリアせず

ページバッファー クリア クリアせず

未印刷データ ― クリア 印刷実行

動作モード メニュー設定に従う（エミュレーション／ページプリンター） 変化せず

印刷方式 パイカモード

コード表のシフト状態 カタカナ状態（8ビットコード）

1バイト文字フォント メニュー設定に従う（標準／イタリック／クーリエ／ゴシック）

漢字書体 メニュー設定に従う（内蔵明朝／内蔵ゴシック）

漢字
文字サイズ 10.5ポイント

文字幅 3/20インチ

半角
縦書き 解除

組文字 解除

スクリプト文字 解除
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内部状態
イニシャライズ（初期化）の種類

電源ON 操作パネルリセット ESC c1 INPUT・PRIM-
E ESC c8

倍率指定 縦横とも解除

修飾印刷 解除

アンダーライン

指定 解除

線種 実線、一重線

線幅 2ドット

網かけ
指定 解除

登録 クリア（未登録状態） クリアせず

白黒反転 解除

固定ドットスペース 左右とも0ドット

縦方向文字位置オフセット 0ドット

1バイト文字登録
パターン ROMパターン

登録 クリア（未登録状態） クリアせず

2バイト文字登録 クリア（未登録状態） クリアせず

ドット切り替え メニュー設定に従う（ネイティブモード／コピーモード）

印刷フォーマット
印刷方向 ポートレート 変化せず

縮小モード 解除 変化せず

コピー枚数
コード (FSx) １枚 メニュー設定に従う

操作パネル １枚 変化せず

座標指定単位 1/240インチ

描画座標 （X，Y）= （0，0）

全点アドレス印刷モード 解除

フォーム
登録 クリア クリアせず

参照 解除 変化せず

図形印刷モード 解除

グラフ描画モード 絶対描画モード

プリンター単位 1/240インチ

線分

線種 実線

線幅 1ドット幅

線長 P1P2の対角線距離の4％

線端タイプ 断切り型

接続タイプ マイター接続

選択パターン 黒べた

登録パターン クリア クリアせず

ペン
座標 （X，Y）＝（0，0）

上下位置 アップ状態

塗り潰しモード 解除

塗り潰し
選択パターン パターン番号1

登録パターン クリア（未登録状態） クリアせず

スケーリング
ポイント

P1 （X，Y） = （0，0）

P2 各用紙サイズ、印刷フォーマットでの最大印刷位置

スケーリング 解除

ウィンドウ領域 各用紙サイズでの最大

座標系反転 解除

座標系回転 0度

論理描画 OR

パス構築モード 解除

パスデータ 廃棄

ホッパー指定
メニュー設定に従う（ホッパー1/
ホッパー2/ホッパー3/ホッパー4/ホッパ
ー5/トレー）

変化せず

両面印刷 メニュー設定に従う（片面印刷/両面印刷） 変化せず
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制御コード
制御コードは「テキストモード」と「図形モード」の2つに分かれています。
制御コードの詳細については別売りの「日本語ページプリンタ言語NPDL（Level2）リファレンスマニュアル」を参照してく
ださい。なお、「日本語ページプリンタ言語NPDL（Level2）」に記載されていない制御コードまたは、機能を拡張した制御
コードについては「機能拡張制御コード」（462ページ）で細かく説明しています。

以下の表において「E」と「P」は動作モードを表します。
E：201PLエミュレーションモード　 P：ページプリンタ（NPDL）モード

また、「○」と「×」はそれぞれの動作モードでその制御コードを使用できるか（○）使用できないか（×）を示します。

テキストモード

/

コード区分 機　能 制御コード E P

ページ制御コード 改ページ指令
未印刷データ排出
未印刷データ排出
印刷方向の設定およびホッパ選択
印刷方向の設定および用紙サイズ選択
印刷方向の設定および縮小／拡大モード設定
ページコピー枚数の設定

FF
ESC a
ESC b
FS f c1 c2 c3 .
FS f c1 c2 c3 .
FS f c1 c2 c3 c4 c5 .
FS x

○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○

行桁関連制御コード

　■行桁制御印刷コード ドットスペース（1～8ドットスペース）
ドットスペース（9～25ドットスペース）
固定ドットスペース
2バイトコード文字の文字幅設定
ドットアドレッシング
半角文字の組文字設定
縮小文字の組文字印刷指定
縦方向オフセット量の設定
VFUの設定開始
VFUの設定終了
簡易VFUの設定
垂直タブの実行
VFUの実行
水平タブの設定
水平タブの実行
水平タブの部分クリア
水平タブの全クリア
レフトマージンの設定
ライトマージンの設定
1/6インチ改行モードの設定
1/8インチ改行モードの設定
N/120インチ改行モードの設定
印刷位置の復帰
改行指令
改ページ指令
n行改行
順方向改行モードの設定
逆方向改行モードの設定

ESC <n>
ESC <n>
FS w
FS p
ESC F
ESC q
FS P
FS t
GS
RS
ESC v
VT
US
ESC (
HT
ESC )
ESC 2
ESC L
ESC /
ESC A
ESC B
ESC T
CR
LF
FF
US
ESC f
ESC r

○
✕
○
○
○
○
○
✕
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

　■行桁修飾制御コード ライン付加モードの設定
ライン付加モードの解除
アンダーライン／オーバーラインの切り替え
付加ライン線種の設定
網かけ・白黒反転モードの設定
網かけ・白黒反転モードの解除
網かけパターンの登録

ESC X
ESC Y
ESC _
FS 04 L
FS n
FS E
FS r

○
○
○
○
○
○
✕

○
○
○
○
○
○
○

　■ドット列印刷制御コード 8ビットドット列対応グラフィックモードの設定
16ビットドット列対応グラフィックモードの設定
24ビットドット列対応グラフィックモードの設定
8ビットドット列リピート
16ビットドット列リピート
24ビットドット列リピート
40ビットドット列印刷モードの設定

ESC S
ESC I
ESC J
ESC V
ESC W
ESC U
FS b

○
○
○
○
○
○
✕

○
○
✕
✕
✕
✕
○

　■その他 コピーモードの設定
ネイティブモードの設定

ESC D
ESC M

○
○

○
○
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テキストモード

コード区分 機　能 制御コード E P

文字関連制御コード

　■文字セット制御コード 英数モードの設定（7ビットコード）
カタカナモードの設定（7ビットコード）
カタカナモードの設定（8ビットコード）
英数モードの設定（7ビットコード）
ひらがなモードの設定（8ビットコード）
ひらがなモードの設定（7ビットコード）
CGグラフィックモードの設定（7ビットコード）
外字（24×24ドット）のロード
外字（16×16ドット）のロード
1バイトコード文字のダウンロード
登録文字のクリア
登録文字の印刷
プリンター内蔵文字の印刷
1バイトコード文字の登録
2バイトコード文字の登録
1バイトコード登録文字の全クリア
2バイトコード登録文字の全クリア
1バイトコード内蔵文字印刷
1バイトコード登録文字印刷
1バイト文字フォントの選択
2バイト文字書体の選択
2バイト文字指定

SI
SO
ESC $
ESC $
ESC &
ESC &
ESC #
ESC +
ESC ＊
ESC l
ESC l 0
ESC l +
ESC l -
FS g R
FS g R2K
FS g AC1.
FS g AC2.
FS g MI1.
FS g MR1.
FS 06F1
FS 06F2
ESC O

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
✕
✕
✕
✕
✕
✕
○
✕
○

✕
✕
○
✕
○
✕
✕
✕
✕
✕
✕
✕
✕
○
○
○
○
○
○
○
○
○

　■文字スタイル制御コード 文字拡大モードの設定（8ビットコード）
文字拡大モードの解除（8ビットコード）
文字拡大モードの設定（7ビットコード）
文字拡大モードの解除（7ビットコード）
パイカモードの設定
エリートモードの設定
コンデンスモードの設定
プロポーショナルモードの設定
漢字（横書き）モードの設定
漢字（縦書き）モードの設定
外字の印刷（横書き）
外字の印刷（縦書き）
半角文字の縦書きモード設定
半角文字の縦書きモード解除
スーパースクリプトモードの設定
サブスクリプトモードの設定
スクリプトモードの解除
文字サイズの設定
1バイト文字サイズの設定
2バイト文字サイズの設定
全角漢字の文字幅設定
（文字幅：3/20インチ、文字サイズ：10.5ポイント）
全角漢字の文字幅設定
（文字幅：1/5インチ、文字サイズ：10.5ポイント）
全角漢字の文字幅設定
（文字幅：1/6インチ、文字サイズ：10.5ポイント）
全角漢字の文字幅設定
（文字幅：1/10インチ、文字サイズ：7ポイント）
全角漢字の文字幅設定
（文字幅：1/6インチ、文字サイズ：12ポイント）
縦横拡大率の指定
文字の拡大率、縮小率の指定
強調印刷モードの設定
強調印刷モードの解除
文字修飾の指定／解除
文字明度の指定

SO
SI
DC2
DC4
ESC H
ESC E
ESC Q
ESC P
ESC K
ESC t
ESC K a1 b1
ESC t a1 b1
ESC h1
ESC h0
ESC s1
ESC s2
ESC s0
FS 04S
FS 07S1
FS 07S2
FS A

FS B

FS C

FS F

FS G

ESC e
FS m
ESC !
ESC ”
FS c
FS $

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
✕
✕
○

○

○

○

○

○
○
○
○
○
✕

✕
✕
✕
✕
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

✕

✕

✕
○
○
○
○
○

　■その他 キャラクターリピート ESC R ○ ○

/

/
/

/

/
/
/
/
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テキストモード

図形モード

図形モードに関する制御コードは、すべてページプリンタモードの図形モード中で有効です。

コード区分 機　能 制御コード E P

面制御コード 座標指定単位の設定
描画座標の指定
座標のコピー
罫線の描画
領域指定の網かけ
網かけパターンの登録
領域指定のイメージ印刷
全点アドレス印刷モードの設定
全点アドレス印刷モードの解除
フォーム登録の開始／参照
フォーム登録モードの解除

FS <
FS e
FS e
FS l
FS s
FS r
FS i
FS a
FS R
FS u
FS U

✕
✕
✕
✕
✕
✕
✕
✕
✕
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

その他 セレクト状態の設定
ディセレクト状態の設定
201PLエミュレーションモードの設定
ページプリンターモードの設定
ソフトウエアリセット
パラメーターリセット
図形モードの設定
図形モードの解除
描画論理の指定
クリッピング領域の設定

DC1
DC3
FS d 160.
FS d 240.
ESC c1
ESC c8
FS Y
FS Z
FS "
FS #

○
○
○
○
○
○
✕
✕
✕
✕

✕
✕
○
○
○
○
○
○
○
○

/
/

コード区分 機　能 制御コード E P

図形の座標系設定 スケーリングポイントの設定
座標系の設定
ウィンドウ領域の指定
回転角の設定
座標系の反転
プリンタ単位の設定

IP
SC
IW
RO
RC
SU

✕
✕
✕
✕
✕
✕

○
○
○
○
○
○

線に関する設定 線種の設定
線幅の設定
線端タイプの設定
線接続タイプの設定
線タイプの登録
線パターンの選択

LT
LW
LC
LJ
RL
LP

✕
✕
✕
✕
✕
✕

○
○
○
○
○
○

塗りつぶしに関する設定 塗りつぶしモードの設定
塗りつぶしモードの解除
塗りつぶしパターンの選択
塗りつぶしパターンの登録
グレーレベルパターンの設定
描画論理の設定

XX1
XX0
PP
RP
SG
PM

✕
✕
✕
✕
✕
✕

○
○
○
○
○
○

図形の描画 ペンを上げる
ペンを下げる
直線の描画（絶対描画モード）
直線の描画（相対描画モード）
ペンの移動（絶対描画モード）
ペンの移動（相対描画モード）
扇形の描画（絶対描画モード）
扇形の描画（相対描画モード）
円の描画
円弧の描画（絶対描画モード）
円弧の描画（相対描画モード）
円弧の描画（絶対座標）
円弧の描画（相対座標）
円弧の描画
楕円の描画
楕円弧の描画
楕円弧の描画（逆方向）

PU
PD
PA
PR
MA
MR
FA
FR
CI
AA
AR
AX
AY
AT
EL
ED
EN

✕
✕
✕
✕
✕
✕
✕
✕
✕
✕
✕
✕
✕
✕
✕
✕
✕

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

/
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図形モード

ESC/Pエミュレーションサポートコマンド

コード区分 機　能 制御コード E P

図形の描画（続き） 枠無し四角形の塗りつぶし（絶対位置指定）
枠無し四角形の塗りつぶし（相対位置指定）
枠あり四角形の塗りつぶし（絶対位置指定）
枠あり四角形の塗りつぶし（相対位置指定）
枠無し扇形の塗りつぶし
枠あり扇形の塗りつぶし
閉領域の塗りつぶし
パス構築モードの開始
パスの閉鎖
パス構築モードの終了
ストロークの描画
フィルの描画（非零則）
フィルの描画（偶奇則）

RA
RR
EA
ER
WG
EW
PI
NP
CP
EP
ST
FL
EF

✕
✕
✕
✕
✕
✕
✕
✕
✕
✕
✕
✕
✕

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

その他 イニシャライズ
初期設定
図形モード設定
図形モード解除

IN
DF
FS Y
FS Z

✕
✕
✕
✕

○
○
○
○

コマンド 機　　能
ESC -
SO
ESC SO
DC4
ESC W
ESC E
ESC F
ESC G
ESC H
FS SO
FS DC4
ESC 4
ESC 5
ESC q
ESC !
FS J
FS K
FS D
FS W
FS -
FS !
FS &
FS .
FS SI
FS DC2
FS r
FS k
FS 2
FS S
FS T
FS U
FS V
ESC K
ESC L
ESC Y
ESC Z
ESC ＊
ESC ＊
ESC ?
ESC @
DC 1
DC 3
DEL
CAN
ESC EM

アンダーライン指定、解除
自動解除付き倍幅拡大指定
自動解除付き倍幅拡大指定
自動解除付き倍幅拡大解除
倍幅拡大指定、解除
強調指定
強調解除
二重印字指定
二重印字解除
自動解除付き倍幅拡大指定
自動解除付き倍幅拡大解除
イタリック指定
イタリック解除
文字スタイル選択
一括指定
縦書き指定
横書き指定
半角縦書き2文字指定
4倍角指定、解除
漢字アンダーライン指定、解除
漢字一括指定
漢字モード指定
漢字モード解除
半角文字指定
半角文字指定解除
1/4角文字指定
漢字書体選択
外字定義
全角文字スペース量設定
半角文字スペース量設定
半角文字スペース量補正
半角文字スペース量補正解除
8ドット単密度ビットイメージ
8ドット倍密度ビットイメージ
8ドット倍速倍密度ビットイメージ
8ドット4倍密度ビットイメージ
ビットイメージ選択
ビットイメージリピート
ビットイメージ変換
初期化
デバイスコントロール1
デバイスコントロール3
1文字削除
データ抹消
カットシートフィーダー制御

コマンド 機　　能
ESC C
ESC C 0
ESC N
ESC O
ESC Q
ESC 1
ESC 0
ESC 2
ESC 3
ESC A
ESC +
ESC B
ESC D
ESC /
ESC b
CR
LF
FF
ESC J
ESC j
HT
VT
BS
ESC $
ESC ¥
ESC M
ESC P
ESC g
ESC p
ESC R
ESC S
ESC T
ESC x
ESC k
ESC 6
ESC 7
ESC t
ESC %
ESC &
ESC ：
ESC SP
ESC w
SI
ESC SI
DC2

行単位ページ長設定
インチ単位ページ長設定
ミシン目スキップ設定
ミシン目スキップ解除
右マージン設定
左マージン設定
1/8インチ改行量設定
1/6インチ改行量設定
n/180インチ改行量設定
n/60インチ改行量設定
n/360インチ改行量設定
垂直タブ位置設定
水平タブ位置設定
VFUチャネル選択
VFUタブ位置設定
キャリッジリターン
改行
改ページ
n/180インチ順方向紙送り
n/180インチ逆方向紙送り
水平タブ
垂直タブ
後退
絶対位置指定
相対位置指定
12 CPI指定
10 CPI指定
15 CPI指定
プロポーショナル指定、解除
国際文字選択
スーパー、サブスクリプト指定
スーパー、サブスクリプト解除
文字品位選択
書体選択
上位側コントロールコード解除
上位側コントロールコード指定
文字コード表選択
ダウンロード文字セット指定、解除
ダウンロード文字定義
文字セットコピー
文字間スペース量設定
縦倍拡大指定、解除
縮小指定
縮小指定
縮小解除

/

/
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機能拡張制御コード
別売りの「日本語ページプリンタ言語NPDL（Level2）リファレンスマニュアル」に記載されていない機能を拡張した制御
コードの一覧表を以下に示します。その後にそれぞれの機能を説明しています。

テキストモード

コード区分 機　能 制御コード E P

図形の描画コード 楕円の描画
楕円弧の描画
自由曲線の描画（絶対座標モード）
自由曲線の描画（相対座標モード）

EL
ED, EN
BA
BR

✕
✕
✕
✕

○
○
○
○

プリンター単位指定 プリンター単位の設定 SU ✕ ○

塗りつぶしに関する設定 グレーレベルパターンの設定 SG ✕ ○

楕円弧描画 楕円弧の描画 AV ✕ ○

弓形描画 弓形の描画 CV ✕ ○

扇形描画 扇形の描画 FV ✕ ○

角丸短形描画 角丸矩形描画 RB ✕ ○

図形モード

コード区分 機　能 制御コード E P

文字スタイル制御コード 漢字文字幅2/15インチ、文字サイズ9.5ポイ
ント設定
文字明度の指定
1バイト文字サイズの設定
2バイト文字サイズの設定
1バイト文字縦横サイズの設定
2バイト文字縦横サイズの設定

FS D

FS $
FS 07 S1
FS 07 S2
FS 12 S1
FS 12 S2

○

✕
✕
✕
✕
✕

✕

○
○
○
○
○

行桁制御印刷コード 2バイトコード文字の文字幅設定 FS p ○ ○

文字ロード 1バイト/2バイトコード文字の登録 FS g ✕ ○

バーコードの印刷 バーコードの印刷 FS`p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7.d1d2d3d4･ ･ ･ ○ ○

面制御コード フォーム登録の開始／参照 FS u ○ ○

ページ制御コード 印刷方向の設定および縮小／拡大モード設定
縮小印字の設定
両面印刷設定

FS f C1,C2,C3,C4,C5.
FS 05f
FS '

○
○
○

○
○
○

領域指定イメージ 領域指定イメージ描画の設定 FS i ✕ ○

座標指定単位設定 座標指定単位の設定 FS < ✕ ○

文字セット制御コード OCR-Bフォントの指定 FS 06 F1 -004 ○ ○

カスタマーバーコードの印刷 カスタマーバーコード書体の選択 FS 06 F2-n1n2n3 ○ ○

漢字コード表切り替えのため
の制御コード

漢字コード表の設定 FS 05 F2 ○ ○

フィニッシャー制御コード フィニッシャーを制御するためのモード設定 FS % ✕ ○

/

/

/

/ / /

/
/
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文字スタイル制御コード

漢字文字幅2／15インチ、文字サイズ9.5ポイント設定 FS D

全角漢字の文字幅を2／15インチ、文字サイズを9.5ポイントに設定します。

　形　式 FS Ｄ

　記述例

LPRINT　CHR$（&h1C）; CHR$（&h44）;
または
LPRINT　CHR$（28）; "D";

文字明度の指定 FS $

テキストモードでの文字明度を指定します。

FS $は形式、パターンの範囲ともに従来と同じですが、従来0～100のパラメーターを白または黒のどちらかに解釈
して印刷していたものが、本プリンターでは中間調に印刷できるようになりました。これにより従来よりも細かい明度
表現が可能となります。

　形　式 FS ＄ p1 ．

� p1でテキストモードでの文字明度を指定します。
� p1の範囲は0～100が有効です。
� p1は0に近いほど黒くなり、100に近いほど白くなります。（p1=0で黒、p1=100で白）
� p1省略時およびp1が100より大きいときは、本コマンドは無効となります。

　記述例 テキストモードでの文字明度を50に指定するとき

LPRINT　CHR$（&h1C）;CHR$（&h24）;"50.";
または
LPRINT　CHR$（28）;"$50.";
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1バイト文字サイズの設定 FS Ø7S1
1バイト文字のサイズを0.1ポイント単位で設定します。

　形　式 FS Ø ７ Ｓ １ － c1 c2 c3 c4

� c1 c2 c3 c4で文字サイズを設定します。単位は1/10ポイントです。
� c1 c2 c3 c4の有効範囲は0001～9999です。

　記述例 文字サイズを20ポイントに設定するとき

LPRINT CHR$（&h1C）;CHR$（&h30）;CHR$（&h37）;CHR$（&h53）;CHR$（&h31）;
　CHR$（&h2D）;CHR$（&h30）;CHR$（&h32）;CHR$（&h30）;CHR$（&h30）;

または
LPRINT CHR$（28）;"07S1-0200";

2バイト文字サイズの設定 FS Ø7S2
2バイト文字のサイズを0.1ポイント単位で設定します。

形　式 FS Ø ７ Ｓ ２ － c1 c2 c3 c4

� c1 c2 c3 c4で文字Xサイズを設定します。単位は1/10ポイントです。
� c1 c2 c3 c4の有効範囲は0001～9999です。

記述例 文字サイズを20ポイントに設定するとき

LPRINT CHR$（&h1C）;CHR$（&h30）;CHR$（&h37）;CHR$（&h53）;CHR$（&h32）;
　CHR$（&h2D）;CHR$（&h30）;CHR$（&h32）;CHR$（&h30）;CHR$（&h30）;

または
LPRINT CHR$（28）;"07S2-0200";
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1バイト文字縦横サイズの設定 FS 12S1

1バイト文字のサイズを縦横別々に0.1ポイント単位で設定します。

　形　式 FS １ ２ Ｓ １ － c1 c2 c3 c4 － c5 c6 c7 c8

� c1 c2 c3 c4で文字Xサイズを設定します。単位は1/10ポイントです。
� c5 c6 c7 c8で文字Yサイズを設定します。単位は1/10ポイントです。
� 有効範囲はX、Yともに0001～9999。

　記述例 縦20ポイント、横50ポイントを設定するとき

LPRIN      CHR$（&h1C）;CHR$（&h31）;CHR$（&h32）;CHR$（&h53）;CHR$（&h31）;
　　　   　CHR$（&h2D）;CHR$（&h30）;CHR$（&h35）;CHR$（&h30）;CHR$（&h30）;

   　CHR$（&h2D）;CHR$（&h30）;CHR$（&h32）;CHR$（&h30）;CHR$（&h30）;
または
LPRINT CHR$（28）;"12S1-0500-0200";

2バイト文字縦横サイズの設定 FS 12S2

2バイト文字のサイズを縦横別々に0.1ポイント単位で設定します。

形　式 FS １ ２ Ｓ ２ － c1 c2 c3 c4 － c5 c6 c7 c8

� c1 c2 c3 c4で文字Xサイズを設定します。単位は1/10ポイントです。
� c5 c6 c7 c8で文字Yサイズを設定します。単位は1/10ポイントです。
� 有効範囲はX、Yともに0001～9999。

 記述例 縦20ポイント、横50ポイントを設定するとき

LPRINT　 CHR$（&h1C）;CHR$（&h31）;CHR$（&h32）;CHR$（&h53）;CHR$（&h32）;
　　CHR$（&h2D）;CHR$（&h30）;CHR$（&h35）;CHR$（&h30）;CHR$（&h30）;
　　CHR$（&h2D）;CHR$（&h30）;CHR$（&h32）;CHR$（&h30）;CHR$（&h30）;

または
LPRINT CHR$（28）;"12S2-0500-0200";
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行桁制御印刷コード

2バイトコード文字の文字幅設定 FS p

2バイトコード文字の文字幅（印刷ピッチ）を設定します。

　形　式 FS ｐ ２ ， p1 ／ p2 ．

� p1／p2で文字幅を設定します。
� p1は文字幅の分子、p2は文字幅の分母を表します。
� p2を240に設定したとき、p1は1～240の値が有効となります。
� p2を240以外の値に設定するときは、以下の組み合わせのみが有効です。

従来このコマンドは表に示す組み合わせにのみ設定可能でしたが、本プリンターでは1/240～240/240の設定
が可能になりました。これにより、より細かな文字幅の設定が行えます。

　記述例 2バイトコード文字の文字幅を1/8インチ（30/240）に設定するとき

LPRINT　CHR$（&h1C）;CHR$（&h70）;"2,30/240.";
または
LPRINT　CHR$（28）;"p";"2,30/240.";

p1 p2 文字幅

1 5 1/5インチ

1 6 1/6インチ

1 10 1/10インチ

2 15 2/15インチ

3 20 3/20インチ

/

/
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文字ロード

1バイト/2バイトコード文字の登録 FS g

外字パターンのロードをします。

　形　式 FS g c1 c2 c3 ， p1 ， p2 ， p3 ， p4 ， p5　．　c4 c5 d1 ･･･ dn

� c1はこの制御コードのモードを表す1バイトの文字です。c1によってこの制御コードは次の動作をします。

c1 動作

R
A
M

登録
クリア
印刷文字選択

� c2c3は印刷方式とキャラクターモードを指定します。

c2 c3 印刷方式/キャラクターモード

K

N
H
E
Q
P

パイカ
パイカ
エリート
コンデンス
プロポーショナル

カタカナ

H

N
H
E
Q
P

パイカ
パイカ
エリート
コンデンス
プロポーショナル

ひらがな

2 K 漢字

� c1がAのときは、 c2c3は次の意味を持ちます。
このとき、この制御コードはp1以降のパラメーターとデータは不要です。

c2 c3 動作

C 1 1バイト系の全クリア

C 2 2バイト系の全クリア

� c1がMのときは。 c2c3は次の意味を持ちます。
このとき、この制御コードはp1以降のパラメーターとデータは不要です。

c2 c3 動作

I 1 1バイト系は内部CGを印刷

R 1 1バイト系はダウンロード文字を印刷

� p1は文字の高さを表します。p1はc1がRのときのみ有効で、登録する文字の高さをドット単位で設定しま
す。下表の値のみ有効です。

c2 240dpi 400dpi 600dpi 動作

H or K 36 60 90 －

2の時
24
26
40

40
60
67

60
90
100

7.2ポイントの登録を意味する
10.8ポイントの登録を意味する
12ポイントの登録を意味する
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� p2は左スペース量を表します。p2はc1がRのときのみ有効で、登録する文字の左側スペースをドット単位で
設定します。下表の値のみ有効です。

 

c3 240dpi 400dpi 600dpi

P 0～23 0～39 0～59

P以外 0

� p3は文字幅を表します。p3はc1がRのときのみ有効で、登録する文字の文字幅をドット単位で設定します。
下表の値のみ有効です。

またc3=Pのときは p2+p3+p4≦24 （240dpi）
p2+p3+p4≦40 （400dpi）
p2+p3+p4≦60 （600dpi） でなくてはなりません。

c3
p3

240dpi 400dpi 600dpi

N
24 40 60

H

E 20 34 50

Q 14 24 35

P 1～24 1～40 1～60

K p1 p1 p1

� p4は右スペース量を表します。p4はc1がRのときのみ有効で、登録する文字の右側スペースをドット単位で
設定します。下表の値のみ有効です。

c3 240dpi 400dpi 600dpi

P 0～23 0～39 0～59

P以外 0

� p1～p4はc1c2の状態によっては省略可能な場合があります。省略可能な場合は次のとおりです。

c1c2 p1 p2 p3 p4

RK 不可 可（0） 不可 可（0）

RH 不可 可（0） 不可 可（0）

R2 不可 可（0） 可（p1） 可（0）

（　）内は省略時の値

� c4c5は参照に使用する文字コードを表します。 使用可能なコードは次のとおりです。

c2=HまたはKのとき 21h≦c4≦7Eh 80h≦c4≦9Eh　A1h≦c4≦FEh c5は指定しない
c2=2のとき 76h≦c4≦78h 20h≦c5≦7Fh

上記以外の値を指定したときは、c2=HまたはKのときはc4までを、c2=2のときはc5までを読み捨ててシー
ケンスを終了します。

� d1～dnはパターンデータをバイナリー表現で表します。データ数はp1×p4÷8とします。

� この制御コードでパラメーターに不正があったときはピリオドまでを読み捨てて、シーケンスを終了しま
す。ただし文字コードに不正があったときは、文字コードまでを読み捨てます。どちらの場合でもパター
ンデータの読み捨てはしません（パターンデータはテキストデータとして扱い、印刷される）。
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�本装置では、登録可能な文字数は次のとおりです。

c2=HまたはKのもの 128文字（1バイト系）
c2=2のとき 256文字（2バイト系）

また文字の登録があった時、そのエリアに登録されていた前のパターンは同一ページ内では保証されませ
ん。

�未登録の文字コードや文字サイズは空白が登録されているのと同様の印刷を行います。

バーコードの印刷

バーコードの印刷 FS `

バーコードをご使用になる際の注意

� 読み取り装置によっては、本プリンターで印刷したバーコードをうまく読み取れない場合があります。ご使用にな
る読み取り装置でバーコードを読み取れることを確認してからご使用ください。

� トナー切れなどにより印刷がかすれたりした場合には、読み取れないことがあります。

� 用紙の拡大／縮小は行わないでください。読み取り装置でバーコードを読み取ることができません。

� トナー節約機能は使用しないでください。読み取り装置でバーコードを読み取れないことがあります。

� p2で指定されるHRCはOCR-Bフォントで印刷されます。ただし、OCR-Bフォントの最小ピッチは10CPIのた
め、HRCの幅の方がバーコードより広くなることがあります。また、オートリターン有効時でも、印刷範囲から
超えた場合にはデータを読み捨てます（オートリターンしません）。

� バーコードの印刷を行う際には、次のコマンドは無効となります。

ー 縦横拡大指定（FS m）

ー 網かけ、反転（FS n）

ー アンダーライン／オーバーライン（ESC X）

ー 縦方向オフセット（FS t）

ー 固定ドットスペース（FS w）

　形　式 FS  ｀ p1 ， p2 ， p3 ， p4 ， p5 ， p6 ， p7 ． d1 d2 d3 d4 ･･･

� p1はバーコードの種類を設定します。

＜201PLエミュレーションモード＞

p1 バーコードの種類

0 1 NW-7のスタート／ストップキャラクター設定

0 2 NW-7

0 3 JAN

0 4 CODE 39

0 5 INDUSTRIAL 2 OF 5

0 6 INTERLEAVED 2 OF 5

/

/

/

/

/

/
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＜ページプリンターモード＞

p1 バーコードの種類

1 NW-7のスタート／ストップキャラクター設定

2 NW-7

3 JAN

4 CODE 39

5 INDUSTRIAL 2 OF 5

6 INTERLEAVED 2 OF 5

7 UCC/EAN-128

p1の指定により、p2～p7 、d1～dnの値は変化します。

123756789

HRC

123756789

バーコード

1

バーコード

X座標移動量

321

X座標移動量

p2 HRC

0 文字なし

1 文字を下につける

2 文字を上につける

3 新料金代理収納ガイドライン形式で文字を下につける
（p1=7の時のみ有効）

/

� p2はバーコードに対するHRC（付加文字）の有無およびその位置を指定します。

＊ HRCはバーコードの下または上にOCR-Bフォントで印刷します。

バーコードとOCR文字のボディフェースは隣接するべ
きだが、ページモードでバーコードの上に文字がつく
場合に限り、4dot（240dpi）の隙間を開けている。

HRCの均等割付け方法

バーコードより文字列の方が長い場合は、文字幅単位で印刷されます。（以下の例は文字列よりバーコード
の方が長い場合を示します。

＜201PLエミュレーション＞

1文字の場合、バーコードの幅の中央に配置し、バーコードの
幅の分だけX座標を移動します。

複数文字の場合、バーコードの幅を文字数で割り、その中央に
配置します。
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＜ページプリンターモード＞
1文字の場合、バーコードの左側に配置し、文字の幅の分だけX座標
を移動します。

p1 有効なp6
1 2

2 0～34

3 13または8

4 0～34

5 0～34

6 0～34(偶数のみ）

7 1～25

1

バーコード

X座標移動量

321

X座標移動量

複数文字の場合、バーコードの幅から1文字幅引き、文字数-1
で割り、その左端に配置します。

� p3はバーコードのモジュール幅をドット単位で指定します。

＜201PLエミュレーション＞

指定範囲：2≦p3≦4（160dpi）
＜ページプリンターモード＞
指定範囲：4≦p3≦15（600dpi）

� p4はバーコードのワイド／ナローエレメント比を指定します。
p4＝30のみ有効

� p5はバーコード高さをドット単位で指定します。
＜201PLエミュレーション＞
0≦p5≦999（160dpi）

p5が0の時は、高さを改行ピッチに設定します。したがって、改行ピッチの切り替えコマンドと組み合わせることに
より1/120インチ単位での指定も可能となります。またバーコードの下にHRCがある場合は、実際に改行する幅はバー
コードの高さ＋HRCの高さです。

＜ページプリンターモード＞
指定範囲：

10≦p5≦2498（600dpi　1ドット＝約0.042mm なるべく150～300程度の値でご使用ください）

� p6はデータキャラクターの長さをバイト単位で指定します。
この値は、バーコードの種類ごとに下記のように制限されます。

� p7はp3、p5の解像度を指定します。
＜201PLエミュレーション＞

省略してください。（160dpi）

＜ページプリンターモード＞

指定：p7＝600（600dpi）

� d1、d2、d3、d4･･･はデータキャラクターまたはスタート／ストップキャラクター（p1＝1のとき）です。
� グレーの実現レベルはプリンター機種ならびに解像度に依存します。
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　記述例 p1=1、スタートキャラクターを“a”、ストップキャラクターを“b”とするとき

LPRINT　CHR$（&h1C）;CHR$（&h60）;"1,,,,,2,.ab";
または
LPRINT　CHR$（&h1C）;"`1,,,,,2,.ab";

補足
バーコードの種類によって、パラメーターの意味が少しずつ異なります。

� p1＝1のとき（NW-7のスタート／ストップキャラクターを指定します。）
ー バーコードの印刷ではなく、バーコードの種別NW-7の仕様に従い、NW-7で付加されるスタート／ストップキャラクターの設
定を行います。

ー スタート／ストップキャラクターとして指定可能な文字は次のとおりです。（初期状態は“a”）
a b c d e n t ＊ A B C D E N T
また、p2～p5およびp7は省略されます。
記述例 スタートキャラクターを“a”、ストップキャラクターを“b”とするとき
LPRINT CHR$（&h1C）;"`1,,,,,2,.ab";

� p1＝2のとき（NW-7）
ー p3の値がナローバー、ナロースペースの幅に対応し、p3×p4／10の値がワイドバー、ワイドスペースの幅に対応します。
ー p6＝0のときは、スタート／ストップキャラクターのみ印刷します。
ー データキャラクターとして指定可能な文字は次のとおりです。
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 － $ . ／ : +

ー データの最初と最後にあらかじめ設定されたスタート／ストップキャラクターを自動的に付加して印刷します。

� p1＝3のとき（JAN）
ー p3の値が1モジュールの幅に対応し、他の幅のバーおよびスペースはこの整数倍の幅となります。
ー p6は13または8とし、13のときはJAN標準のバーコード、8のときはJAN短縮のバーコードを印刷します。
ー データキャラクターとして指定可能な文字は次のとおりです。
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ー JAN標準でデータキャラクターの1バイト目（フラグキャラクター）が規定外のときは、データキャラクターも含めて読み捨てま
す。

ー レフトガードバー、サイドガードバー、ライトガードバーは自動的に付加します。

� p1＝4のとき（CODE-39）
ー p3の値がナローバー、ナロースペースの幅に対応し、p3×p4 ／10の値がワイドバー、ワイドスペースの幅に対応します。
ー p6＝0のときは、スタート／ストップキャラクター（“＊”固定）のみ印刷します。
ー データキャラクターとして指定可能な文字は次のとおりです。
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 － $ . ／ + % SP（スペース）
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ー データの最初と最後にあらかじめ設定されたスタート／ストップキャラクターを自動的に付加して印刷します。

� p1＝5のとき（INDUSTRIAL 2 OF 5）
ー p3の値がナローバー、ナロースペースの幅に対応し、p3×p4 ／10の値がワイドバー、ワイドスペースの幅に対応します。
ー p6＝0のときは、スタート／ストップキャラクターのみ印刷します。ただし、HRC付加指定をしても対応するキャラクターがな
いため印刷されません。

ー データキャラクターとして指定可能な文字は次のとおりです。
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ー データの最初と最後にあらかじめ設定されたスタート／ストップキャラクターを自動的に付加して印刷します。

� p1＝6のとき（INTERLEAVED 2 OF 5）
ー p3の値がナローバー、ナロースペースの幅に対応し、p3×p4 ／10の値がワイドバー、ワイドスペースの幅に対応します。
ー p6＝0のときは、スタート／ストップキャラクターのみ印刷します。ただし、HRC付加指定をしても対応するキャラクターがな
いため印刷されません。

ー データキャラクターとして指定可能な文字は次のとおりです。
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ー 2つのデータキャラクターを1組のバーコードデータとして印刷します。
ー データの最初と最後にあらかじめ設定されたスタート／ストップキャラクターを自動的に付加して印刷します。
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ー p2＝3指定の場合は、バーコードの下に以下のようなフォーマットでHRCを付加します。HRCにおける改行表示、括弧「()」、
ハイフン「-」は自動的に付加されますが、バーコードには含まれません。また、これらの自動的付加は桁位置で判断し、データ
の正当性や内容は問いません。データの25バイト目に付加されるチェックデジットは、バーコード上には表示しますが、HRC
上には表示されません。

特殊キャラクター HEX表現値

START(CODE A) F0

START(CODE B) F1

START(CODE C) F2

SHIFT F3

CODE A F4

CODE B F5

CODE C F6

FNC1 F7

FNC2 F8

FNC3 F9

FNC4 FA

＜補足＞
p2＝1（CODE C）の場合

行位置(AA)MMMMMM-EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEES
YYNNDD-F-PPPPPP-T

バーコード

行位置

01 34 91 23 45 67 89 05 17 01 03 31 30 10 01 01 23 54

バーコード

� p1＝7のとき（UCC/EAN-128）
ー 初期コードセットは、CODE Cです。
ー p3の値が最小バーの幅に対応し、それに対して1:2:3:4の幅で他のバーを表現します。
ー p6（データキャラクターの長さ）は1～25（バイト）とし、それ以外の時はピリオドまで読み捨てます。
ー データキャラクターとして指定可能な文字はASCIIコードすべてです。
ー 1個のデータキャラクター1つのバーコードデータとして印刷します。HRCは本装置の1バイト系文字で印刷可能であればその
まま印刷し、それ以外の場合はスペースを印刷します。HRCは、コードセットに従います。

ー データの最後のストップキャラクターを自動的に負荷して印刷します。特殊キャラクター対応コードを以下に示します。
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面制御コード

フォーム登録の開始／参照 FS u

フォームデータの登録開始および参照を指示します。

　形　式 FS ｕ c1 ， p1 ， c2 ．

� c1で登録か参照かを設定します。

c1 機　　能

1 フォーム登録モードを設定（フォーム登録を開始）

2 フォーム参照モードを設定

c2 機　　能

省略 この制御コードが存在するページに対してフォームを描画（参
照）します。現ページに対してのみ有効です。

S この制御コードが存在するページ以降、解除が指定される間での
フォーム参照を継続します。

E 上記「S」で設定されたフォーム参照モードを解除します。

� p1でフォーム番号を指定します。省略時は1となります。指定範囲は1～100です。
� c2はc1=1（フォーム登録モード）のときは必ず省略してください。c1=2（フォーム参照モード）のときは、c2
でフォーム参照の継続の有無を設定します。

100面までの登録が可能です。実際にはメモリーの容量に依存しますが、オプションの増設メモリーを装着することに
よってより多くのフォーム登録が可能となります。また、従来フォームに登録できなかった図形モードデータ、領域指
定網かけ、全点アドレス印刷データも登録可能となっています。

　記述例 フォーム番号2にフォーム登録を行うとき

LPRINT　CHR$（&h1C）;CHR$（&h75）;CHR$（&h31）;CHR$（&h2C）;"2";CHR$（&h2E）;
または
LPRINT　CHR$（28）;"u1,2.";
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ページ制御コード

印刷方向の設定および縮小／拡大モード設定 FS f

プリンターの印刷方向および縮小／拡大モードの設定を行います。

形　式 FS ｆ c1 c2 c3 c4 c5 ．

� c1は印刷方向を設定します。

c1 印刷方向

P ポートレート

L ランドスケープ

� c2 ～c5は縮小／拡大モードを設定します。本コマンドは従来縮小機能のみでしたが、本プリンターでは拡
大機能が追加されました。パラメータの設定方法に関しては下記の表をご覧ください。

記述例 印刷方向をポートレートで、A4サイズの印刷データをA3用紙に拡大して印刷するとき

LPRINT　CHR$(&h1C);CHR$(&h66);"PA4A3.";
または
LPRINT　CHR$(28);"f";"PA4A3.";

拡大/縮小モードの設定

c2 c3 c4 c5 機　能

L P B 4 帳票→B4

L P A 4 帳票→A4

U P A 4 A4×2→A4

U P B 5 B5×2→B5

A 3 B 4 A3→B4

A 3 A 4 A3→A4

A 4 A 3 A4→A3

A 4 B 4 A4→B4

A 4 B 5 A4→B5

B 4 A 3 B4→A3

B 4 A 4 B4→A4

B 4 B 5 B4→B5

B 5 A 4 B5→A4

B 5 B 4 B5→B4
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縮小印字の設定 FS Ø5f

　形　式 FS Ø ５ ｆ c1 c2 c3 c4

� c1、c2、c3で縮小率を設定します。
組み合わせは次の中から選択します。

c4 縮小基準位置

L 左端基準

C 中央基準

� c4で縮小基準位置を設定します。
設定は次のとおりです。

� すべての文字に対して有効です。
� 行の先頭で指定してください。その行から縮小印字します。
行の途中で指定した場合は、次の行から縮小印字します。

� 縮小印字は受信したデータを2／3または4／5に縮小して印刷しますので、例えばA4サイズのデータをA5
サイズの用紙に、またはB4サイズのデータをA4サイズの用紙に印刷したいようなときに役立つ機能です。

� プリンターがサポートしていない縮小率を設定しようとした場合、その命令は無視されます。
� 縮小を行うと、改行幅も縮小されます。また、文字によっては見づらくなるものがあります。

　記述例 縮小率を4／5、左端基準で印刷するとき

LPRINT　CHR$（&h1C）; CHR$（&h30）; CHR$（&h35）;CHR$（&h66）; "080L"
または
LPRINT　CHR$（28）; "05f"; "080L"

c1 c2 c3 設定内容

1 0 0 縮小印字解除(原寸)

0 8 0 4/5縮小印字

0 6 7 2/3縮小印字

//

/ /

/
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両面印刷設定 FS '

両面印刷を設定します。

　形　式 FS   ' c1 ， c2 ， p1 ， p2 ．

� c1で印刷モードを設定します。

c1 印刷モード

S 片面印刷

B 両面印刷

c2 印刷面

F 表面

B 裏面

p1 印刷面

1 長辺綴じ位置1

2 短辺綴じ位置1

3 長辺綴じ位置2

4 短辺綴じ位置2

� c1で片面印刷を指定した場合は、c2　以降のパラメーターは無効になります。ただし、有効なパラメータを
設定するか、もしくは「FS’S,,,.」と送信する必要があります。

� c2で両面印刷における用紙の印刷開始面を設定します。

� c2を省略した場合は、表面を印刷開始面とします。

� p1で綴じ代を付加する位置を設定します。

� p2 で綴じ代として追加する余白量を1mm単位で設定します。範囲は、0≦p2≦100です。
綴じ代を付けない場合は、0を指定します。

� p1、p2を省略した場合、メニューの設定に従います。
� 本コマンドはページの先頭で使用してください。ページの途中で指定した場合は、改ページを行い、以前
のページの用紙をすべて排出した後で、本コマンドの設定に従った印刷を開始します。

　記述例 印刷開始面が表面の両面印刷で、長辺綴じ1、余白量を10mmに設定するとき

LPRINT　CHR$（&h1C）; CHR$（&h27）;  "B,F,1,10.";
または
LPRINT　CHR$（28）; " ' "; "B,F,1,10.";
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領域指定イメージ

領域指定イメージ描画の設定 FS i

描画座標を原点として指定された領域にラスターイメージを描画します。

　形　式 FS  i p1 ， p2 ， p3 ， p4 ／ p5 ， p6 ／ p7 ， p8　，　p9 ． d1 ･･･ dn

� p1はイメージ領域のXサイズです。
� p2はイメージ領域のYサイズです。
� p3はデータの形式です。
� p4はX方向拡大率の分子です。
� p5はX方向拡大率の分母です（省略時は1と同等）。
� p6はY方向拡大率の分子です。
� p7はY方向拡大率の分母です（省略時は1と同等）。
� p8はパターンデータのバイト数です。
� p9はイメージデータの解像度を指定します。p9を省略した場合、または規定値以外の数値を指定した場合、
解像度は240dpiになります。

p9 解像度

160 160dpi

200 200dpi

240 240dpi

300 300dpi

400 400dpi

600 600dpi

� d1～dnはnバイトのラスターイメージデータ（バイナリー形式）です。

/

/ /

/ /

/

/ /

/ /
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座標指定単位設定

座標指定単位の設定 FS <

面モード時の移動量の基本単位を設定します。

形　式 FS < p1 ／ p2 ， c1 ．

� p1は単位量の分子を表します。
� p2は単位量の分母を表します。
� c1はインチまたはmmの識別を表します。
� p1、p2、c1は下記の値が有効です。

p1 p2 c1 座標指定単位

1 160

i

1/160インチ

1 200 1/200インチ

1 240 1/240インチ

1 400 1/400インチ

1 600 1/600インチ

1 720 1/720インチ

1 1200 1/1200インチ

1 100 m 1/100mm

� 描画座標指定（FS e）、座標指定罫線（FS l）、領域指定網かけ（FS s）の領域の大きさ、全点アドレス印刷
モード（FS a）の移動量、クリッピング領域指定（FS #）が、この制御コードで設定された単位で指定され
ます。

� 領域指定イメージのビットパターンデータは影響を受けません。
� 上記制御コードの後に、この単位設定を実行しても、それまでに設定した座標、大きさ、移動量等は変化
しません。

� p1が省略された場合は1、p2が省略された場合は240、c1が省略された場合はiとみなされます。
� 本コマンドを再度受信するまでは有効です。
� 以下の場合、単位は1/240インチとなります。

① POWER ON時
② 操作パネルでリセットが実行されたとき
③ ソフトウエアリセットを受けたとき
④ インプットプライムを受けたとき

/

/

/

/

/ /

/ /

/ /

/

/

/
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文字セット制御コード

OCR-Bフォントの指定 FS Ø6F1-ØØ4

　形　式 FS Ø ６ Ｆ １ － Ø Ø ４

1バイト文字としてOCR-Bフォントを選択します。

OCR-Bフォントについて

本プリンターはOCR-Bフォントを内蔵しており、各種アプリケーションから指定して印刷することができますが、ご使用
にあたっては以下の点にご注意ください。

� OCR-Bフォントは大きさが限定されています。本プリンターの場合10CPI（12ポイント、パイカサイズ）のみでご使用
になれます。それ以外の文字サイズは指定しないでください。また文字の拡大／縮小、ページの拡大／縮小を行うと印
刷できません。

� OCR-Bフォントの印刷は本プリンターのNPDLモードでのみ可能です。またOCR-Bフォントの指定はアプリケーショ
ンソフトから行う必要があります。

� WindowsからOCR-Bフォントを使用する場合はいずれかの方法で指定します。

ー アプリケーションのフォント選択で「OCR-Bフォント」を選択します。

このとき画面上は他のフォントを使用して表示されます。なお、文字のサイズは必ず12ポイントを指定してくださ
い。またボールド、イタリック（斜体）、アンダーラインなどの文字スタイルを設定しないでください。

ー アプリケーションのフォント選択の中に「OCR-B」というプリンターフォントがない場合は、本プリンタードライバー
の「TrueTypeフォントのプリンターフォントへ置き換え」機能を使用して印刷します。

なおOCR-Bフォントに置き換えるフォントは「Courier New」等の固定ピッチの英文フォントで指定してください。
また置き換えるフォントによっては文字のピッチがOCR-Bフォントと合わないため、OCR読み取り装置で読み取れ
ないことがあります。特にプロポーショナルフォントには置き換えないでください。和文フォントは置き換えるフォ
ントとして指定できますが、実際に置き換えることができるのは半角英数文字だけです。

� OCR-Bフォントは、OCR読み取り装置によっては読み取れない場合があります。事前にご確認ください。

� トナーが少なくなり印刷にかすれなどがある場合には、OCR読み取り装置でうまく読み取れない場合があります。

� トナー節約機能は使用しないでください。OCR読み取り装置がうまく読み取れない場合があります。

� OCR-Bフォントでは、メモリースイッチ2-1または、フォントメニュー1バイト系ゼロの書体で「Ø」と設定しても「0」
で印字します。
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カスタマーバーコードの印刷

カスタマーバーコード書体の選択 FS Ø6F2

カスタマーバーコードはJANコード等のバーコードとは異なり、2バイト文字として印刷を行います。
このため、カスタマーバーコードの印刷には、まず2バイト文字書体の選択を行う必要があります。

　形　式 FS Ø 6 F 2 - n1 n2 n3

� n1、n2、n3は3桁の文字表現の10進数（‘123’など）であり、書体番号を示します。
　 但し、例外として‘CLR ’（43h 4Ch 52h）のパラメーターは指定可能です。
� 初期状態ではプリンターのメニュー機能による設定が有効となります。
� 本制御コードによる書体選択制御コードにより他の書体が選択されるまで、現在の書体選択が有効です。
� 初期化処理により書体は初期状態に戻ります。

カスタマーバーコードの書体番号を次のように割り当てます。

851：カスタマーバーコード書体（回転なし）
852：カスタマーバーコード書体（反時計回り90°回転）
853：カスタマーバーコード書体（反時計回り180°回転）
854：カスタマーバーコード書体（反時計回り270°回転）
CLR：初期状態の書体に戻す。（メニュー設定に従う）

� 2桁目の数字‘5’は文字の太さを指定するパラメーターですが、カスタマーバーコード書体の場合は意味を
持ちません。

� 8から始まる書体番号において上記に合致しない場合は、カスタマーバーコード書体への切り替えは行わず
読み捨てます。その際、書体選択の初期化は行いません。（例：850、861、867）

� 書体番号851を選択して縦書きで印刷すると書体番号852の印刷結果と等しくなります。同様に書体番号852の
縦書きは書体番号853、書体番号853の縦書きは書体番号854、書体番号854の縦書きは書体番号851となりま
す。

� 201PLエミュレーションで使用する場合、「2バイト系文字書体の選択コマンド」は従来サポートされておりません
が、カスタマーバーコード書体選択時のみ、201PLエミュレーションでも有効となります。カスタマーバーコード以
外の書体を選択した場合には、「2バイト系文字書体の選択コマンド」は従来どおり無効コマンドとなります。

バーコードをご使用になる際のご注意

� トナー切れなどにより印刷がかすれたりした場合には、読み取れないことがあります。
� 用紙の拡大／縮小は行わないでください。読み取り装置でバーコードを読み取ることができません。
� トナー節約機能は使用しないでください。読み取り装置でバーコードを読み取れないことがあります。
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カスタマーバーコードのキャラクター指定

カスタマーバーコードの21種のキャラクターは次の文字コードを割り当てます。

数字（‘0’～‘9’） ：2330h～2339h（数字の‘0’～‘9’）
ハイフン ：215Dh（マイナス記号‘ー’）
英字用制御コード（CC1～CC3） ：2361h～2363h（小文字アルファベットの‘a’～‘c’）
予備用制御コード（CC4～CC8） ：2364h～2368h（小文字アルファベットの‘d’～‘h’）
スタートコード（STC） ：2163h（不等号‘<’）
ストップコード（SPC） ：2164h（不等号‘>’）

上記外の文字コードが指定された場合は全角スペースに置き換えて印刷します。

カスタマーバーコードのサイズの指定
郵政事業庁のカスタマーバーコードの仕様によると、読み取りのためにはバーコードパターンを文字とみなしたときにその
大きさを8ポイントから11.5ポイントまでの範囲にする必要があります。（この範囲内で任意の値を指定できます）
一方、プリンタはカスタマーバーコードといえども文字であるため、NPDL2、201PLそれぞれで定義された文字制御に
関する全ての機能を有効とします。（例えば、上記範囲から外れる文字サイズ指定や不適切な文字ピッチ指定、拡大・縮小、
アンダーライン、文字修飾など）
このため、カスタマーバーコードの印刷を行うアプリケーションは適切な印刷結果が得られるように留意してください。
また、プリンター側の機能で縮小や拡大を指定しての印刷においても適切な印刷結果が得られなくなります。

カスタマーバーコード（キャラクター指定とバーの組み合わせ）

カスタマーバーコードの体系について
（バーの種類とは、ロングバー：1、セミロングバー（上）：2、セミロングバー（下）：3、タイミングバー：4としたもの。）

� 数字（‘0’～‘9’）

キャラクター

文字コード

カスタマー
バーコード

バー種類

0 1 2 3 4

0 (2330h) 1 (2331h) 2 (2332h) 3 (2333h) 4 (2334h)

 1  4   4  1 1  4  1 3 2  3 1  2 1  2   3

キャラクター

文字コード

カスタマー
バーコード

バー種類

5 6 7 8 9

5 (2335h) 6 (2336h) 7 (2337h) 8 (2338h) 9 (2339h)

 1  4   1  3 2   1  2 1 3  2 3   1 4  1   1
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� ハイフン

キャラクター ー

文字コード

カスタマー

バーコード

バー種類  4 1 4

ー (215Dh)

� 英字用制御コード

キャラクター

文字コード

カスタマー
バーコード

バー種類

CC1 CC2 CC3

a (2361h) b (2362h) c (2363h)

3 2 4 3 4 2  2 3 4

� 予備用制御コード

キャラクター

文字コード

カスタマー
バーコード

バー種類

CC4 CC5 CC6 CC7 CC8

d (2364h) e (2365h) f (2366h) g (2367h) h (2368h)

 4  3   2  2 4   3  4 2 3  4 4   1 1  1   1

� スタート／ストップコード

キャラクター

文字コード

カスタマー
バーコード

バー種類

スタート ストップ

＜ (2163h) ＞ (2164h)

1  3 3 1
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備考（宛名書きとカスタマーバーコードとの関係）

カスタマーバーコードは、封書の切手の位置（はがきの料金印刷部分）を右上に位置付けたときに、下図の示すように上から下、左から
右の方向へ印刷されます。

宛名が横書きの場合

郵政事業庁の資料には記載されていない印刷例　

　　　　　　　　　　　

宛名が縦書きの場合

東京都港区芝五丁目�

日本電気株式会社�

丸地　雷太様�

1 2 3 4 5 6 7

東京都港区芝五丁目�

日本電気株式会社�

丸地　雷太様�

1 2 3 4 5 6 7

東京都港区芝五丁目�

日本電気株式会社�

丸地　雷太様�

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7

東京都港区芝五丁目�

日本電気株式会社�

丸地　雷太様�

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7

1 2 3 4 5 6 7

�
東
京
都
港
区
芝
五
丁
目�

日
本
電
気
株
式
会
社�

丸
地
　
雷
太
様�

1 2 3 4 5 6 71 2 3 4 5 6 7

東
京
都
港
区
芝
五
丁
目�

日
本
電
気
株
式
会
社�

丸
地
　
雷
太
様�

1 2 3 4 5 6 7

東
京
都
港
区
芝
五
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目�

日
本
電
気
株
式
会
社�

丸
地
　
雷
太
様�

�
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カスタマーバーコードの仕様と注意点

カスタマーバーコードの形状

カスタマーバーコードは、上下にバーを延ばしたロングバー、上方向のみにバーを延ばしたセミロングバー（上）、下方向のみにバーを
延ばしたセミロングバー（下）およびタイミングバーの4つの形状のバーを3本組み合わせて1つのキャラクターを表す4ステイト3バーと
します。

カスタマーバーコードの寸法

aポイント、8、9、10、11.5ポイントの場合、次表のとおりとして（10ポイントの場合、a/10=1）、8≦a≦11.5の大きさを許すもの
とします。

ロングバー セミロングバー（上） セミロングバー（下） タイミングバー�

8ポイント 比率 基準寸法（mm） 許容範囲（mm）

ロングバー長さ 6 2.88 2.72～2.88

タイミングバー長さ 2 0.96 0.84～1.08

バーピッチ 2 0.96 0.76～1.04

バー幅 1 0.48 0.40～0.56

バースペース 1 0.48 0.36～0.48

9ポイント 比率 基準寸法（mm） 許容範囲（mm）

ロングバー長さ 6 3.24 3.06～3.24

タイミングバー長さ 2 1.08 0.95～1.22

バーピッチ 2 1.08 0.86～1.20

バー幅 1 0.54 0.45～0.63

バースペース 1 0.54 0.41～0.54

10ポイント 比率 基準寸法（mm） 許容範囲（mm）

ロングバー長さ 6 3.60 3.40～3.60

タイミングバー長さ 2 1.20 1.05～1.35

バーピッチ 2 1.20 0.95～1.30

バー幅 1 0.60 0.50～0.70

バースペース 1 0.60 0.45～0.60

aポイント 比率 基準寸法（mm） 許容範囲（mm）

ロングバー長さ 6 3.6×a/10 3.40×a/10～3.60×a/10

タイミングバー長さ 2 1.2×a/10 1.05×a/10～1.35×a/10

バーピッチ 2 1.2×a/10 0.95×a/10～1.30×a/10

バー幅 1 0.6×a/10 0.50×a/10～0.70×a/10

バースペース 1 0.6×a/10 0.45×a/10～0.60×a/10

8≦a≦11.5



893-810024-003-A 第2版

付録 技術情報 486

（注1）カスタマーバーコードは、すべての規定（ロングバーの長さ、タイミングバーの長さ、バーピッチ、バー幅およびバー
スペース）が許容範囲に収まらなければなりません。

（注2）各比率に対して、許容範囲の設定に変更がありますが、これは印刷時のバーの太り等を考慮したものです。

【例1】カスタマーバーコードの寸法（10p相当）

実線で囲まれた範囲は基準寸法示し（数値はゴシック体で表記）、点線で囲まれた範囲は許容範囲を示します。

0.70.7

0.6

0.5

バー幅�

0.95～1.3

1.2
バーピッチ�

0.45

0.6

0.6

バースペース�

3.6
3.4 1.35

1.05

1.2

ロ
ン
グ
バ
ー
の
長
さ�

タ
イ
ミ
ン
グ
バ
ー
の
長
さ�

11.5ポイント 比率 基準寸法（mm） 許容範囲（mm）

ロングバー長さ 6 4.14 3.91～4.14

タイミングバー長さ 2 1.38 1.21～1.55

バーピッチ 2 1.38 1.09～1.50

バー幅 1 0.69 0.58～0.81

バースペース 1 0.69 0.52～0.69
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【例2】ドット割付寸法（参考）

レーザープリンター等ドットマトリックス形式で印刷する場合などは、バーコードの印刷上がりを規定の比率にできるかぎり近づけま
す。この点を考慮して下記にドット構成の参考を記載します。

（B：バー部のドット数、W：空白部のドット数、U：バー上部のドット数、M：タイミングバーの
ドット数、L：バー下部のドット数）

� 上記の表にないマトリックスサイズ（例：48×48等）のドット振り分けは比例的に準じます。

各マトリックスサイズにおけるドットの割付の実際について、次に参考例を示します。

〈参考例1〉　40ドット×40ドットの場合

マトリックスサイズ 横7分割
W, B, W, B, W, B, W

縦3分割
U, M, L

24×24 2, 4, 4, 4, 4, 4, 2 8, 8, 8

30×30 2, 5, 5, 5, 5, 5, 3 10, 10, 10

32×32 3, 5, 5, 5, 6, 5, 3 11, 10, 11

40×40 3, 6, 7, 7, 7, 6, 4 13, 14, 13

60×60 5, 10, 10, 10, 10, 10, 5 20, 20, 20

1�

2�

3�

4�

5�

6�

7�

8�

9�

10�

11�

12�

13�

14�

15�

16�

17�

18�

19�

20�

21�

22�

23�

24�

25�

26�

27�

28�

29�

30�

31�

32�

33�

34�

35�

36�

37�

38�

39�

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
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〈参考例2〉60ドット×60ドットの場合

1�
2�
3�
4�
5�
6�
7�
8�
9�
10�
11�
12�
13�
14�
15�
16�
17�
18�
19�
20�
21�
22�
23�
24�
25�
26�
27�
28�
29�
30�
31�
32�
33�
34�
35�
36�
37�
38�
39�
40�
41�
42�
43�
44�
45�
46�
47�
48�
49�
50�
51�
52�
53�
54�
55�
56�
57�
58�
59�
60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60



893-810024-003-A 第2版

付録 技術情報 489

カスタマーバーコードのフォーマットおよび桁数

カスタマーバーコードのフォーマットは次のとおりとします。ただし、新郵便番号の3桁目と4桁目の間のハイフンおよび新郵便番号と
住所表示番号を連結するハイフンは省くものとします。また、英字1文字は制御コードと数字コードの組み合わせにより表現し、バー
コード2桁分として扱います。

フォーマット： スタートコード＋新郵便番号＋ 住所表示番号＋チェックデジット＋ストップコード
バーコード桁数： （1） （7） （13） （1） （1）

住所表示番号が規定のけた数13桁に対して過不足のある場合には、次のように調節します。
13桁を越える場合：
13桁までの住所表示番号をバーコードに変換し、それ以上の情報は含めません。ただし、制御コード＋数字コードで表される
英字の制御コードが13桁目に当たる場合は、この制御コードに該当するバーコードまで含めるものとします。

13桁に満たない場合：
13桁になるまで制御コードCC4に該当するバーコードで埋めるものとします。

また、チェックデジットは、新郵便番号～住所表示番号に盛り込む情報の各キャラクターをチェック用数字に置き換え、その合計が19
の倍数となるように生成します。

各キャラクターのチェック用数字への置き換えは、次のとおりとします。

バーコード用キャラクター 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 CC7 CC8
チェック用数字 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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漢字コード表切り替えのための制御コード

本プリンターは、従来の1978年版のJIS漢字コード表に加えて、1983年版、1990年版の3つの漢字コード表に対応しています。これ
らをコンピューターから切り替えるために、以下の制御コードを使用します。

漢字コード表の設定 FS Ø5F2
　形　式 FS Ø ５ Ｆ ２ － c1 c2

� c1 c2で漢字コード表を設定します。

� 本プリンターで印刷する文字は、基本的に上記JISに準拠していますが、デザイン処理等の都合により多少
字形が異なるものがあります。

� コンピューターが対応していないコード表を選択した場合には、コンピューターのディスプレイと印刷結
果の文字が異なる場合があります。

　記述例 JIS 1983年版を選択するとき

LPRINT CHR$（&h1C）;CHR$（&h30）;CHR$（&h35）;CHR$（&h46）;
CHR$（&h32）;CHR$（&h2D）;CHR$（&h30）;CHR$（&h31）;

または
LPRINT CHR$（28）;"05F2-01";

c1c2 漢字コード表

00 JIS 1978年版(JIS C6226-1978)

01 JIS 1983年版(JIS X0208-1983)

02 JIS 1990年版(JIS X0208-1990)

/ /

/

/
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ソーター制御コマンド

ソーター制御コマンド FS %

NPDLコマンドでのフィニッシャー制御として以下のモード設定・解除と実行指示を行うものです。

� ステープル（フィニッシャー装着時のみ有効）
� パンチ（フィニッシャー装着時のみ有効）
� オフセット排紙（フィニッシャーでのオフセット排紙はフィニッシャー装着時のみ有効。ただし、ステープ
ルとオフセット排紙の組み合わせは無効）

� JOB終了（ステープル、オフセット排紙実行指示・モード解除）
� ステープル位置、パンチ位置、オフセット排紙については、4章の「仕上げ機能」を参照してください。

　形　式 FS % c1 ， P1    ， P2　，　．

パラメーター

� C1はフィニッシャー機能モードの設定
� P1は使用グループ番号の設定
� P2は実行するフィニッシャー機能の設定

� C1によりフィニッシャーの制御モードを設定します。

c1 制御モード

F ステープル

P パンチ

B 排出先

J オフセット排紙

E JOB終了（ステープル実行、オフセット排紙実行）

� P1は使用するグループ番号を指定します。本プリンターでは1固定ですので、1を設定してください。
� P2はC1の設定によって以下のように機能します。

c1 P2の機能

F ステープル位置

P パンチ位置

B 排出先

J 無効

E 無効

� C1＝F（ステープル位置）が指定されたときのP2で指定される機能は、以下のとおりです。

P2 ステープル位置

1 左上とじ・ステープル1点

2 右上とじ・ステープル1点

3 上とじ・ステープル2点

4 左とじ・ステープル2点

5 右とじ・ステープル2点

注： ステープル位置は印刷結果に対してです。とじ位置は、用紙フォーマットに対するものでFS f制御コード設定に従います。コ
マンドの発行順として、フィニッシャー制御（FS %）制御コードの後で必ず印刷フォーマット説明（FS f）を送る必要がありま
す。
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MultiWriter 4550におけるステープル実行可能なモードと用紙サイズの関係を以下に示します。

　○：ステープル可能　×：ステープル不可

FS fの用紙方向 P2（ステープル位置） タテ用紙
A3、B4

タテ用紙
A4＊、LT＊

ヨコ用紙
A4、B5、LT

ランドスケープ

左上とじ・ステープル1点 ○ ○ ○

右上とじ・ステープル1点 ○ ○ ○

上とじ・ステープル2点 ×　 ×　 ○

左とじ・ステープル2点 ○ ○ ×　

右とじ・ステープル2点 ○ ○ ×　

ポートレート

左上とじ・ステープル1点 ○ ○ ○

右上とじ・ステープル1点 ○ ○ ○

上とじ・ステープル2点 ○ ○ ×　

左とじ・ステープル2点 ×　 ×　 ○

右とじ・ステープル2点 ×　 ×　 ○

＊　A4タテ、LTタテはトレーでのみ印刷可能。

� C1＝P（パンチ位置）が指定されたときのP2で指定された機能は、以下のとおりです。

P2 パンチ位置

1 上2点穴あけ

2 左2点穴あけ

3 右2点穴あけ

� C1＝B（排出先）が指定されたときのP2で指定された機能は、以下のとおりです。

P2 排紙先

1 本体

2 フィニッシャー

3 フィースアップトレー

� C1＝Jが指定されると、ジョブ毎のオフセット排紙を行います。

� C1＝E（JOB終了）が指定されたときのP2で指定たときの機能は以下のとおりです。

－ ステープルまたはオフセット排紙を行っている場合、ステープル（針打ち）またはオフセット排紙を（用紙排出位
置の左右シフト）行います。

－ 設定されたステープル、パンチ、オフセット排紙、排出先を初期値に戻します。ここで、設定値がクリアされま
す。したがって、ステープルなどの実行毎に本制御コードの指定を行ってください。
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【制御コード使用シーケンス】

＊1 FF（改頁）とFS%E制御コードを必ず対として使用してください。対とならない場合は、ステープル機能、オフセット排紙機能は動作しません。また、
FF（改頁）のみで印刷データが終ってしまうと印刷は停止してしまいます。

【特記事項】

� 本制御コードを受けた場合、現在ページに既に印刷データがある場合は改頁を行い、以前のページを排
出した後で本指定に従った印刷を開始します。

� 本制御コードは、ページの先頭で使用してください。ページの先頭以外で使用した場合、印刷データが
ある場合は排出し、印刷位置はページの先頭（TOF）位置となります。

� フィニッシャーが装着されていない場合のフィニッシャー機能、フェースアップトレーが装着されてい
ない場合のフェースアップトレーの指定はピリオドまで読み捨てます。

� 合紙ページを挿入する場合、実際のジョブデータの用紙サイズ、通紙方向との両方で合紙一致する場合
にのみ1つの紙束でステープルされます。用紙サイズが異なった場合には、合紙はステープルする紙束か
ら外れます。

� ステープル指定時にステープル実行前（紙束）の途中で用紙サイズが変わった場合には、変更前までをス
テープルして排紙し、変更後を再度ステープルして排紙します。

� ステープル、パンチ機能が指定された場合には、排出先指定に関わらず、フィニッシャーからの排出と
なります。

発行順 データ構成 補足

1

FS%　ステープル機能
FS%　パンチ機能
FS%　オフセット排紙
FS%　排紙先

データ構成の順番は任意

2 FS'　（片面/両面印刷）

3 FSf　（用紙選択）

4 印刷データ

5 最終ページCR（復帰）

6 最終ページFF（改頁）
対でなければならない＊1

7 FS%E.（JOB終了指定モードはリセット）

以降は、再度FS%指定から行う。
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図形の描画コード

楕円の描画 EL

現在の座標位置を中心に楕円を描画します。従来のELコマンドに加え、楕円の回転を可能にしています。これ
により斜楕円の描画を行えます。

形　式 Ｅ Ｌ r1 ， r2 ， θ ；

� r1は楕円の長軸を、r2は楕円の短軸を示します。
� θは楕円の回転角度を示します。θは省略した場合0°とみなします。
� θ=360以上を指定した場合、360の剩余とみなします。またθは負の値も設定可能です。たとえば - 1°
は359°とみなします。

� 回転の方向は反時計回りです。
� r1、r2は線幅の1/2以下でなければなりません。
� r1、r2は下記の値以下でなければなりません。
400dpiで印刷する場合：　 32767-400=32367　（約2055mm）
600dpiで印刷する場合：　 32767-600=32167　（約1362mm）

　記述例 長軸方向1000、短軸方向500の楕円を30°回転させて描画するとき

LPRINT CHR$（&h45）;CHR$（&h4C）;"1000, 500, 30;";
または
LPRINT "EL1000, 500, 30;";

楕円弧の描画 ED, EN

楕円弧を描きます（直線がはじめに引かれる場合があります）。

　
　形　式 Ｅ Ｄ x1 ， y1 ， x2 ， y2 ， θ1 ， θ2 ， θ3 ；

Ｅ N x1 ， y1 ， x2 ， y2 ， θ1 ， θ2 ， θ3 ；

y

x

y2

x2

終了点�

開始点（円弧描画前の現在位置）�

θ2

θ1
θ3

�（x1, y1）は楕円の中心座標を示します。
� x2とy2はそれぞれx軸方向、y軸方向の長短軸の半径を示します。
� θ1とθ2はそれぞれ楕円弧の開始角度、終了角度を示します。0～359（度単位）が有効です。
θ2が省略された場合、欠けていない楕円を描画します。θ1は省略できません。

� θ3は楕円弧の回転角度を示します。θ3で示された角度だけ、楕円そのものと楕円の開始、終了角度が回
転します。
θ3が省略された場合、回転なしと解釈されます。
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� 楕円の開始角度で示される開始点が現在位置と異なる場合、現在位置から楕円の開始位置まで直線が描画さ
れます。欠けていない楕円の場合も同様です。

� 楕円描画後の現在位置は楕円弧の終了位置になります。
� EDコマンドの楕円弧の描画方向は、座標系コマンド（RC、RO）の設定に関わらず常に反時計回りになりま
す。ENコマンドは常に時計回りに描画します。

� 指定角度が360を越えている場合は360で割った余りが使用されます。
� 指定角度に負の数を使用することができます。-1は359とみなします。

　記述例 長中心点（100,100）、軸方向1000、短軸方向500で、開始角度15°、終了角度120°の楕円弧を
反時計方向に30°回転させて描画するとき

LPRINT　"ED100,100,1000,500,15,120,30;";

従来は楕円を回転（傾斜）させることができませんでしたが、EL、ED、ENの各コマンドに楕円の角度を指定するパラ
メータが追加され、任意の角度に回転させることができるようになりました。

自由曲線の描画（絶対座標モード） BA

曲線を絶対座標モードで描画します。

　
　形　式 Ｂ Ａ x1 ， y1 ， x2 ， y2 ， x3 ， y3 ．．． ， xn ， yn ；

� 現在の座標を（x0 y0）として（x0, y0）、（x1, y1）、（x2, y2）、（x3, y3）の4点を制御点とする3次ベジエ曲線を
描画します。

� 座標点を続けて記述することにより、複数の3次ベジエ曲線を続けて描画します。2つ目以降の曲線の最
初の制御点は、その前の最後の制御点が用いられます。3つ目の座標に対して一つの曲線を描画するの
で、座標の数は必ず3の倍数にしてください。

� 本コマンドにより描画モードは絶対座標モードになります。
� 本コマンドは、パス構築モード中（コマンドNP指定後）でも有効です。
� 描画後、現在位置は最後に描画した曲線の終点に移動します。

（x1, y1）

（x0, y0）

（x2, y2）

（x3, y3）

　記述例 現在の座標位置から（x1, y1）、（x2, y2）、（x3, y3）を結ぶ曲線を描画するとき

LPRINT CHR$（&h42）;CHR$（&h41）;"X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3;";
または
LPRINT "BA X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3;";
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自由曲線の描画（相対座標モード） BR

曲線を相対座標モードで描画します。

　
　形　式 Ｂ Ｒ x1 ， y1 ， x2 ， y2 ， x3 ， y3 ．．． ， xn ， yn ；

� 現在の座標を（x0 y0）として（x0, y0）、（x1, y1）、（x2, y2）、（x3, y3）の4点を制御点とする3次ベジエ曲線を
描画します。

� 座標点を続けて記述することにより、複数の3次ベジエ曲線を続けて描画します。2つ目以降の曲線の最
初の制御点は、その前の最後の制御点が用いられます。3つ目の座標に対して一つの曲線を描画するの
で、座標の数は必ず3の倍数にしてください。

� 本コマンドにより描画モードは相対座標モードになります。
� 本コマンドは、パス構築モード中（コマンドNP指定後）でも有効です。
� 描画後、現在位置は最後に描画した曲線の終点に移動します。

　記述例 現在の座標位置から（x1, y1）、（x2, y2）、（x3, y3）を結ぶ曲線を描画するとき

LPRINT CHR$（&h42）;CHR$（&h52）;"X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3;";
または
LPRINT "BR X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3;";

（x1, y1）

（x0, y0）

（x2, y2）

（x3, y3）
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プリンター単位指定

プリンター単位の設定 SU

図形モードのプリンター単位を設定します。

　形　式 S U n1 ， n2 ， n3 ;

� n1、n2、n3でプリンター単位を設定します。

n1, n2, n3 プリンター単位

1,160,0 1/160インチ

1,200,0 1/200インチ

1,240,0 1/240インチ

1,400,0 1/400インチ

1,600,0 1/600インチ

1,1200,0 1/1200インチ

1,720,0 1/720インチ

1,100,0 1/100ミリ

� プリンター単位の初期設定は1/240インチです。初期化動作（電源ON、操作パネルのリセット操作、リ
セットコマンド他）およびイニシャライズ（IN）制御コードにより1/240インチに初期化されます。

� プリンター単位設定により初期化が実行されます。
� 上記以外の組み合わせは無効です。
� パラメーターを省略することはできません。省略した場合、コマンドは無効となります。

/ /

/ / /

/ /

/ //

/ //

/ //

/ /
/ //
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塗りつぶしに関する設定

グレーレベルパターンの設定 SG

フィル描画（FL, EL）や閉領域塗りつぶし描画（PI）で使用する塗りつぶしパターンを明度で設定します。

SGは形式、パラメーターの指定範囲ともに従来と同じですが、本プリンターでは64階調で表現しています。これにより従
来よりも細かな明度表現が可能となります。

　形　式 Ｓ Ｇ n1 ， n2 ；

� n1, n2は明度を示します。

パラメーター 用途 明度

n1 面分描画で使用 0～100

n2 線分描画で使用 0～100

� n1, n2の設定範囲は0（黒ベタ）から100（白）までです。（初期値は0です。）
� n1, n2とも省略すると本コマンド以前の内容が保存されます。
� 本コマンドでの設定は以下の�～�まで有効です。

� 初期化動作（電源ON、リセット動作など）
� イニシャライズコマンド（IN）実行
� 初期化を伴うコマンド（RC、SU、DF）の実行
� 塗りつぶしパターン選択（PP）の実行

� 塗りつぶしパターン選択コマンド（PP）が実行された場合、そのコマンドで指定されたパターンが選択さ
れます。

� 線パターンとして黒ベタ以外を設定した場合、一般に線描画で閉領域が構成できないため閉領域塗りつ
ぶし（PI）の使用は避けること。

� グレーの実現レベルはプリンター機種ならびに解像度に依存します。
� スクリーン角度は45°です。
� パラメーターを省略したとき、いずれか一方でもパラメーターを設定範囲外に指定した時は本コマンド
は無効です。

� パラメーター値とパターンの関係は以下のとおりです。パターン番号は小数点第1位を四捨五入した値で
す。

パターン番号 ＝ パラメーター × 63/100

（例）　パラメーターで70を指定するとき
70 × 63/100 ＝ 44.1
選択されるパターンはパターン番号44となります。

　記述例 面分描画での明度を50、線分描画での明度を0（黒）に設定するとき

LPRINT　CHR$（&h53）;CHR$（&h47）;"50,0;";
または
LPRINT "SG 50,0;";
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楕円弧描画

楕円弧の描画 AV

矩形領域に内接する楕円弧を描画します。

　形　式 A V rx ， ry ， xs ， ys ， xe ， ye ， p1 ；

パラメーター

� rx .............. x半径
� ry .............. y半径
� xs ............. 点1のx座標（絶対座標）
� ys ............. 点1のy座標（絶対座標）
� xe ............. 点2のx座標（絶対座標）
� ye ............. 点2のy座標（絶対座標）
� p1 .............. 描画方向（省略可）

� 現在のペン位置を中心とする半径rx、ryの楕円と、中心と点1（xs、ys）を結ぶ直線との交点を開始点と
し、中心と点2（xe、ye）を結ぶ直線との交点を終了点とする楕円弧を描画方向に従い描画します。

� p1＝0の時、反時計回り
p1＝1の時、時計回り

� 省略時は反時計回りになります。
p1に0、1以外の値が指定された時、コマンドは無効になります。

� 求めた開始点と終了点が同じ場合、楕円を描画します。
� 求めた開始点あるいは終了点が中心点と同じ場合、楕円弧を描画しません。
� 点1、点2の座標（プリンター座標系）が-32768～32767の範囲内にないとき、コマンドは無効になりま
す。

� 半径がマイナスの時、あるいは32767-（解像度）より大きいとき、コマンドは無効になります。
� 線幅/2＞半径の場合は、線幅/2＝半径になるように線幅を丸めます。

　記述例 現在のペン位置を中心とする半径rx、ryの楕円に対して、中心と点1を結ぶ直線との交点を開始点
とし、中心と点2を結ぶ直線との交点を終了点とする惰円弧を描画するとき

LPRINT CHR$（&h41）; CHR$（&h56）; rx, ry, xs, ys, xe, ye, p1; " ;
または
LPRINT  " AV rx, ry, xs, ys, xe, ye, p1; " ; "

現在のペン位置�

点2（xe,ye）

p1=0/

点1（xs,ys）

ry

rx
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弓形描画

弓形の描画 CV

矩形領域に内接する惰円弧を基に弓形を描画する。

　形　式 C V rx ， ry ， xs ， ys ， xe ， ye ， p1 ， p2 ；

パラメーター

� rx .............. x半径
� ry .............. y半径
� xs ............. 点1のx座標（絶対座標）
� ys ............. 点1のy座標（絶対座標）
� xe ............. 点2のx座標（絶対座標）
� ye ............. 点2のy座標（絶対座標）
� p1 .............. 描画モード
	 p2 .............. 描画方向（省略可）

� 現在のペン位置を中心とする半径rx、ryの楕円と、中心と点1（xs、ys）を結ぶ直線との交点を開始点と
し、中心と点2（xe、ye）を結ぶ直線との交点を終了点とする楕円弧を基に弓形を描画します。

� p1＝0の時、輪郭のみ（線種パターンに従って描画する。）
p1＝1の時、塗りつぶしのみ
p1＝2の時、輪郭＋塗りつぶし
p1に0、1、2以外の値が指定されたとき、コマンドは無効になります。

� p2＝0の時、反時計回り。
p2＝1の時、時計回り。
省略時は反時計回りになります。
p2に0、1以外の値が指定された時、コマンドは無効になります。

� 求めた開始点と終了点が同じ場合、楕円を描画します。
� 求めた開始点あるいは終了点が矩形領域の中心と同じ場合、弓形を描画しません。
� 点1、点2の座標（プリンター座標系）が-32768～32767の範囲内にないとき、コマンドは無効になりま
す。

� 半径がマイナスの時、あるいは32767-（解像度）より大きいとき、コマンドは無効になります。
� 線幅/2＞半径の場合は、線幅/2＝半径になるように線幅を丸めます。

　記述例 現在のペン位置を中心とする半径rx、ryの楕円に対して、中心と点1を結ぶ直線との交点を開始点
とし、中心と点2を結ぶ直線との交点を終了点とする弓形を描画するとき

LPRINT CHR$（&h43）; CHR$（&h56）; " rx, ry, xs, ys, xe, ye, p1, p2; ";
または
LPRINT  "CV rx, ry, xs, ys, xe, ye, p1, p2; "; "

現在のペン位置�

点2（xe,ye）

p1=0/

点1（xs,ys）

ry

rx
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扇形描画

扇形の描画 FV

矩形領域に内接する惰円弧を基に扇形を描画します。

　形　式 F V rx ， ry ， xs ， ys ， xe ， ye ， p1 ， p2 ；

パラメーター

� rx .............. x半径
� ry .............. y半径
� xs ............. 点1のx座標（絶対座標）
� ys ............. 点1のy座標（絶対座標）
� xe ............. 点2のx座標（絶対座標）
� ye ............. 点2のy座標（絶対座標）
� p1 .............. 描画モード
	 p2 .............. 描画方向（省略可）

� 現在のペン位置を中心とする半径rx、ryの楕円と、中心と点1（xs、ys）を結ぶ直線との交点を開始点と
し、中心と点2（xe、ye）を結ぶ直線との交点を終了点とする楕円弧を基に扇形を描画します。

� p1＝0の時、輪郭のみ（線種パターンに従って描画します。）
p1＝1の時、塗りつぶしのみ
p1＝2の時、輪郭＋塗りつぶし
p1に0、1、2以外の値が指定されたとき、コマンドは無効になります。

� p2＝0の時、反時計回り。
p2＝1の時、時計回り。
省略時は反時計回りになります。
p2に0、1以外の値が指定された時、コマンドは無効になります。

� 求めた開始点と終了点が同じ場合、楕円を描画します。
� 求めた開始点あるいは終了点が矩形領域の中心と同じ場合、扇形を描画しません。
� 点1、点2の座標（プリンター座標系）が-32768～32767の範囲内にないとき、コマンドは無効になりま
す。

� 半径がマイナスの時、あるいは32767-（解像度）より大きいとき、コマンドは無効になります。
� 線幅/2＞半径の場合は、線幅/2＝半径になるように線幅を丸めます。

　記述例 現在のペン位置を中心とする半径rx、ryの楕円に対して、中心と点1を結ぶ直線との交点を開始点
とし、中心と点2を結ぶ直線との交点を終了点とする扇形を描画するとき

LPRINT CHR$（&h46）; CHR$（&h56）; " rx, ry, xs, ys, xe, ye, p1, p2; ";
または
LPRINT  "FV rx, ry, xs, ys, xe, ye, p1, p2; "; "

現在のペン位置�

点2（xe,ye）

p1=0/

点1（xs,ys）

ry

rx
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角丸矩形描画

角丸矩形の描画 RB

指定された2点を基に角丸矩形を描画する。

　形　式 R B x ， y ， rx ， ry ， p1 ；

パラメーター

� x ............... 矩形の対角のx座標（絶対座標）
� y ............... 矩形の対角のy座標（絶対座標）
� rx .............. 角丸のx半径
� ry .............. 角丸のy半径
� p1 .............. 描画モード

� 現在のペン位置からx、yで示される矩形の角に半径rx、ryの1/4楕円を描画します。
� p1＝0の時、輪郭のみ（線種パターンに従って描画します。）
p1＝1の時、塗りつぶしのみ
p1＝2の時、輪郭＋塗りつぶし
p1に0、1、2以外の値が指定されたとき、コマンドは無効になります。

� ｜x-x0｜> 2 × rxかつ｜y-y0｜> 2 × ryのとき角丸めを行い、それ以外は角丸めを行いません。
� x、y半径が32767 - 解像度を超える場合は、32767 - 解像度に丸める。
� 対角点の座標（プリンター座標系）が-32768～32767の範囲内にないとき、コマンドは無効になります。
� 線幅/2＞半径の場合は、線幅/2＝半径になるように線幅を丸めます。

　記述例 現在のペン位置から x、yで示される矩形に半径 rx、ryの角丸矩形を描画するとき

LPRINT CHR$（&h52）; CHR$（&h42）; " x, y, rx, ry, p1; ";
または
LPRINT   " RB x, y, rx, ry, p1; ";

｜y-y0｜

ry

rx

p1=0/
現在のペン位置

｜x-x0｜

（x, y）



893-810024-003-A 第2版

付録 技術情報 503

ディスプレイ表示一覧
ディスプレイの表示の一覧を以下の表に示します。

表示の種類 表　示 表示の意味

通
常
表
示

給紙方法に関
する表示

ホッパ1　　XXX　XXX 上から1段目のホッパ－からの給紙を選択しています。

ホッパ2　　 XXX　XXX 上から2段目のホッパ－からの給紙を選択しています。

ホッパ3 　　XXX　XXX 上から3段目のホッパ－からの給紙を選択しています。＊1

ホッパ4 　　XXX　XXX 上から4段目（左側）のホッパ－からの給紙を選択しています。＊1

ホッパ5 　　XXX　XXX 上から4段目（右側）のホッパ－からの給紙を選択しています。＊1

トレー　　　XXX　XXX トレーからの給紙を選択しています。

フウトウ　　　　　XXX 封筒フィーダーからの給紙を選択しています。

用紙サイズに
関する表示

XXX　　A3タテ　　 XXX A3（縦置き）の用紙を選択しています。

XXX　　B4タテ　　XXX B4（縦置き）の用紙を選択しています。

XXX　　B5タテ　　XXX B5（縦置き）の用紙を選択しています（トレー使用時）。

XXX　　B5ヨコ　　XXX B5（横置き）の用紙を選択しています。

XXX　　A5タテ　　XXX A5（縦置き）の用紙を選択しています（トレー使用時）。

XXX　　A5ヨコ　　XXX A5（横置き）の用紙を選択しています。

XXX　　LTタテ　　XXX レター（縦置き）の用紙を選択しています（トレー使用時）。

XXX　　LTヨコ　　XXX レター（横置き）の用紙を選択しています。

XXX　　　ハガキ　　XXX はがきサイズの用紙を選択しています（トレー使用時）。

XXX　　 A4タテ　　XXX A4（縦置き）の用紙を選択しています（トレー使用時）。

XXX　 　A4ヨコ　　XXX A4（横置き）の用紙を選択しています。

XXX　　ハガキ2 　XXX 往復はがき（縦置き）の用紙を選択しています（トレー使用時）。

XXX テイケイガイ XXX 定形外用紙を選択しています（定形外用紙カセット使用時/トレー使用時）。

縮小／拡大　
モードに関す
る表示

XXX　A4→A3　　XXX A4サイズのデータをA3の用紙に印刷する拡大モードを選択しています。

XXX　B4→A3　　XXX B4サイズのデータをA3の用紙に印刷する拡大モードを選択しています。

XXX　A3→B4　　XXX A3サイズのデータをB4の用紙に印刷する縮小モードを選択しています。

XXX　LP→B4　　XXX 帳票サイズのデータをB4の用紙に印刷する縮小モードを選択しています。

XXX　A4→B4　　XXX A4サイズのデータをB4の用紙に印刷する拡大モードを選択しています。

XXX　B5→B4　　XXX B5サイズのデータをB4の用紙に印刷する拡大モードを選択しています。

XXX　A3→A4　　XXX A3サイズのデータをA4の用紙に印刷する縮小モードを選択しています。

XXX　B4→A4　　XXX B4サイズのデータをA4の用紙に印刷する縮小モードを選択しています。

XXX　LP→A4　　XXX 帳票サイズのデータをA4の用紙に印刷する縮小モードを選択しています。

XXX　A4 ×2　 XXX A4サイズ2ページ分のデータをA4の用紙に印刷する縮小モードを選択していま
す。

XXX　B4→B5　　XXX B4サイズのデータをB5の用紙に印刷する縮小モードを選択しています。

XXX　A4→B5　　XXX A4サイズのデータをB5の用紙に印刷する縮小モードを選択しています。

XXX　B5 ×2　 XXX B5サイズ2ページ分のデータをB5の用紙に印刷する縮小モードを選択していま
す。

XXX　B5→A4　 XXX B5サイズのデータをA4の用紙に印刷する拡大モードを選択しています。

＊1 オプションの大容量ホッパーを取り付けている場合のみ表示されます。
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表示の種類 表　示 表示の意味

通常
表示

用紙の種類に
関する表示

フツウシ　　XXX　XXX 普通紙を選択しています。

アツガミX　 XXX　XXX 厚紙を選択しています。「アツガミX」のXの箇所に厚紙のレベルの1～6が
表示されます。

ラベルシ　　XXX　XXX ラベル紙を選択しています。

OHP　　　　XXX　XXX OHPシートを選択しています。

アナアキシ　XXX　XXX 穴あき紙を選択しています。

アイシ　　XXX　XXX 合紙を選択しています。

両面印刷に
関する表示 XXX　リョウメン　XXX 両面印刷を選択しています。

動作モードに
関する表示

XXX　　XXX　NPDL 動作モードにNPDLモードを選択しています。

XXX　　XXX　ESC/P 動作モードにESC/Pモードを選択しています。

ステータス表示

コピー　XX　マイ

コピー枚数がXX枚に設定されています。コピー枚数はメニューモードで最
大99枚まで設定できます。この表示は、コピー枚数をメニューモードで2枚
以上に設定したときに、給紙方法・用紙サイズ・印刷方向（例：“ホッ
パA4ポート”）の表示と交互に表示されます。コピー枚数が1枚（オリジナ
ルのみ）の場合には表示されません。

イニシャライズチュウ 電源投入時のイニシャライズを実行中です。

ウォームアップチュウ ウォームアップ中です。

ジュシンチュウ データを受信中です。

セツデンチュウ 節電中です。

ショリチュウ データ処理を実行中です。データ処理が終了し、用紙が排出可能となるまで
表示されます。

インサツチュウ 印刷中です。用紙が排出されるまで、表示されます。

テストインサツチュウ テスト印刷を実行中です。

データガノコッテイマス 未印刷データがプリンター内に残っています。

16シンダンプチュウ 16進ダンプ印刷を実行中です。

リセットジッコウ リセット中です。

トナーザンショウ　EPコウカン トナーの残量が少なくなってきています。

OPCジュミョウ　EPコウカン OPCドラムの寿命が近づいてきています。

ヨウシナシ　ホッパX
グループ設定しているホッパーの用紙がありません。「ホッパX」のXの箇
所に用紙がないホッパーが表示されます。グループ設定しているホッパーか
ら印刷中のみ表示されます。

アラーム表示

ホッパX　XX　ホキュウ
ホッパX　テイケイガイ　ホキュウ
トレーXXセット

用紙がなくなりました。または印刷フォーマットで指定されたサイズの用紙
がありません。「ホッパX」のXの箇所に選択しているホッパー番号が表示
されます。XXの箇所に用紙サイズが表示されます。定形外の時はサイズ箇
所がテイケイガイになります。

ホッパX　オープン ホッパーがセットされていません。Xの箇所にセットされていないホッパー
が表示されます。

72　カバーオープン　
XXXX カバーが開いています。Xの箇所に開いているカバーが表示されます。

73　EPカートリッジナシ EPカートリッジが取り付けられていません。

74　カミヅマリ
ホンタイ　XXXXX

プリンター本体で紙づまりが発生しています。Xの箇所には紙づまりが発生し
ている箇所が表示されます。

74　カミヅマリ
キュウシ　XXXXX

給紙部で紙づまりが発生しています。Xの箇所には紙づまりが発生している箇
所が表示されます。

74　カミヅマリ
リョウメン 両面印刷ユニットで紙づまりが発生しています。

74　カミヅマリ
フィニッシャ　XXXXX

フィニッシャーで紙づまりが発生しています。Xの箇所には紙づまりが発生し
ている箇所が表示されます。

75　ヨウシサイズエラー　
XXX　サイドA

指定されているサイズと異なる用紙がセットされています。Xの箇所に発生
した給紙場所が表示されます。「サイドA」は用紙がつまっているカバーの
位置を示しています。

76　トナーナシ
EPコウカン EPカートリッジの交換時期です。

77　テイキホシュ 定期保守（定着ユニットなどの交換）の必要な時期です。
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表示の種類 表　示 表示の意味

アラーム表示

78　ステープルイジョウ
ステープル フィニッシャーのステープルカートリッジにステープルが入っていません。

78　ステープルイジョウ
カートリッジナシ フィニッシャーにステープルカートリッジが取り付けられていません。

79　パンチイジョウ
ボックスフル フィニッシャーのパンチ屑ボックスのパンチ屑がいっぱいです。

79　パンチイジョウ
ボックスナシ フィニッシャーにパンチ屑ボックスが取り付けられていません。

82　セットフリョウ フィニッシャーが正しく取り付けられていません。

83　ヨウシピックミス
XXX　サイドX

用紙ピックミスが発生しています。Xの箇所に発生した給紙位置と用紙がつ
まっているカバーの位置が表示されます。

84　フォーム　オーバーXXX フォーム登録に必要なメモリーが不足しています。

85　スタックフル
フェースダウン 排紙トレーの規定枚数を超える枚数の用紙が排出されています。

85　スタックフル
フィニッシャ フィニッシャーの規定枚数を超える枚数の用紙が排出されています。

87　OPCジュミョウ
EPコウカン EPカートリッジの交換時期です。

88　EPタイプチガイ
EPコウカン EPカートリッジのタイプが違います。

89　トレー　ミソウチャク トレーまたは封筒フィーダーが取り付けられていません。

その他の表示 障害が発生しています。

メニュー表示 メニュー表示は、メニューモードを使用しているときに表示されます。
メニュー表示については7章の「メニューモード」をご覧ください。

下段表示　　　　→ XXX カクニン セットされている用紙の種類が異なっています。
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テスト印刷のプリント結果
次にテスト印刷とステータス印刷のプリント結果例を示します。プリント結果はA4サイズの用紙に印刷したものを33%
に縮小しました。

テスト印刷

テスト印刷では、1バイト系標準、イタリック、クーリエ、ゴシックの4フォントと、各フォントのパイカ文字、エリー
ト文字、コンデンス文字、プロポーショナル文字、2バイト系明朝体の7ポイントの第一水準漢字のすべて、第二水準漢
字の一部分と2バイト系明朝体の10.5ポイントの第一水準漢字のすべて、第二水準漢字の一部分を順次印刷します。

←1バイト系 標準 パイカ文字

←1バイト系 標準 エリート文字

←1バイト系 標準 コンデンス文字

←1バイト系 標準 プロポーショナル文字

←1バイト系 イタリック パイカ文字

←1バイト系 イタリック エリート文字

←1バイト系 イタリック コンデンス文字

←1バイト系 イタリック プロポーショナル文字

←1バイト系 クーリエ パイカ文字

←1バイト系 クーリエ エリート文字

←1バイト系 クーリエ コンデンス文字



893-810024-003-A 第2版

付録 技術情報 507

←1バイト系 クーリエ プロポーショナル文字

←1バイト系 ゴシック パイカ文字

←1バイト系 ゴシック エリート文字

←1バイト系 ゴシック コンデンス文字

←1バイト系 ゴシック プロポーショナル文字

←2バイト系 明朝体アウトラインフォント第一水準漢字（7ポイント）



893-810024-003-A 第2版

付録 技術情報 508

←2バイト系 明朝体アウトラインフォント第二水準漢字の一部分（7ポイント）

←2バイト系 明朝体アウトラインフォント第一水準漢字のすべて（10.5ポイント）

←2バイト系 明朝体アウトラインフォント第二水準漢字の一部分（10.5ポイント）



893-810024-003-A 第2版

付録 技術情報 509

ステータス印刷

ステータス印刷では、オプションの接続やメモリースイッチの状態など、本プリンターの状態が印刷されます。オプショ
ンを接続した後の確認にご使用ください。次にステータス印刷の結果例を示します。設定値が工場出荷時の設定以外はア
ンダーラインが引かれます。（このステータス印刷はNPDL使用時のものですが、一部の設定はESC/Pエミュレーション
でも有効です。）

H/W情報
Version

給紙構成

　
メニュー情報
印刷設定メニュー

用紙メニュー

印字位置設定

＊＊　プリンタ環境設定　＊＊ 00000000
 
コントローラ
エンジン

ホッパ1
ホッパ2
ホッパ3
ホッパ4
ホッパ5
封筒フィーダ

コピー枚数
トナー節約 
ホッパ初期設定
用紙種別設定
　ホッパ1 
　ホッパ2
　ホッパ3
　ホッパ4
　ホッパ5
　封筒フィーダ
合紙モード設定
リレー給紙設定
　ホッパ1
　ホッパ2
　ホッパ3
　ホッパ4
　ホッパ5
　封筒フィーダ　
グループ設定
　ホッパ1
　ホッパ2
　ホッパ3
　ホッパ4
　ホッパ5
　封筒フィーダ
ホッパ1定形外
　幅　297.0mm
ホッパ2定形外
　幅　297.0mm
ホッパ3定形外
　幅　210.0mm
ホッパ1微調整
　TM　0mm
ホッパ2微調整
　TM　0mm
ホッパ3微調整
　TM　0mm
ホッパ4微調整
　TM　0mm
ホッパ5微調整
　TM　0mm
封筒微調整
　TM　0mm
表面微調整
　TM　0mm
裏面微調整
　TM　0mm

 
32MB　

100%

両面印刷ユニット
フィニッシャ
フェースアップトレー
ハードディスク
封筒フィーダ
 
両面印刷設定
　初期設定
　綴じ代
　余白
　クリップ
フェースアップトレー
排出先設定
節電機能 
節電時間設定
自動排出 
メモリ設定
1バイト系ゼロ
2バイト系ゼロ
ANK
漢字
文字セット
国別
動作エミュレーション
　インタフェース1
　インタフェース2
動作自動切り替え
　インタフェース1
　インタフェース2
　タイムアウト
A4ポート桁数
エミュレーション 
136桁モード
用紙位置
微調整
インターフェース1
　双方向設定
　IPアドレス
　サブネットマスク
インターフェース2
　IPアドレス
　サブネットマスク
　ゲートウェイ
　DHCP
　アクセス制限

MSW1
MSW2
MSW3
MSW4
MSW5
MSW6
MSW7
MSW8
MSW9
MSW10

 
メモリ容量

トナー残量

オプション

 
オプション設定

運用メニュー

フォントメニュー

動作メニュー

NPDL設定

I/F設定

メモリスイッチ

 
14．00
00．00

定形外用紙
定形外用紙
定形外用紙
A4　横
A4　横
封筒　横

1枚
OFF
ホッパ1

普通紙 
厚紙1
穴あき紙
普通紙
普通紙
厚紙3
OFF

OFF
OFF
OFF
ON A
ON A
OFF

OFF
OFF
OFF
グループA
グループA
OFF

長さ　431.8mm

長さ　431.8mm

長さ　297.0mm

LM　0mm

LM　0mm

LM　0mm

LM　0mm

LM　0mm

LM　0mm

LM　0mm

LM　0mm

 

　

 

OFF
ロング1
0mm
ON
使用
フェースダウン
有効
10分
無効
標準
0
０
標準
明朝
JIS1978
日本

NPDL
NPDL

ON
OFF
30秒
78桁
201PL
有効
左
右2

ECP
192.168.140.251
255.255.255.0

192.168.140.252
255.255.255.0
192.168.140.1
OFF
OFF
12345678
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
00000000
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増設メモリー対応表
増設メモリー対応表を次に示します。

プリンターの設定

メモリー容量 32MB
（標準） +64MB +128MB +256MB

メモリー割当設定 標準 標準 電子ソート
優先 標準 電子ソート

優先 標準 電子ソート
優先

プ
リ
ン
タ
｜｜｜｜｜
ド
ラ
イ
バ
｜｜｜｜｜
の
設
定

用紙サイズ 用紙解像度 600dpi 600dpi 600dpi 600dpi 600dpi 600dpi 600dpi

A3片面 600dpi ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

A3両面 600dpi ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

B4片面 600dpi ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

B4両面 600dpi ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

A4横片面 600dpi ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

A4横両面 600dpi ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎：印刷保証
○：印刷可能（印刷データによっては、メモリーの増設を必要とする場合があります）

メモリー増設量 メモリー割当設定

64MB～増設時 ヒョウジュン ＜デンシソートユウセン＞

メモリー割当て設定について

プリンターの操作パネルで切り替えます。

メニューモードの「運用メニュー」の「メモリー設定」で行います。詳しくは7章「メニューモード」（327ページ）をご覧ください。

＜文字＞は、メモリーを増設したときの初期設定です。
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電子ソート機能有効時の印刷保証枚数表
電子ソート機能有効時の増設したメモリーによる印刷保証枚数は以下のとおりです。

プリンターとコンピューターの双方向通信が無効な場合、以下の表に示す印刷ページ数が1部を超えた複数部数印刷はでき
ません。

用紙サイズ
解像度
（dpi)

増設メモリー容量

+64MB +128MB +256MB

A3片面 600 3枚 11枚 28枚

B4片面 600 5枚 15枚 37枚

A4片面 600 7枚 24枚 57枚

また、64MB以上の増設メモリーを装着し、さらにハードディスク（オプション）を取り付けることにより、電子ソート機
能時の印刷保証枚数が以下のとおり大幅に増えます。

用紙サイズ
ハードディスク装着時

増設メモリー64MB以上

A3
片面 200枚

両面 100枚

B4
片面 200枚

両面 100枚

A4
片面 200枚

両面 100枚
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インターフェース

インターフェース信号の機能
ピン番号 信号名 略称 信号の方向 機能

1 データストローブ DATA･
STB PR←PC

DATA 1～8を読み込むための同期信号
である。定常状態はHIGHであり、HIGH
からLOWになったときBUSYがHIGHに
なり、次にLOWからHIGHになるまでに
DATA 1～8を読み込む。パルス幅は最小
1μsとする。

2
3
4
5
6
7
8
9

データ1
データ2
データ3
データ4
データ5
データ6
データ7
データ8

DATA 1
DATA 2
DATA 3
DATA 4
DATA 5
DATA 6
DATA 7
DATA 8

PR←PC

各信号は、データの1ビット目から8ビット目の情報を受信する入力信号で
ある。
論理1はHIGHである。DATA 1が最下位桁（LSB）、DATA 8が最上位桁
（MSB）である。上図に示すDATA･ STBの前後1μsの範囲でDATA 1
～8は確定していること。

10 アクノリッジ ACK PR→PC

受信したデータをプリンター内へ取り込み完了したことを示す信号
で、DATA･ STB受信に対する応答である。ただし、電源ON時、インプッ
トプライム処理終了時、および操作パネルによるリセットの処理終了時に
は無条件に一度出力する。定常状態はHIGHであり、約1μsLOWとなるパ
ルスを出力する。

11 ビジィ BUSY PR→PC

プリンターがデータ受信不可能（BUSY中）状態であることを知らせる信
号である。LOWの場合、データ入力が可能である。次の条件を満たすもの
が1つでもあればHIGHになる。それ以外ではLOWである。
●　SELECT信号がLOWのとき。
●　FAULT信号がLOWのとき。
●　INPUT･ PRIME信号がLOWになったときから所定時間経過したのち
　 HIGHとなり、内部初期化処理が終了するまでの間。
●　データを受信してから、プリンター内へ取り込み完了するまでの間。
●　操作パネルによるリセットを行ってから、内部初期化処理が終了す
　るまでの間。
［補足］
本プリンターは印刷処理用の1ページ分バッファーのほかに、受信用のバ
ッファーを持ち、データを受信するとまず受信用のバッファーに書き込ま
れる。このため、データの処理が完了しないうちに次のデータを受信する
ことができ、プリンターの動作状態とBUSY信号の状態は同期しない。ま
た、受信用バッファーが満杯になったときはBUSY信号はHIGHを保持し、
印刷動作実行などにより余裕が生じたらLOWとなって次の受信を行う。

12 ペーパーエンド PE PR→PC
用紙がなくなったときHIGHになる。
●　設定されたサイズの用紙がホッパーに存在せず、縮小もできない場合
●　データが存在して用紙がない場合

13 セレクト SELECT PR→PC

プリンターがセレクト中（HIGH）かディセレクト中（LOW）かを示す。
セレクト中はデータの受信が可能である。
［セレクトになる条件］
●　電源ONしたとき
●　ディセレクト状態で印刷可スイッチが押されたとき。
●　メモリースイッチ1-5がOFFで、ディセレクト状態でDC1コードを受
　　信したとき。
［ディセレクトになる条件］
●　セレクト状態で印刷可スイッチが押されたとき。
●　メモリースイッチ1-5がOFFで、DC3コードを受信したとき。
●　PE=1のとき。
●　FAULT=0のとき。

14～15 ― ― ― 将来の拡張用
16 シグナルグランド SG ― 信号用グランド
17 フレームグランド FG ― フレームグランド

18 デバイスコネクト DCN PR→PC プリンターの電源がONになっていることを表す。操作パネルのリセットス
イッチでリセットを実行した場合、最小で1.5秒間LOWとなる。

19～30 GND ― ― （信号グランドに接続されている。）

31 インプットプライム INPUT･
PRIME PR←PC

この信号がLOWになるとプリンターは初期状態になる。パルス幅は15μs
以上必要。SELECT信号がHIGH、LOWどちらであってもINPUT･ PRIME
は有効。INPUT･ PRIMEによる初期状態は電源ON時とほぼ同じ状態とな
る。

32 フォルト FAULT PR→PC

次のいずれかの条件が発生したときLOWになる。（本信号をLOWにする
ときは、必ずBUSYを先または同時にHIGHにすること）
●　SELECT＝0のとき。
●　プリンターがエラーのとき。

33 シグナルグランド SG ― 信号用グランド
34～36 ― ― ― 将来の拡張用

DATA1～8

BUSY

1μs�
min

DATA・STB

1μs�
min

1μs�
min
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タイムチャート

● 電源ON時

● データ受信時

● INPUT･PRIME受信時

BUSY

DATA1～8

DATA・STB

ACK

PE

SELECT

FAULT

LOW
t1 t2 t3

HIGH

HIGH

t1, t2, t3 :  1μs min

BUSY

DATA1～8

DATA・STB

ACK

PE

SELECT

INPUT・PRIME

電源スイッチ�

FAULT

HIGH

LOW

HIGH

HIGH

電源ON時には、�
いつも出力される�

DCN

Min1.5s

BUSY

DATA1～8

DATA・STB

ACK

PE

SELECT

INPUT・PRIME

FAULT

HIGH

LOW

t1

t2 t3

t1 :  15μs max�
t2 :  15μs min�
t3 :  INPUT・PRIME受信による内部初期化処理時間�
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● DC1、DC3によるセレクト、ディセレクトの切り替え

BUSY

DATA1～8

DATA・STB

ACK

PE

SELECT

FAULT

DC3

LOW

DC1

BUSY

DATA1～8

DATA・STB

ACK

PE

SELECT

［印刷可］スイッチ�

FAULT

（A）� （B）�

BUSY

DATA1～8

DATA・STB

ACK

PE

SELECT

［ストップ］スイッチ�

FAULT

（B）�

［印刷可］スイッチ�
（A）�

◇ D C 1 、D C 3 の処理は受信用バッ
ファーから読み出された後に実行され
る。

◇ DC3処理後はBUSY、ディセレクトの
ため、実際には通常の送信方法では
DC1はプリンターに対して送信できな
い。

● 操作パネルによるセレクト、ディセレクトの切り替え

（A）セレクト状態で［印刷可］スイッチを押
すとただちにディセレクト状態にな
る。

（B）ディセレクト状態で［印刷可］スイッチ
を押すとセレクト状態になる。

●［ストップ］スイッチによる一時停止

（A）セレクト状態で［ストップ］スイッチを
押すとただちにディセレクト状態にな
る。

（B）ディセレクト状態で［印刷可］スイッチ
を押すとセレクト状態になる。
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● 用紙なし発生時

18

36 19

1

BUSY�
�

ACK�
�

DATA1～8�
�

DATA・STB�
�

PE�
�

SELECT�
�

FAULT�
�

用紙有無�
�

［印刷可］スイッチ�

(A) (B)(C)

BUSY�
�

ACK�
�

DATA1～8�

�
DATA・STB�

�
PE�
�

SELECT�
�

FAULT�
�

用紙有無�

(A) (B) (C)

（A）印刷データ受信後、用紙なしを検出す
るとただちにディセレクト状態にな
る。

（B）用紙をセットする。

（C）用紙をセットすることによりセレクト
状態となり、前の続きの処理を再開す
る。

● 紙づまり発生時

（A）用紙ジャム発生状態

（B）用紙を取り除く。用紙が取り除かれる
まで状態は続く。

（C）［印刷可］スイッチを押すことにより印
刷を再開する。

コネクターピン配置

各ピンの信号については「インターフェース信号の機能」をご覧
ください。

16ピン、19～30ピン、33ピンのピンの端子はプリンター内部
で相互に接続されています。
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電気的特性

入力回路

信号名 回路形式

DATA1～8
［インタフェー

ス1］

DATA・STB

INPUT・PRIME

信号名 回路形式

ACK
FAULT
BUSY
PE

SELECT
DCN

出力回路

+5V

1kΩ

LS244相当品�470pF�
�

510Ω

+5V

1kΩ

LS14相当品�470pF�
�

510Ω

LS240相当品�

220pF
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 用語解説

英数字
［?］ボタン

Windows  XP/2000/NT 4.0/Me/98/95で、ダイアログボッ
クスの項目についてのヘルプ画面を表示するためのボタン。［?］
ボタンをクリックしてからウィンドウ内の項目をクリックする
と項目の説明が表示される。

10BASE-T/100BASE-TX
ネットワークの伝送路に関する規格。伝送速度は10BASE-Tが
10Mbps、100BASE-TXが100Mbps。本プリンターではこれ
らの規格のケーブルを使ってネットワークに接続することがで
きる。

16進ダンプ印刷
プリンターが受信したデータを処理せず、そのまま16進数で印
刷すること。プリンターの動作を調べるときに使用する。（→ス
テータス印刷）

201PL
NECのシリアルプリンター用標準コードのこと。

AppleTalk
米国アップルコンピュータ社が開発したMacintosh専用のネッ
トワーク用ソフトウエアまたはプロトコル。

CR
Carriage Return（キャリッジリターン）の略。改行を表す文字
コード。もともとはタイプライターのキャリッジを左端に戻す
という意味。プリンターの制御コード（コマンド）のひとつ。

CSV形式
データベースソフトや表計算ソフトのデータをテキストファイ
ルとして保存する場合の形式のひとつ。データを区切り符号で
仕切ることで異なるアプリケーション間でのデータの共有を図
ることができる。

DHCP
Dynamic Host Configuration Protocolの略。ネットワークク
ライアントにIPアドレスなどのパラメーターを配布するプロト
コル。DHCPサーバーにおいてIPアドレスなどを一括管理し、
クライアントは起動時にDHCPサーバーにIPアドレスの貸し出
しを要求する。IPアドレスの一括管理によりアドレスの重複を
避け、容易にネットワークの構築ができる。

DPI（dpi）
Dots Per Inchの略。1インチ当たりのドット数。プリンターの
解像度などを表す単位。（→解像度）

・
・

EPカートリッジ
OPCドラム、現像ユニットなどが一体
化された部品。ドラムにトナーを付着
させ印刷イメージを形成させるはたら
きをする（→OPC）。消耗品のため「76
　トナーナシ　EPコウカン」または「87
　OPCジュミョウ　EPコウカン」が表
示されたら交換が必要。1本で印刷でき
る枚数はカートリッジの種類、印刷す
るデータによって異なる（詳細は8章「日常の保守」参照）。

ECP
Extended Capabilities Portの略。コンピューターとプリンター
をつなぐパラレルインターフェースであるIEEE1284で使用する
データ転送モードのひとつ。米マイクロソフト社と米ヒュー
レット・パッカード社が中心となって提案した。データ転送速
度は従来のセントロニクスの最大150KB/秒に比べ、2MB/秒と
高速である。また、双方向通信機能やデータ圧縮機能を備え
る。使用するにはコンピューターとプリンターなど周辺機器の
両方が対応している必要がある。

ESC/P
セイコーエプソン株式会社が開発したプリンターを制御する命
令（コマンド）の集まり。

FF
Form Feedの略。プリンター制御命令のひとつで、改ページを
行うためのもの。

IPアドレス
IPはInternet Protocolの略。インターネット上で個々のユー
ザーを認識する符号（アドレス）。インターネットに接続したコ
ンピューターにはすべてIPアドレスが割り振られる。

IPP
Internet Printing Protocolの略。Windows 2000で標準にサ
ポートされたインターネット印刷プロトコル。イントラネット
やインターネットを通じてURLの指定を受けたプリンターに印
刷することができる。

IPX/SPX
NetWareをネットワークOSとしてインストールしたコンピュー
ターが使用するプロトコル。

ISO 9660
ISO（International Organization for Standardization：国際標
準化機構）が定めたCD-ROM用のファイル形式。多くのCDはこ
の方式を採っており、OSによって異なるフォルダーやファイル
の名前の規則を守ればMacintoshやUNIXマシンでも読み出すこ
とが可能。

LAN
Local Area Networkの略。構内情報通信網のこと。

LAN Manager
マイクロソフト社が開発したネットワークOS。NetBEUIプロト
コルを用いる。
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LPR
Line Printer Remoteの略。Windows XP/2000/NT 4.0、UNIX
に標準でサポートされている。ネットワーク上でコンピュー
ターからプリンターへ印刷することができる。

LPRバイトカウント
LPRプロトコルで、印刷データを送信する前に印刷データの容
量を測定し、プリンターに送信する機能。

Macintosh

米国アップルコンピュータ社が開発したパーソナルコンピュー
ターの総称。Mac OSには、あらかじめAppleTalkソフトウェア
が組み込まれており、LocalTalkケーブルシステムやEtherTalk
ケーブルシステムを使ってネットワークを構築する。

Mac OS

米国アップルコンピュータ社が開発したパーソナルコンピュー
ターのMacintoshのOSのこと。個々の名称はSystem（日本語で
は漢字Talk）であるが、総称としてMac OSと呼ぶようになっ
た。

MIB

Management Information Baseの略。TCP/IP通信でのネット
ワーク管理用プロトコルのSNMPで、コンピューター間でやり
取りされる管理情報を定義したもの。

MOPYING

Multiple Original coPY and printINGの略。NECが提唱するコ
ピー機の代わりにプリンターでオリジナル印刷する新しい「印刷
スタイル」。

MS-DOS

Microsoft Disk Operating Systemの略。マイクロソフト社が
開発したOSのひとつ。現在のパソコンの基礎となったオペレー
ティングシステム。

NetBEUI

ネットビューイと読む。IBMによって開発された小規模LAN用
のプロトコル。主にLAN ManagerをネットワークOSにしたと
きに用いられる。

NetWare

ノベル社が開発したネットワークOS。プロトコルにはIPX/SPX
が用いられる。

NMPS

NEC MultiWriter Printing Systemの略。Windowsで使用する
プリンターの機能を向上させ、より速く印刷し、より簡単に操
作できるようにするためのシステム。

NPDL
NEC Printer Description Languageの略。NECプリンター記述
言語。

OHPフィルム
OHP（オーバーヘッドプロジェクター）用の透明なシート。プレ
ゼンテーションなどに使用する。

OPC
Organic Photo Conductorの略。有機光電導体。ドラムカート
リッジのドラムに用いられる有機材。一様に帯電させ、表面に
光を照射すると照射量に応じて電荷が失われる現象を利用して
潜像を形成する。

OS
Operating System（オペレーティングシステム）の略。コン
ピューターのハードウエア、ソフトウエアを有効に利用するた
めに総合的管理を行うソフトウエアのこと。本書では特に区別
して説明する場合、MS-DOSやWindowsなどプログラムの実行
管理などを行う基本的なソフトウエアを「基本OS」、Windows
XP/2000、Windows  NTやNetWareなどネットワークを強く
意識したOSを「ネットワークOS」と呼ぶことがある。

ping
packet internet groperの略。インターネットなどのTCP/IP
ネットワークで相手のコンピューターに小さなパケットデータ
を送り、その戻り時間により相手先コンピューターや通信回線
の状況をチェックするのに利用するコマンド。（→TCP/IP）

PrintAgent
双方向通信により、コンピューターの画面上で印刷状況の確
認、プリンターの設定を行うことを実現したソフトウエア。
MultiWriterシリーズに搭載。

RGBガンマ
Red Green Blueガンマ
使用しているモニターで中間トーンをどの程度調整する必要が
あるかを示すもの。専門的にはモニターの特性曲線を線形にす
るのに使用される指数。

SET
Sharp Edge Technologyの略。MultiWriterシリーズに採用さ
れている高精細印字機能。

SNMP
Simple Network Management Protocolの略。ネットワーク管
理プロトコルの一種。事実上TCP/IPを使ったネットワーク管理
の標準。コンピューター間ではMIBで定義された管理情報がや
り取りされる。（→MIB）

SO-DIMM
SO=Small Outline の略。Dual In-line
Memory Moduleの略。コンピューターや
プリンターなどに使われるメモリーの一
種。

TCP/IP
Transmission Control Protocol/Internet Protocolの略。ネッ
トワークのプロトコルのひとつ。UNIXをはじめWindows XP、
Windows 2000、Windows NT 4.0、Windows Me/98/95、
Macintoshなど、主要なOSでサポートされる世界的な標準プロ
トコルになっている。
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TrueType
米国アップルコンピュータ社と米国マイクロソフト社が開発し
たソフトウエアで、Macintosh/Windows用のアウトライン
フォントを用いた画面表示と印刷を行う。どんなアプリケー
ションソフトからでも利用できるアウトラインフォントが使え
るので、文字サイズが大きくなってもギザギザにならない。

UNIX
AT&T社のベル研究所で開発された一般的にワークステーショ
ンで用いられるOS。プロトコルはTCP/IPを用いるのが標準
的。クライアント・サーバシステムにおいてはUNIXマシンを
サーバーにする例が多い。

USB
Universal Serial Busの略。キーボード、マウス、スピーカー、
モデム、プリンターなどの周辺機器とコンピューターの間を統
一したコネクターとケーブルで接続できるインターフェース。

WAN
Wide Area Networkの略。広域情報通信網。離れた場所のLAN
同士を接続するネットワークのこと。一般の電話回線や専用回
線などを介して接続する。

Windows 2000
マイクロソフト社が開発したOSのひとつ。Windows NTの堅牢
性とWindows 98の機能を合わせ持つ、ローエンドからハイエ
ンドまですべての領域をカバーするOS。Windows NT 4.0の後
継にあたる。

Windows 95
マイクロソフト社が開発した個人ユーザー向けOS。Windows
3.1の後継にあたる。

Windows 98
マイクロソフト社が開発した個人ユーザー向けOS。Windows
95の後継にあたる。不具合の修正と機能の強化を図ったアップ
デート版としてWinodws 98 Second Editionもある。

Windows Me
マイクロソフト社が開発した個人ユーザー向けOS。Windows
98の後継にあたる。主にマルチメディア、ネットワークなどの
機能強化が図られた。

Windows NT
マイクロソフト社が開発したOSのひとつ。サーバーとして用い
られることが多い。

Windows XP
マイクロソフト社が開発したOS。ビジネスユーザー向けとされ
るWindows 2000の安定性を受け継ぐ。ただし製品としては、
Windows 2000の他、家庭向けのWindows Me/98後継にも位
置づけられ、インターネット接続性の機能強化が図られた。

WWW
World Wide Webの略。インターネットに公開されている情報
を検索するためのシステムのひとつ。ユーザーはWebブラウ
ザーを通して情報の検索や閲覧を行う。

五十音順
アイコン
アプリケーションやドキュメントなどWindowsのいろいろな要
素を表す小さな絵。

アウトラインフォント
文字の形を直線や曲線で表された輪郭として記憶し、出力時に
その文字データを論理的に処理して表現すること。文字サイズ
の自由な設定や文字の変形が可能となり、ドット密度に関係な
く美しい文字を表現できる。

アクセスポイント
ネットワークに外部から接続（アクセス）するための受け口。
MultiWriterのオプション品である無線LANボードは、アクセス
ポイント経由の接続に対応している。

アドホック（ad hoc）
無線LAN機器が備える動作設定のひとつ。無線親機（アクセスポ
イント）なしに、無線LANボードなどの無線子機同士が相互に通
信できる。

アドミニストレーター（Administrators）
管理者という意味。ネットワークやシステムの管理を行う最高
の権限を持っている人。システムアドミニストレーターと呼ぶ
こともある。（→システム管理者）

アプリケーション
文書作成や作図など特定の作業に使うプログラム。

アンインストール
インストールしたソフトウエアを削除し、インストール前の状
態に戻すこと。

イーサネット（Ethernet）
LANの伝送路に関する規格。米ゼロックス社と米ディジタルイ
クイップメント（DEC）社と米インテル社が協同で開発、規格し
た。3 社の頭文字をとってD I X 規格と呼ぶこともある。
IEEE802.3標準の伝送速度10Mbpsの規格とほぼ同義。コン
ピューター同士をどのようなケーブルで結び、どのような信号
で、どうやり取りするかなどを決めている。同軸ケーブル上で
電波を使って通信する仕組みで、複数の端末が通信するため
に、CSMA/CDという信号制御方式を採用している。現在では
同軸ケーブルではなくツイストペアケーブルを使うことが多
い。

イニシャライズ
初期状態にすること。例えば、メモリーの内容を全部ゼロにし
たり、プログラム中のカウンターをゼロにしたりすること。

印刷ジョブ
アプリケーションで作成された文書を印刷する作業単位のこ
と。スプールされて印刷待ちに追加されるか、直接プリンター
に送られる。
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印刷の向き
用紙に対して文字やグラフィックが印刷される方向。横長（ラン
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印刷範囲
プリンター用紙に印刷ができる限界のこと。用紙の上下および左
右の余白部分を除いた印刷可能領域を指す。

インストール
一般にはシステムや装置を設置するという意味。ソフトウエア
ではOSやアプリケーションをコンピューターに組み込むという
意味。

インターフェース
2つの装置〈デバイス〉を通信できるように接続するための仕様、
ケーブルシステム。

ウィンドウ
アプリケーションやドキュメントが表示される画面上の領域
で、開いたり、閉じたりすることができる。

ウォームアップ
プリンターの電源をONにした後、ヒートローラーが一定の温度
になり印刷が可能になるまでの状態をいう。

エミュレーション機能
他のプリンターのために開発されたソフトウエアの制御コード
を本プリンターで使用できるようにする機能。たとえば、PC-
PR201系シリアルプリンターの制御コードが使用できる場合を
201PLエミュレーションと呼ぶ。この機能を実現するためのプ
ログラムをエミュレーターと呼ぶ。

エリート文字
1インチ当たり12文字の等間隔で印刷する文字のこと。タイプ
ライターが使われていた頃からの用語。

オフセット排紙
用紙の排紙を用紙の向きはそのままで水平方向にずらして出力
する機能。

解像度
プリンターが文字や画像を印刷するときの細かさのこと。1イン
チ（25.4mm）当たりのドット数で表す。

拡張子
MS-DOS、Windowsなどでファイル名の最後に付加する文字列
で、ファイルの種類を表すためのもの。ピリオドに続けて表記
される。「.txt」や「.jpg」など。

拡張制御コード
制御コードのうち、ESC （1BH）､ FS （1CH）､ のように後に続
くコードと組み合わせて機能を表すコードをいう。（↔基本制御
コード）

紙づまり

用紙がつまってプリンターが動作しなくなった状態をいう。

かんたん設定

Windows XP/2000/NT 4.0のプリンタードライバーでのみ使
える機能。［印刷設定］ダイアログボックスの［メイン］シート右
上のリストビュー。リストビューのアイコンをクリックする
と、プリンターで登録済みの設定や、ユーザーが用途に合わせ
て登録した設定が読み込まれる。

輝度

モニターなどの画面の明るさ。

機能選択バー

Windows XP/2000/NT 4.0のプリンタードライバーでのみ使
える機能。［印刷設定］ダイアログボックスの［メイン］シート左
側にある縦向きのバー。ボタンをクリックすると［複数ページレ
イアウト］、［リプリント］などの機能の設定項目が［メイン］シー
ト右下に表示される。

基本制御コード

制御コードのうち、CR （0DH）､ LF（0AH）のように単独で機能
を表すコード。（↔拡張制御コード）

クライアント

ネットワークを介して他のコンピューター（またはサーバー）に
アクセスしている利用者または、利用者のコンピューター。

クライアント・サーバー（システム）

中規模/大規模のネットワークに適した接続形態。専用のコン
ピューター（サーバー）が共有の資源（ハードディスクやプリン
ター）を管理し、接続を許されたコンピューター（クライアント）
が利用できるようにしたもの。本書ではクライアント・サー
バー型ネットワークとも呼んでいる。（→ピア・ツー・ピア）

クリック
マウスのボタンを押して素早く放す操作のこ
と。

グレースケールイメージ

白黒写真のように色彩情報がなく、ドットの多少により明暗を
表現するグラフィックスイメージ。
（→ハーフトーン）

現像ユニット

OPCドラム上に形成された潜像に、負帯電させたトナーを付着
させる役目を持つ。ドラムカートリッジに内蔵されている。

コマンド

コンピューターに行わせたい作業を実行するために選択または
入力する命令。

コンデンス文字

1インチ当たり約17文字で印刷する文字のこと。タイプライ
ターが使われていた頃からの用語。
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コントラスト

グラフィックなどの明るい部分と暗い部分の差の度合い。

コントロールパネル

Windowsで、キーボードやマウスの使用条件、スピーカーの音
量、スクリーンセーバーの種類などパソコンのさまざまな設定
を行うための画面をいう。

サスペンド機能

データやプログラムを作業時の状態のままにしてパソコンの動
作を一時停止させる機能。

システム管理者

コンピューターシステムを管理する人。
あるグループ全体のコンピューターや周辺装置、ソフトウエア
などシステムを構成する様々な要素に関する情報をもとに、シ
ステムが効果的に運用できるように管理する。

自動給紙

カット紙（単票用紙）を連続して自動的に給紙することをいう。

自動排出

コンピューターからのデータが一定時間なかったとき、プリン
ター内のデータを自動的に印刷して排出する機能。

シリアルプリンター
文字単位で印刷を行うプリンターの総称。

ジョブ結合
PrintAgent リプリント2で実現する機能。これを利用すると一
度印刷してスプールしてあるドキュメントを組み合わせて、一
つにまとめて印刷することができる。再印刷のために複数のア
プリケーションを起動する手間を省くことができる。

［スタート］ボタン　
Windows XPやWindows 2000、Win-
dows NT 4.0、Windows Me/98/95
でアプリケーションソフトの選択、起
動、ファイルの検索、Windowsの終了
などを行うことができるボタン。

ステータス印刷　
テスト印刷のうちのひとつ。給紙構成や動作モード、メモリー
スイッチの設定状態などプリンターの状態を印刷するもの。

スプール
ドキュメント（文書）を印刷する場合に印刷データをコンピュー
ターのハードディスクにファイルとしていったん保存して、保
存した順にプリンターに送ること。これによりプリンターが印
刷を終了するのを待たずにコンピューターでは別の作業を行う
ことができるようになる。プリンターに送り終えたファイルは
自動的に消去される。

制御コード
プリンターの動作を制御するためのコード。印刷データと異な
り印刷されない。たとえば、CR（改行コード）やFF（改ページ）な
ど。

セントロニクス・インターフェース
旧セントロニクス社が開発したプリンターとコンピューター間
の通信仕様。仕様名として当時の会社名がそのまま使われ続け
ている。8ビットパラレルデータに制御信号を加えてプリンター
用のインターフェース規格として広く使用されている。本プリ
ンターは標準の36ピン・パラレルコネクターで使用できる。

双方向通信
コンピューターとプリンターの間で、情報のやり取りをする通
信形態のこと。PrintAgent機能を実現するための必須条件。コ
ンピューターから印刷データが送られるだけでなく、プリン
ターからもコンピューターに情報を送ることができるので、印
刷の状況がプリンタステータスウィンドウのアニメーションと
音声で、正確にわかる。双方向通信にはセントロニクスイン
ターフェースか双方向通信可能なプリンターインターフェース
を装備したコンピューターであるか、またはUSBやネットワー
クで接続されていることが必要。

ソフトウエア
コンピューターやプリンターなどハードウエアに作業を実行さ
せるための命令の集まり。プログラム、アプリケーション、オ
ペレーティングシステム、プリンタードライバーなどの総称。
（↔ハードウエア）

ダイアログボックス
設定や操作のために画面に表示されるボタンやリストボックス
を持ったウィンドウ。

タイトルバー
ウィンドウやダイアログボックスのタイトルを示す、横向きの
バー。多くのウィンドウでは、［コントロールメニュー］ボック
スや［最大表示］、［アイコン化］、［最小化］ボタンなどもついて
いる。

タブ
Windowsでは、ダイアログボックスの中に複数の設定画面
（シート）がある場合に表示されるインデックスタイプのつまみ
のこと。

ダブルクリック
マウスのポインター（矢印）を動かさず、マウス
のボタンを素早く2回押して放す動作。アプリ
ケーションを起動するときなどに使う。

タブ

カチッ�

カチッ�
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ネットワーク
複数のコンピューターや周辺機器をケーブルまたは他の手段を
用いて接続し、情報交換したり機器を共有したりできるように
したコンピューターの集団。

バーコード
白と黒の縞模様を線の太さと間隔を変えながら書き並べてデー
タを表し、印刷されたコード。国名、商品名、価格など、主と
して流通や商品管理で必要な管理情報、POS用のコードを表す
のに使われる。本製品は、カスタマバーコード、NW - 7、
JAN、CODE 39、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5に対
応する。MultiWriter 4550は、UCC/EAN-128にも対応してい
ます。

ハードウエア
コンピューター本体、キーボード、マウス、コンピューターや
プリンターなどコンピューターシステムを構成する個々の機器
またはそれらの総称。（↔ソフトウエア）

ハーフトーン
画像を表示・出力する際に、一定間隔の点（網点）に分解し、そ
れぞれの黒い点の大きさを変えることで濃淡を表現する。大き
い点は濃いグレー、小さい点は薄いグレーになる。

バッファーフル
ページバッファーに1ページ分の印刷データがたまることをバッ
ファーフルという。バッファーフルになると、自動的にその
ページの印刷を行う。

ハブ
LANでコンピューターなどの端末を放射線状に配線する際、中
心に配置する集線装置。一般には10BASE-Tや100BASE-TXの
LANケーブルを接続する集線装置を指す。RJ-45のジャックを
4～32口程度持つ箱で、各コンピューターのLANボードとツイ
ストペアケーブルで接続して使う。動作によってリピーターハ
ブとスイッチングハブ（スイッチ）に大別できる。

パラレルインターフェース
同時に複数の信号を並列に送るデータ転送方式、あるいは物理
的な接続コネクターのこと。MultiWriterとコンピューター間で
はセントロニクス仕様に準拠した方式（IEEE1284規格準拠双方
向パラレルインターフェース）が用いられる。

ピア・ツー・ピア
小規模のネットワークに適した接続形態。専用のサーバーコン
ピューターを必要とせず、コンピューター同士、コンピュー
ターとプリンター間で相互に通信が可能となる。本プリンター
をピア・ツー・ピア接続して使用するためにはLANボード／
LANアダプターが必要。本書ではピア・ツー・ピア型ネット
ワークとも呼んでいる。（↔クライアント・サーバー）

ピア・ツー・ピアグループ
無線LAN機器が備える設定のひとつ。無線親機（アクセスポイン
ト）なしに、無線ＬＡＮボードなどの無線子機が相互に通信でき
る。

ヒートローラー
定着ユニットにあり、プレッシャーローラーとともに熱と圧力
でトナーを定着させる働きをする。

ピクセル
Pixel（Picture elementからの合成語）。画素とも言う。ディスプ
レイの画面に表示できる情報の最小単位。

チェックボックス
ダイアログボックスの中の小さな正方形で、ON／OFFの切り替
えができるオプション（機能）を示す。オンにするとチェック
ボックスに×や✓印が表示される。

通常使うプリンタ
アプリケーションで［印刷］コマンドを実行し、プリンターの指
定を省略したときにその印刷データを印刷するプリンター。

坪量
用紙の重さを表す単位。用紙1枚1m2単位の重さをいう。（ユー
ザーズマニュアルで使用している用紙の坪量は、64.0g/m2）。

ツールバー
ウィンドウのメニューバーの下のボタンがついている部分。

定着器
用紙上のトナーを熱によって溶かし、圧力を加えて用紙に固定
させるためのもの。ヒートローラーとプレッシャーローラーで
構成されている。

テスト印刷
プリンターが正常に動作していることを確認するためのもの。

電子ソート
複数部数を印刷する場合にコンピューターから一部目だけ印刷
データを送り、二部目以降はプリンターのメモリーやハード
ディスク上で印刷データ処理を行う機能。オプションの増設メ
モリーやハードディスクをプリンターに取り付けることで実現
する。

動作環境
ソフトウエアや周辺機器が正しく動作するために必要な環境条
件。

ドライバー
周辺装置やそのインターフェースをコントロールするプログラ
ム。（→プリンタードライバー）

ドライブ名
ハードディスク内やフロッピーディスクドライブ、CD-ROMド
ライブなどの領域に割り当てられている文字。「A」や「C」など。

ドラッグ
マウスのボタンを押したまま、マ
ウスを動かす動作。例えば、ウィ
ンドウのタイトルバーをドラッグ
するとウィンドウを移動させるこ
とができる。

カチッ�

押したまま�
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ビットマップ
画面やプリンターに出力されるイメージを表す連続した点の集
合。

フォーム印刷
見出し文字や罫線枠などのフォームデータを文章データと重ね
合わせて印刷すること。フォームデータを作成するには別売の
アプリケーションが必要。

フォント
同じ外観、サイズ、スタイルの文字、数字、記号またその他の
シンボル等の集合。

不揮発性メモリー
電源をOFFにしても記憶した内容が消えないメモリー。

ブラウザー
インターネット上のWebページを閲覧（ブラウズ）するためのソ
フトウエア。W W W ブラウザーとも呼ぶ。主なものに、
Microsoft Internet ExplorerやNetscape Navigatorがある。

ブラシパターン
図形を塗りつぶすためのある一定のパターン。

プリンターケーブル
コンピューターとプリンターを接続するケーブル。

プリンタードライバー
コンピューターとプリンターの間のやり取りを仲介するプログ
ラム。インターフェースやフォントの指定、インストールされ
たプリンターの機能などの情報を、OSに提供する。

プリンターバッファー
一般にコンピューターの処理速度は速くプリンターの処理速度
は遅い。したがって、プリンターでの印刷をしている間コン
ピューターは何もしないで待つという状態が発生する。そこ
で、コンピューターから送られたデータをいったん記憶装置に
蓄え、プリンターの処理に合わせて順次その記憶装置からプリ
ンターに印刷データを送ることにする。これによってコン
ピューターは印刷の終了を待たずに印刷処理から解放され、別
の仕事をすることができる。この記憶装置をプリンターバッ
ファーと呼ぶ。

プリンタープール
複数の同じ印刷装置をひとつの論理プリンターとして関連づけ
て印刷を行うこと。

プロトコル
コンピューターが他のコンピューターや周辺機器と通信するた
めの規約。

プロパティ
ファイルやソフトウエアなどの固有の情報。フォントやウィン
ドウの色などさまざまな情報の設定、状態などを表す。プリン
ターの設定状態などを示す用語として広く使われている。

プロポーショナル文字
印刷される文字ごとに、文字幅が異なる文字のこと。

ページ記述言語
１ページ分のテキスト（文字）やグラフィック（図形）のデータ、
位置情報などを正確に表すための言語。

ページプリンター
ページ単位で印刷を行うプリンター。1ページ分のデータをプリ
ントイメージとしてメモリー上に展開（作成）して印刷を行うプ
リンターのこと。

ポイント（マウスの）
マウスのポインターを目的の項目の上に置く動作。

ポイント（文字の）
印刷される活字の大きさの単位で、1ポイントは1/72インチ。

ポート
コンピューターが外部とデータをやり取りするときに使用する
ケーブルの接続部分。

ポートレート
用紙を縦長にした内容で印刷する印刷フォーマット
のこと。（↔ランドスケープ）

ボタン
ダイアログボックス中のボタンの絵。選択した動作の実行や
キャンセルを行う。［OK］ボタンや［キャンセル］ボタンなどがあ
る。

マウスポインター
マウスの動きに応じて画面上を移動する矢印の形をし
たマーク。ポインターの形は設定やアプリケーション
によって異なる。

丸め誤差
四捨五入や切り捨て、切り上げなどで、切りのいい数字にする
ことによって生じた誤差。

無線LAN
ケーブルの代わりに電波などを利用してネットワーク（LAN）を
構成するシステム。IEEE802委員会がIEEE802.11標準として勧
告しているシステムが代表例。MultiWriterのオプション品であ
る無線LANボードは、IEEE802.11bに準拠している。

メニュー
ウィンドウで使用できるコマンドの一覧。メ
ニュー名をクリックするとメニュー名に関連
するコマンドの一覧が表示される。

メニューバー
すべてのメニュー名が表示されるバー。ほとんどのアプリケー
ションで、このバーは、タイトルバーの下に表示される。

メモリー
データを保存する装置。または情報やプログラムの一時的な記
憶場所。

ポートレート�
　　ポートレート�
ポートレート�
　　ポートレート�
ポートレート�
　　ポートレート�
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メモリースイッチ（MSW）
不揮発性メモリーを利用してプリンターのさまざまな設定を行
うスイッチ。機械的にON／OFFを切り替えるスイッチではな
く、電気的に切り替えるスイッチ。

メモリースイッチ設定モード
プリンターの設定をプリンターの操作パネルを使ってメニュー
形式で行うモード。

ラジオボタン
ダイアログボックスで複数の項目の中から一つを選ぶためのボ
タン。どれかを選択すると、それまでONだったものが連動して
OFFになる。

ランドスケープ
用紙を横長にした内容で印刷する印刷フォーマット
のひとつ。（↔ポートレート）

リストボックス
ユーザーに対して項目の一覧を表示するた
めのボックス。通常、現在選択されている
項目を表示している。

リプリント
一度印刷した印刷データのスプールファイルを利用して再印刷
する機能。この機能を使うと、印刷するたびにアプリケーショ
ンを再起動する必要がない。標準シートとジョブ結合シートが
ある。

Windows XP/2000/NT 4.0/Me/98/95の場合、PrintAgent リ
プリント2のウィンドウを使って実現し、その際に、丁合い、
ジョブセパレート、両面印刷の設定も可能。

PrintAgent リプリント2のウィンドウ

連量
用紙の重さを表す単位。一般に788×1091mmのサイズの用紙
1000枚当たりの重さをいう。

ローカルプリンター
コンピューターと直接プリンターケーブルで接続しているプリ
ンター。

ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
�

　
　
　
ラ
ン
ド
ス
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当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適
合していると判断します。

高調波ガイドライン適合品

この装置は、経済産業省通知の家電・汎用品
高調波抑制対策ガイドラインに適合しています。

電波障害自主規制について

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

なお、ネットワークオプション＊(PR-WL-11 無線LANプリンタボードを除く)を取り付けた場合、この装置は情報処理装置等電波障
害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことが
あります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。
＊　オプションについては、1章「オプション」（15ページ）を参照してください。

漏洩電流自主規制について

この装置は、社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパソコン業界基準（PC-11-1988）に適合していま
す。

電源の瞬時電圧低下対策について

この装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停
電電源装置等を使用されることをお勧めします。
（社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対策ガイドラインに
基づく表示）

海外でのご使用について

この装置は、日本国内での使用を前提としているため、海外各国での安全規格などの適用認定を受けておりません。したがって、本
装置を輸出した場合に当該国での輸入通関、および使用に対し罰金、事故による補償等の問題が発生することがあっても、弊社は直
接・間接を問わず一切の責任を免除させていただきます。




