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マニュアルはよく読み、保管してください。 

・操作を行う前に、安全上の指示をよく読み、十分

理解してください。 

・このマニュアルはいつでも参照できるよう、手近な

所に保管してください。 
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来歴表来歴表来歴表来歴表 
 

マニュアル 

Rev. 

マシン 

Rev. 

追加、変更内容 変更年月 

00 － 初版－全ページ 2000 年 12 月 

01 － 全面改定 2001 年 2 月 

02 － 全面改定 2001 年 3 月 

03 

（ev273.x） 

－ 目次ⅰ(03)～目次ⅵ(03)、安全-6(03)～安全-8(03)、 

1-9(03)、1-10(03)、2-3(03)、2-7(03)～2-24(03)、 

3-5（03）、3-7（03）、3-14(03)、3-16(03)、3-17(03)、 

4-1(03)、4-2（03）、4-13（03）、4-14（03）、4-18(03)～ 

4-26（03）、5-3(03)、5-7(03)、5-35（03）、6-4(03)、 

6-8(03)、6-9(03)、6-11(03)、6-16(03)、6-19(03)、 

6-22(03)、6-24(03)～6-60(03)、7-1(03)、7-2(03)、 

7-4(03)～7-30(03)、B-6(03)、B-7(03)、 

索引-1(03)～索引-4(03) 

2001 年 5 月 

04 

（ev291） 

－ 3-16(04)、5-3(04) 2001 年 ６月 

05 

（ev291.x） 

－ 目次ⅰ（04）、目次ⅱ（04）、目次ⅵ（04）、1-1（03）、 

1-8（03）～1-13（03）、1-14（04）、5-28（03）、 

5-36（03）、5-37（03）、6-6（03）、6-8（04）、6-9（04）、 

6-18（03）、6-26（03）、7-4（04）、7-5（04）、 

7-23（04）～7-29（04）、G-1（00）、G-2（00） 

2001 年 ７月 

06 

（ev332.x） 

－ 目次-ⅳ（04）、目次-ⅴ（04）、目次-ⅵ（05）、 

安全-6（04）、1-1（04）、1-3（03）、1-8（04）、1-10（04） 

～1-12（04）、2-3（04）、2-7（04）～2-11（04）、 

2-13（04）～2-17（04）、2-19（04）、2-20（04）、 

2-22（04）、3-3（03）、3-15（03）、3-19（03）、4-2（04）、 

4-7（03）、4-15（03）、5-7（04）、5-25（03）、5-27（03）、 

5-32（03）～5-34（03）、5-35（04）～5-38（04）、 

5-39（03）～5-42（03）、6-1（03）、6-8（05）、6-19（04）、 

6-22（04）、6-24（04）、6-26（05）、6-28（04）、 

6-30（04）、6-32（04）、6-34（04）、6-56（04）、 

6-58（04）、6-61（00）～6-64（00）、7-4（05）、7-5（05）、 

7-6（04）～7-8（04）、7-13（04）～7-17（04）、7-23（05） 

～7-29（05）、E-1（03）～E-4（03） 

2001 年 10 月 

07 

（ev345.x） 

－ 目次-ⅲ（04）、安全-6（05）、2-8（05）～2-11（05）、 

2-13（05）、2-16（05）、2-20（05）、2-21（04）、 

2002 年 3 月 



 

07 2-23（04）、3-5（04）、3-7（04）、3-9（03）、3-10（03）、 

3-15（04）、3-20（03）、5-6（03）、5-7（05）、5-20（03）、 

5-24（03）、5-37（05）、5-38（05）、6-8（06）、6-19（05）、 

6-22（05）、6-26（06）、6-28（05）、6-30（05）、 

6-32（05）、6-34（05）、6-56（05）、6-58（05）、7-4（06）、 

7-6（05）～7-8（05）、7-15（05）、7-16（05）、7-27（06）、 

7-29（06）、E-1（04）～E-4（04）、G-1（01）、G-2（01） 

08 

（ev357.x） 

－ 表紙、著作権（03）、目次-ⅲ（05）、目次-ⅳ（05）、 

2-3（05）、2-8（05）、2-10（06）、2-22（05）、3-16（05）、 

4-10（03）、4-11（03）、4-13（04）～4-15（04）、 

4-16（03）、4-17（03）、5-2（03）、5-3（05）、5-4（03）、 

5-5（04）、5-7（06）、5-8（03）、5-10（03）、5-13（03）、 

5-14（03）、5-18（03）、5-22（03）、5-25（04）、 

5-27（04）、5-29（03）～5-31（03）、5-32（04）、 

5-33（04）、5-36（05）、5-39（04）～5-41（04）、 

7-5（06）、7-6（06）、7-8（06）、7-14（05）、7-29（07） 

2002 年 10 月 

09 － 7-5（07） 2003 年 5 月 

10 － 2-3（06）、2-11（06）、2-20（06）、6-35（04）、6-36（04）、 

7-5（08） 

2003 年 6 月 

11 － 1-2（03）、2-3（07）、2-7（06）、2-8（05）、2-10（07）、 

2-12（04）、2-14（05）、5-13（04）、5-38（06）、 

7-16（06）、7-18（04）～7-22（04）、7-23（06）～ 

7-26（06）、7-27（07）、7-28（06）、7-29（08）、 

7-30（04）、7-31（00）～7-36（00） 

2003 年 7 月 

12 － 安全-6（06）、5-1（03）、5-4（04）、5-5（05） 2003 年 8 月 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 目次-ⅰ（05）、目次-ⅱ（05）、目次-ⅲ（06）、 

目次-ⅳ（06）、目次-ⅴ（05）、目次-ⅵ（06）、 

安全-6（07）、2-8（06）、2-10（08）、2-11（07）、 

2-12（05）、2-14（06）、2-16（06）、2-20（07）、 

2-21（05）、2-22（06）、2-23（05）、2-24（04）、3-2（03）、 

3-18（03）、3-19（04）、3-20（04）、3-21（00）、 

3-22（00）、5-8（04）、5-10（04）、5-11（03）、 

5-12（03）、5-13（05）、5-14（04）、5-15（03）～ 

5-17（03）、5-18（04）、5-19（03）、5-20（04）、 

5-21（03）、5-22（04）、5-23（03）、5-24（04）、 

5-25（05）、5-26（03）、5-27（05）、5-28（04）～ 

5-31（04）、5-32（05）、5-33（05）、5-34（04）、 

5-35（05）、5-36（06）、5-37（06）、5-38（07）、 

2003 年 9 月 



 

13 
5-39（05）～5-41（05）、5-42（04）、D-4(03)、 

索引-1（04）～索引-4（04） 

14 － 国際エネルギースタープログラムについて（03）、 

2-11（08）、2-20（08）、5-15（04）、5-17（04）、 

5-37（07）、A-1（03） 

2003 年 9 月 

15 － 国際エネルギースタープログラムについて（04）、 

目次-ⅰ（06）、目次-ⅱ（06）、目次-ⅳ（07）、 

目次-ⅴ(06)、 

安全-6（08）、安全-7（04）、安全-8（04）、2-7（07）、 

2-8（07）、2-9（06）、2-10（09）、2-11（09）、2-12（06）、 

2-13（06）、2-14（07）、2-15（05）、2-16（07）、 

2-17（05）、2-18（04）、2-19（05）、2-20（09）、 

2-21（06）、2-22（07）、2-23（06）、2-24（05）、 

2-25（00）、2-26（00）、3-1（03）、3-2（04）、3-17（04）、 

3-18（04）、3-19（05）、3-20（05）、3-21（01）、 

3-22（01）、5-1（04）、5-2（04）、5-11（04）、5-12（04）、 

5-37（08）、6-1（04）、6-4(04)、6-37（04）～6-55（04）、 

6-56（06）、6-57（04）、6-58（06）、6-59（04）、 

6-60（04）、6-61（01）～6-64（01）、 

6-65（00）～6-68（00）、7-4(07)、7-5(09)、7-6(07)、 

7-7(06)、7-8(07)、7-9(04)～7-12(04)、7-13(05)、 

7-14（06）、7-15(06)、7-16（07）、7-17(05)～7-22(05)、 

7-23(07)～7-26(07)、7-27（08）、7-28(07)、7-29(09)、 

7-30(05)、7-31(01)～7-36(01)、付録 A-1(04)、 

付録 F-1(03)、索引-1（05）～索引-4（05） 

2004 年 3 月 

16 － 安全-7（05）、1-14（05）、6-57（05） 2004 年 4 月 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 国際エネルギースタープログラムについて（05）、 

目次-ⅱ（07）、目次-ⅲ（07）、目次-ⅳ（08）、 

目次-ⅴ（07）、目次-ⅵ（07）、安全-6（09）、 

2-10(10)、2-11(09)、2-12(07)、2-17(06)、2-22(08)、 

3-18(05)、3-19(06)、3-20(06)、3-21(02)、3-22(02)、 

3-23(00)～3-28(00)、5-11(05)、5-12(05)、5-13(06)、 

5-14(05)、5-15(05)、5-16(04)、5-17(05)、5-18(05)、 

5-19(04)、5-20(05)、5-21(04)、5-22(05)、5-23(04)、 

5-24(05)、5-25(06)、5-26(04)、5-27(04)、5-28(05)、 

5-29(05)～5-31(05)、5-32(06)、5-33(06)、5-34(05)、 

5-35(06)、5-36(07)、5-37(09)、5-38(08)、5-39(06)、 

5-40(06)、5-41(06)、5-42(05)、5-43(00)、5-44(00)、 

2004 年 5 月 



 

17 6-63(02)、6-64(02)、6-65(01)～6-68(01)、6-69(00)、 

6-70(00)、7-15(07)、7-35(02)、7-36(02)、 

付録 A-4(03)、索引-1(06)～索引-4(06) 

18 

 

 

 

－ 表紙、著作権（04）、2-10（11）、2-12（08）、2-17（07）、 

2-18（08）、2-21（07）、2-22（09）、4-10(04)、4-11(04)、 

4-13(05)～4-15(05)、4-16(04)、4-17(04)、5-2(05)、 

5-4(05)、5-5(06)、5-10（05）、5-11（06）、5-12（06）、 

5-16（05）、5-20（06）、5-29（06）、5-35（07）、 

5-41（07）、7-15（08）、7-18（06） 

2004 年 10 月 

19 

 

 

－ 安全-7（06）、2-8（08）、2-10（12）、2-11（10）、 

2-12（09）、2-13（07）、2-15（06）、2-17（08）、 

2-18（05）、2-22（10）、2-23（07）、2-24（06）、4-10（05）、 

5-2（06）、5-7（07）、5-8（05）、5-39（07）、5-40（07）、 

5-41（08）、5-42（06）、6-16（04）、6-23（03）、6-51（05）、 

7-5（10）、7-6（08）、7-15（09）、7-17（06）、 

7-36（03）、D-4（04） 

2005 年 3 月 

20 

 

 

－ 商標（05）、目次-ⅱ（08）、2-6（03）、2-10（13）、 

2-11（11）、2-12（10）、2-13（08）、2-14（03）、 

2-15（07）、2-17（09）、2-18（06）、2-19（06）、 

2-22（11）、2-23（08）、4-2(05)、4-3(03)、4-4(03)、 

4-11(05)、4-13(06)～4-15(06)、4-16(05)、4-17(05)、 

5-2（07）、5-4（06）、5-5（07）、5-7（08）、5-10（06）、 

5-11（07）、5-12（07）、5-16（06）、5-20（07）、 

5-29（07）、5-35（08）、5-41（09）、5-43（01）、 

6-52（05）、7-13（06）、B-19（03）、F-1（04） 

2005 年 6 月 

21 － 表紙、安全-6（10）、安全-7（07）、安全-8（05）、 

1-14（06）、2-11（12）、2-12（11）、2-23（09）、 

3-15（05）、4-2（06）、6-4（05）、6-10（03）、6-11（04）、 

6-12（03）、7-5（11）、7-9（05）、7-18（07） 

2005 年 7 月 

22 － 目次-ⅰ（07）、安全-6（１１）、1-3（04）、1-4（03）、 

1-8（05）、1-12（05）、1-13（04）、1-14（07）、1-15（00）、 

1-16（00）、2-11（13）、5-37（10）、6-16（05）、 

7-15（10）、7-18（08）、7-28（08）、7-29（10）、 

7-30（06）、7-31（02）～7-34（02）、7-35（03） 

2005 年 10 月 

23 － はじめに（03）、1-5(01)、2-8（09）、2-10（14）、 

2-12（12）、2-15（08）、2-17（10）、2-20（10）、 

2-21（08）、2-22（12）、2-23（10）、4-2（07）、4-4（04）、 

4-8（03）、4-14（07）、4-15（07）、5-4(07)、5-5(08)、 

2006 年 5 月 

 



 

 

23 － 5-7（09）、5-14（06）、5-27（05）、5-29（08）、5-30（06）、 

5-34（06）、5-36（07）、5-37（11）、5-38（09）、7-7(07)、 

7-8(08)、7-9(06)、7-36(04)、A-1(05) 

2006 年 5 月 

24 － ライセンス（00）、2-12（13）、2-17（11）、2-22（13）、 

2-23（11）、3-3（04）、4-3（04）、4-4（05）、5-14（07）、 

5-15（06）、5-29（09）、5-33（07）、5-40（08）、 

7-13（07）、7-23（08）、7-36（05）、7-37（00）、 

7-38（00）、F-1（05） 

2006 年 9 月 

25 － 国際エネルギースタープログラムについて（06）、 

目次-ⅰ（07）、目次-ⅰ（08）、目次-ⅱ（09）、 

目次-ⅲ（08）、安全-6（12）、2-11（14）、2-12（14）、 

2-17（12）、2-18（07）、2-19（07）、2-22（14）、 

2-23（12）、2-14（07）、2-25（01）、2-26（01）、 

2-27（00）、2-28（00）、4-2（08）、4-3（05）、4-4（06）、 

4-5（03）、4-6（04）、4-7（04）、4-8（04）、4-9（03）、 

4-10（06）、4-11（06）、4-12（03）、4-13（07）、 

4-14（08）、4-15（08）、4-16（06）、4-17（06）、4-18（04）

～4-26（04）、4-27（00）、4-28（00）、5-14（08）、 

5-15（07）、5-19（05）、5-21（05）、5-26（05）、 

5-27（06）、5-37（03）、5-38（10）、5-39（08）、 

5-40（09）、5-41（10）、5-42（07）、5-43（02）、 

5-44（01）、6-36（05）、7-9（07）、7-14（07）、 

F-1（06）、G-2（02） 

2007 年 3 月 

26 － 7-9（08）、7-12（05） 2007 年 9 月 

27 － 1-3（05）、2-8（10）、2-11（15）、2-19（08）、2-22（15） 

A-2（03） 

2007 年 12 月 

28 － 2-23（13）、G-2（03） 2009 年 4 月 

29 － 国際エネルギースタープログラムについて削除（07） 2009 年 6 月 

30 － 7-35（04） 2009 年 8 月 

31 － 7-21（06）、7-22（06） 2009 年 11 月 

32 － 1-11（05）、6-37（05）、6-38（05）、7-14（08）、 

7-19（06）、7-21（07）、7-22（07）、7-23（09）、 

7-24（08）、7-27（09）、7-31（03） 

2010 年 9 月 

33 - 2-4（03）、2-6（04）、2-12（15）、2-20（11）、2-21（09） 

2-22（16）、2-23（14）、2-24（08）、7-36（06）、7-37（01） 

2013 年 2 月 

 



 

 

 

 



 

 

電波障害自主規制電波障害自主規制電波障害自主規制電波障害自主規制についてについてについてについて 
 

 

 

 

 

 

 

高調波電流自主規制高調波電流自主規制高調波電流自主規制高調波電流自主規制についてについてについてについて 
 

 

 

 

情報処理装置情報処理装置情報処理装置情報処理装置およびおよびおよびおよびシステムシステムシステムシステムののののイミュニティイミュニティイミュニティイミュニティ試験試験試験試験

（（（（JEIDA-52））））自主規制自主規制自主規制自主規制についてについてについてについて 
 

 

 

 

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 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。 

この装置は、高調波ガイドライン適合品です。 

この装置は JEIDA-52 適合品です。 
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ごごごご注意注意注意注意（（（（本書本書本書本書についてについてについてについて））））    
1.1.1.1. 本書の内容の一部または全部を無断掲載することは禁止されています。 

2.2.2.2. 本書の内容に関しては予告なしに変更することがあります。 

3.3.3.3. 本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不明な点や誤り、記載もれな

どお気づきのことがありましたら、ご連絡ください。 

4.4.4.4. 本マニュアルに記載した製品に関し、性能、品質、商品価値、または特定の使用目的に対す

る整合性に関しても、その保証はいたしかねますのでご了承ください。本製品の性能品質に

関する全責任は購入者が負うものといたします。 

5.5.5.5. 本製品指定以外のものを使用してトラブルが発生した場合には、責任を負いかねますのでご

了承ください。 

6.6.6.6. 本製品、本マニュアルまたはソフトウェアの欠陥による直接または間接的に生じた損害につい

ては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 

 

 

著作権著作権著作権著作権 
Copyright © 2000-2013 Ricoh Printing Systems, Ltd. 

本書の全内容は、著作権によって保護されています。このマニュアルの一部または全部を、電気、

機械、磁気、光学、化学、文書その他のいかなる形式または方法により、無断で使用、複写、転写、

検索システムへの保存またはコンピュータ言語を含めいかなる言語に翻訳することはできません。 

 

 

商標商標商標商標    

Adobe, PostScript は、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。 

EtherTalk は、米国 Apple Computer, Inc.の登録商標です。 

Microsoft, Windows, WindowsNT は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における

登録商標もしくは商標です。 

UNIX オペレーティングシステムは、UNIX System Laboratories 社が開発しライセンスしています。 

Ethernet は、米国 Xerox Corp.の商品名称です。 

PCL, PCL5e は、Hewlett-Packard Company の登録商標です。 

NetWare は、米国 Novell, Inc.の登録商標です。 

本プリンターには、Monotype Imaging Inc.の TrueType フォントが搭載されています。これらのフォ

ントの複製は禁じられています。 

TrueType はアメリカ合衆国の特許商標局及びその他の国々で登録されている Apple Computer 

Inc.の登録商標です。 

その他社名・製品名は、それぞれの登録商標もしくは商標です。 
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本製品に含まれるMonotype Imageing社のTrueTypeフォントの複製は禁止されています。 

 

この製品に使用しているソフトウェアは、IndependentJPEG Groupに基づいています。 

 

この製品のソフトウェアは、カーネギーメロン大学が開発したソフトウェアを使用してい

ます。 

Copyright 1988, 1989 by Carnegie Mellon University. All rights reserved. 

上記ソフトウェアと関連する書類のコピー・修正・配布は、上記の著作権表示と使用許諾

文を使用する全てのソフトウェアおよび関連書類のコピーに明示することにより、いかな

る使用目的であっても無償で許可されています。また、カーネギーメロン大学の名前は、

カーネギーメロン大学に予め書面で許可を得ない限り、本ソフトウェアの配布に関連する

あらゆる広告あるいは宣伝に使用することを禁じます。 

 

この製品はSam LefflerおよびSilicon Graphics社が開発したソフトウェアを使用していま

す。 

Copyright (c) 1988-1997 Sam Leffler 

Copyright (c) 1991-1997 Silicon Graphics Inc. 

上記ソフトウェアと関連する書類のコピー・修正・配布・販売は、下記条件の範囲内でい

かなる使用目的であっても無償で許可されています。 

(i)上記の著作権表示と使用許諾文を使用する全てのソフトウェアおよび関連書類のコピ

ーに明示すること。 

(ii)Sam Leffler and Silicon Graphics の名前は、Sam Leffler and Silicon Graphics に

予め書面で許可を得ない限り、本ソフトウェアに関連するあらゆる広告あるいは宣伝に使

用することを禁じます。 
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はじめにはじめにはじめにはじめに 
 

 このユーザーズガイドは、HT-4559-702/705 および HT-4559-702Ｅ/705Ｅレーザービームプリン

タの操作のしかたとご使用上で注意していただきたいことを記載してあります。 

 

 プリンタをお使いいただく前に、このユーザーズガイドをよくお読みいただき、書かれている指示

や注意を十分理解して、正しくお使いください。 

 

 このユーザーズガイドが必要になったとき、すぐに参照できるよう、使いやすい場所に大切に保管

してください。 

 

このマニュアルの内容は、予告なく変更されることがあります。 
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安全－1 

 

安全にお取り扱いいただくために 
 

１．  安全に関する共通的な注意事項 
 

 以下に述べられている安全上の説明をよく読み、十分理解してください。 

 

・操作は、このマニュアル内の指示、手順に従って行ってください。 
 

・装置やマニュアルに表示されている注意事項は必ず守ってください。 

これを怠ると、人身上の障害や装置の破損をひき起こす恐れがあります。 
 

・安全に関する注意事項は、下に示す見出しによって表示されます。これは「危険」、 

 「警告」および「注意」という見出し語と注意シンボルを組み合わせたものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

・マニュアルに記載されている以外の操作や動作は行わないでください。 

装置について何か問題がある場合は、保守員をお呼びください。 
 

・装置やマニュアルに表示されている注意事項は、十分に検討されたもので 

ありますが、それでも、予測を超えた事態が起こることが考えられます。 

操作にあたっては、指示に従うだけでなく、常に自分自身でも注意する 

ようにしてください。 

 
 

   危険：これは、死亡または重大な傷害を引き起こす可能性が高い、 

       差し迫った危険の存在を示すのに用いられます。 

 

   警告：これは、死亡または重大な傷害をひき起こすかもしれない 

       潜在的な危険の存在を示すのに用いられます。 

 

   注意：これは、比較的軽度の傷害、あるいは装置の重大な損傷を 

       ひき起こす恐れのある潜在的な危険の存在を示すのに用い 

       られます。 

 

       この注意シンボルは見出し語などと共に用いられ、そこに 

       記述されている事柄が安全に関するものであることを示し、 

       注目させるために用いられます。 

 

なお、「留意事項」という見出し語は、人身の安全と直接関係しない注意書きを 

しめすのに用いられます。 
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安全－2 

 

安全にお取り扱いいただくために （続き） 
 

・電源プラグは、必ず定格電源のコンセントに差し込んでください。そうでない場合に

は、火事や感電を引き起こす場合があります。 
 

・１つの電源供給口に、複数の取り出し口をもつ電源タップをつないで、複数の電源プ

ラグを差し込むのはお止めください。必ず１口のコンセントにつないでプリンタを稼

働させてください。２口以上のコンセントを使うと、過熱状態になり出火の原因とな

る恐れがあります。 
 

・プラグ接続の部分には、ホコリがたまらないように気をつけてください。湿気の多い

環境では、プラグ接続の部分が汚れていると、無視できないほどの電流が流れ、熱を

帯び、長い間そのままにしておくと、出火に至ることがあります。 
 

・必ずプリンタに添付されている電源コードをご使用ください。延長コードが必要なと

きは、必ず正しい定格のコードをご使用ください。 
 

・電源コードに損傷を与えないでください。また、電源コードを加工したり、引っ張っ

たり、曲げたり、擦り付けたりしないでください。コードの上に重いものを置かない

ようにしてください。 
 

・濡れた手で電源コードを触らないでください。 
 

・プリンタから煙、過剰な熱、異常な音や匂いがしたら、またプリンタ内に液体をこぼ

してしまったら、すぐに電源を切り、プリンタの電源プラグをコンセントから抜いて

ください。 
 

・電源コードが破損したり、絶縁されている導線が表面に出てきたら、必ずコードを別

のものに交換してください（破損したコードは使用しないでください）。 
 

・プリンタの電源が入っているときには、絶対にプリンタのコードをコンセントから抜

かないでください。 
 

・プリンタの電源コードをコンセントから抜くときには、コードではなくプラグを持っ

て抜いてください。 
 

・プリンタ内部の清掃やメンテナンスを行う際には、必ずプリンタの電源を切り、電源

コードをコンセントから抜いてください。 
 

・長期間プリンタを使用しない場合は、スイッチを切り、電源コードをコンセントから

抜いてください。 
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安全－3 

 

安全にお取り扱いいただくために （続き） 
 

・月に１回は、プリンタの電源コードを抜いて、以下のことを点検してください。 

① 電源コードがコンセントの受け口にしっかり接続されるかどうか。 

② 電源コードにひび割れや擦り切れた箇所がないかどうか。 

③ 電源プラグが過剰な熱を帯びたり、錆がついていたり、曲っていたりしない

かどうか。 

④ 電源プラグや受け口の部分にホコリがたまっていないか。 
 

・インターフェース・ケーブルやオプション装置を接続する際には、プリンタの電源は

切っておいてください。 
 

・プリンタは、ヒーターの近く、あるいは揮発性、引火性及び可燃性のあるものの近く

には設置しないでください。 
 

・プリンタの重みを支えることができる水平で安定した床の上にプリンタを設置してく

ださい。傾いていると、プリンタが倒れ、人にけがを負わせる恐れがあります。 
 

・プリンタは、暑い場所、湿度の高い場所、ほこりの多い場所及び換気の悪い場所には

設置しないでください。 
 

・プリンタを移動するときには、必ず電源コードをコンセントから抜いてから動かして

ください。電源コードをつないだままプリンタを移動すると、コードに損傷を与える

可能性があります。 
 

・プリンタを動かす場合、10 度以上は傾けないでください。傾けすぎると、プリンタが

倒れ、人にけがを負わせる恐れがあります。 
 

・長い距離を移動する必要がある場合には、お買い上げの販売店にお問い合わせくださ

い。 
 

・本プリンタは、以下の環境条件の下で、動作します。 

   温度の範囲：10°～32°C 

   湿度の範囲：20～80%（結露のないこと） 
 

・気温が急激に変化すると、印刷品質に影響を及ぼすことがあります。寒い部屋で急速

に暖房を行うと、プリンタ内部に結露を招き、印刷に直接障害をもたらす場合があり

ます。 
 

・プリンタに直射日光が当たらないようにしてください。プリンタの性能が低下するこ

とがあります。 
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安全－4 

 

安全にお取り扱いいただくために （続き） 
 

・プリンタの周辺は、いつもきちんと整理し、照明も十分とって、お使いください。整

理整頓は安全の第一歩です。 
 

・きちんとした服装で操作をしてください。ネクタイがネクタイピンで留められていな

かったり、袖口を開いたまま操作しますと、回転体に巻き込まれて怪我をする恐れが

あります。 
 

・プリンタのカバーは安全性と騒音を小さくするための配慮をした設計がなされていま

す。したがって、カバーを開けたままにしておくと、安全性、防音効果が減少します

ので、印刷中は必ずカバーを閉じてください。 
 

・プリンタのカバーの上には、何も置かないでください。カバーを開くときに、誤って

物を装置内部に落としたりあるいは床に落としたりして危険です。 
 

・印刷動作中に可動部や通電部に触れると大変危険ですので、印刷動作中には不用意に

内部カバーを外したり、内部の装置に触れないでください。 
 

・プリンタを操作するときには、必ず装置に表示されている操作銘板や注意銘板を読み、

それに従ってください。これらの銘板はオペレータの安全確保と、装置を正しく動作

させるために設けられています。 
 

・停止状態から急に動作を開始する場合がありますので、不用意に装置内部へ手足や頭

などを入れないでください。 
 

・一人が装置に触れているときに、他の人が電源を投入したり、操作スイッチを押した

りしないように注意してください。また別の人が装置に触れていないことを確認して

ください。 
 

・プリンタの清掃、簡単な点検や保守は、本マニュアルに記載されている電源切断の方

法により、電源を切断してから行ってください。 
 

・故障修理は、本マニュアルに記載されている範囲の作業を行ってください。記載範囲

以外の作業は保守員に連絡してください。 
 

・プリンタ内の高電圧部位には警告ラベルが貼ってあります。プリンタの電源がオンさ

れているときは、この部位には絶対に手などを触れないでください。誤って触れると、

けがを負う恐れがあります。 
 

・プリンタ用紙には、消耗品の仕様に準拠したものをご使用ください。仕様に準拠しな

い用紙に印刷を行うと、用紙ジャムを起こしたり、印刷品質を低下させることがあり

ます。 
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安全にお取り扱いいただくために （続き） 
    

・用紙の歪みや用紙ジャムを起こさないようにするために、ホッパにはきちんと用紙を

セットしてください。 
 

・定着機部分を扱っているときには、とくに注意してください。定着機内部には、絶対

に手などを触れないでください。定着機は非常に高温（約 190℃）になりますので、誤

って触れると、やけどを負う恐れがあります。 
 

・トナーと現像剤は、粉末状の粒子でできています。トナーや現像剤が誤ってこぼれた

り、循環しているときに、トナーや現像剤を吸い込まないように注意してください。

床にこぼれたときには、すぐに水を含んだ布できれいに拭き取ってください。けして

こぼしたままにしないでください。これらの物質は、滑りやすい球状の金属ですので、

その上で足をすべらして事故を招く可能性があります。 
 

・この装置は、オゾンを発生させます。適切な換気を行うようにしてください。本プリ

ンタは、狭い部屋（27ｍ3
以下の部屋）に設置する場合には、頻繁に換気を行うように

してください。 
 

・用紙、トナーなどの消耗品は、直射日光が当たらず暖房器具から離れた場所に保管し

てください。湿度の少ない、涼しい、清潔な環境で保管してください。 
 

・用紙を包装紙から取り出したがプリンタ・トレイにセットしなかった場合は、密閉し

たビニールの袋に入れて冷暗所に保管してください。 
 

・手がトナーで汚れたときには、すぐに石鹸を使って洗い流してください。 
 

・装置やマニュアルに表示されている注意事項は、十分に検討されたものでありますが、

それでも、予測を超えた事態が起こることが考えられます。 

操作にあたっては、指示に従うだけでなく、常に自分自身でも注意するようにしてく

ださい。 
 

・フィニッシャーの稼働時には、フィニッシャーに物（ネクタイ、服のそで、シャツ、

髪の毛など）が挟まらないように注意してください。 
 

・プリンタに最適な性能を発揮させ、安全な稼働を確保するためには、このマニュアル

に記載されている手順や指示に従ってください。 
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安全にお取り扱いいただくために （続き） 
 

２．  本マニュアル内の警告表示 

 

  このマニュアルの中に書かれている警告とその記載個所を以下にまとめて示します。 

  ただし、「危険」を用いた記載はありません。 

 

２.１   「警告」と表示されているもの  
・非常時には、電源スイッチを「Ｏ」側にしてプリンタの電源をオフにしてください。（1.8 節、1-7 頁） 

・定着機は、高温になっていますので、十分さめたことを確認してから（プリンタの電源を切ってから

３０分以上放置）交換してください。 

定着機は、約 12ｋｇの重量がありますので、十分気をつけて交換してください。 

定着機とトレイを同時に開けないでください。プリンタが倒れて、人にけがを負わせたり、プリンタに

損傷をもたらす恐れがあります。                      （6.4.3 節、6-23 頁） 

 

２.２   「注意」と表示されているもの 

 

・プリンタの電源をオフにしたときは、少なくとも５秒以上経過してから電源をオンにしてください。プ

リンタの電源をオンにできないときは、プリンタの電源をオフにして、少なくとも 30 秒以上経過し

てから、プリンタの電源をオンし直してください。                    （1.8 節、1-7 頁） 

・自動ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ中に電源を切ると、電源再投入時に正常に起動しなくなる場合があります。 

                                                 （1.9 節、1-13 頁） 

・変更した後のシステムパスワードを紛失した場合は、保守員に連絡してシステムパスワードを変更

する必要があります。                              （2.5 節、2-27 頁） 

・定着機またはＯＰＣドラムを引き出した状態でトレイ１を開けないでください。プリンタが倒れて、け

がや周囲の破損の原因となることがあります。また、プリンタに損傷をもたらすおそれがあります。 

（3.7.1 節、3-4 頁） 

・本章で説明している以外の項目について、設定を行わないでください。 設定を行った場合、プリ

ンタが動作しなくなる可能性があります。      （4.6 節、4-10 頁） 

・HTTP を使用するためには、本プリンタに IP アドレスが設定されている必要があります。 

（4.6 節、4-10 頁） 

・各 Web ページの左側に表示される［ステータス］、［システム］および［保守］メニューが表示されな

い場合、［サイトマップ］ページを起点に各ページの機能にアクセスしてください。（5.1 節、5-1 頁） 

・パスワードを変更した場合には、変更後のパスワードを紛失しないよう注意してください。万一紛

失した場合には、保守員に連絡してください。 

（5.4.2.4 節、5-36 頁） 

・トナーは人体に有害なものではありませんが、手や衣服にトナーが付着した場合には、すみやか

に冷水で洗い流してください。                                        （6.3.1 節、6-5 頁） 

・トナーの封印テープをはがす前に、トナー・ボトルのキャップの突起が正しい位置（カチッと鳴る位

置）に合っているか確認してください。位置が合っていないときには、ボトルのキャップを左回り（時

計とは反対回り）に回して、突起を下図のように正しい位置（カチッと鳴る位置）に合わせてから封

印テープをはがしてください。                                        （6.3.1 節、6-5 頁） 

・廃棄物は、国、県、市町村などが定める規制にしたがって、廃棄または焼却してください。地域に

よって規制は異なりますので、ご使用の地域の廃棄物処理の方法については、各自治体などに

ご確認ください。    （6.3.1 節、6-6 頁 6.3.2 節、6-8 頁 6.3.4 節、6-9 頁 6.4.1 節、6-18 頁） 

・キャップを回すときは、現像剤ボトルがキャップといっしょに回らないように、ボトルを押さえておい

てください。   （6.3.4 節、6-9 頁） 

・現像剤の注入は、プリンタ現像剤投入口直下に貼付けてある現像剤識別ラベルにある現像剤ボ

トル図のラベル色と同じ緑色のラベルが貼られた現像剤（商品コード：N215942A）であることを確

認の上、御使用ください。プリンタ現像剤投入口直下に現像剤識別ラベルがない場合は、白色

のラベルの貼られている現像剤（商品コード：N212986A）を使用してください。異なる現像剤の使

用は、故障の原因となります。                             （6.3.5 節、6-10 頁） 
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安全－7 

 

安全にお取り扱いいただくために （続き） 
 

・トナー対応の掃除機以外は使用ないでください。静電気がたまり感電します。 

（6.7.7 節、6-53 頁） 

・清掃を行うときは、必ず最初に電源を切ってください。トナー回収ボトル交換時期誤判定の原因と

なります。  （6.7.11節、6-55頁） 

・フューザ･ユニット内部のヒートロールの温度は、稼働中は 190 度程度にまで達している。フュー

ザ･ユニットを扱う時は、冷えるまで約３０分以上待ってください。また、高温部に触れないように注

意してください。  （6.7.12節、6-56頁） 

・チャージャはアクセサリとして３コ添付されております。400,000 イメージ使用時、保守点検時に清

掃されたチャージャに交換し、汚れたチャージャは、次回保守点検時、清掃しますので、アクセサ

リ箱の中に保管しておいてください。                          （6.8 節、6-57 頁） 

・定着機は、非常に熱くなります。定着機クリーナを交換するときは、定着機が十分冷めてから行っ

てください。 

定着機とトレイを同時に開けないでください。プリンタが倒れて、人にけがを負わせたり、プリンタ

に損傷をもたらす恐れがあります。                           （6.4.5 節、6-20 頁） 

・ガイドプレートには、センサ用ケーブルがつながっているため無理に引張らないで取外してくださ

い。               （6.4.4 節、6-25 頁） 

・ドアを開くと、給紙部内のテーブルは自動的に下まで下がります。テーブルが一番下の位置に来

て止まるまでは、テーブルに触らないでください。足をテーブルと底部の間に挟まれないように注

意してください。       （6.4.4 節、6-27 頁） 

・用紙が約 100ｍｍ程度以上スタックした状態で電源スイッチをオフし、エレベータ・トレイを下げた

状態で作業を開始してください。エレベータ・トレイが最上部に上がった状態ではローラが取り外

せません。             （6.4.7節、6-33頁） 

・インプット・ステーション・カバーは、IS カバーともいいます。      （6.5.1 節、6-39 頁） 

・スイッチ・バック・カバーはプリンタの左側にあり、フィニッシャーの内側から開け閉めを行います。 

（6.5.2 節、6-40 頁） 

・詰まっている用紙は、カバーの下のスリットから出てくることもあります。      （6.5.2 節、6-41 頁） 

・定着機を引き出してある状態でトレイ１を開けないでください。プリンタが倒れて、人にけがを負わ

せたり、プリンタに損傷をもたらす恐れがあります。    （6.5.4.1 節、6-44 頁） 

・HCF 内のテーブルは、HCF のドアを開くと自動的に下がるようになっています。テーブルと 

HCF の底の部分の間に何も置かないようにしてください。       （6.5.6 節、6-45 頁） 

・清掃を行うときは、必ず最初に電源を切ってください。溶剤は使用しないでください。溶剤を使用

すると、プリンタのプラスチックの部分や塗装を分解させる場合があります。プリンタの内部や周辺

部を清掃するときに、洗浄溶液を使用しないでください。必ず、水で湿らせた布をご使用ください。 

・トナーが衣服に着いたときは、まず乾いた布で拭き取った後、冷水で洗ってください。トナーが生

地に染み込むことになりますので、温水は使用しないでください。トナーに毒性はありませんが、ト

ナー粒子を吸い込まないようにしてください。        （6.7節、6-49 頁） 

・ プリンタ内部の清掃には、下記の項目があります。 

・ プリンタ内部 

・ ドラムラップセンサの清掃 

・ イレーズランプの清掃 

・ 搬送ﾍﾞﾙﾄの清掃 

・ 転写露光ランプの清掃 

・ 現像機の清掃 

効率よく実施するため、プリンタの内部の清掃終了までを一連の作業として示します。 

また、作業が困難と思われる項目については、保守員にご相談ください。    （6.7.2 節、6-50 頁） 

・清掃中にガラス板を割らないように注意してください。また、ガラス板は軽い力で拭いてください。

      （6.7.3 節、6-51 頁） 

!!!!    

OG B 07  



 

安全－8 

 

安全にお取り扱いいただくために （続き） 
・トナー対応の掃除機以外は使用ないでください。静電気がたまり感電します。 

（6.7.7 節、6-53 頁） 

・清掃を行うときは、必ず最初に電源を切ってください。トナー回収ボトル交換時期誤判定の原因と

なります。  （6.7.11節、6-55頁） 

・フューザ･ユニット内部のヒートロールの温度は、稼働中は 190 度程度にまで達している。フュー

ザ･ユニットを扱う時は、冷えるまで約３０分以上待ってください。また、高温部に触れないように注

意してください。  （6.7.12節、6-56頁） 

・チャージャはアクセサリとして３コ添付されております。400,000 イメージ使用時、保守点検時に清

掃されたチャージャに交換し、汚れたチャージャは、次回保守点検時、清掃しますので、アクセサ

リ箱の中に保管しておいてください。                          （6.8 節、6-57 頁） 

・指紋、引っ掻き傷、ほこりの付着を防ぐため、グリッドのスリット部に手で触ったり、異物が接触しな

いようにしてください。汚れると印刷不良の原因となります。             （6.8 節、6-57 頁） 

・チャージャの長穴がフレームの half blank（突起）に挿入されていることを確認してください。 

（6.8 節、6-57 頁） 

・コロトロンはアクセサリとして 2 コ添付されています。400,000 イメージ使用時保守点検時に清掃さ

れたコロトロンに交換し、汚れたコロトロンは次回保守点検時清掃しますので、アクセサリ箱の中に

保管しておいてください。 

・コネクタが正しく接続されていることを確認してください。 

・コロトロンの突起がＯＰＣドラムのハウジングに正しく接触していることを確認してください。 

・ドラムの突起がコロトロンのフロントカバーの穴に納まっていることを確認してください。 

                                                 （6.9 節、6-59 頁） 

・清掃を行う前に必ず電源スイッチを OFF してください。              （6.10 節、6-61 頁） 

・CaCO
3
 （炭酸カルシウム）を含有する紙は、定着機の寿命をかなり短縮させることがありますので、 

使用しないでください。       （付録 B-1-5、B-4 頁） 

・プリンタに粘着物質が接触すると、OPC ドラムやプリンタの内部機構を汚す恐れがあります。ラベ

ル紙の粘着物質が剥き出しになっているかどうかは、ラベル紙に普通紙を押し付けて調べてくだ

さい。普通紙に少しでも付着するようなラベル紙は、使用しないでください。  

                  （付録 B-2-3、B-11 頁） 
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安全にお取り扱いいただくために （続き） 
 

３．  製品上の警告表示 

 

  この装置に貼り付けられている警告ラベルを下図に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!    

!!!!    
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第第第第 1  1  1  1 章章章章    

プリンタプリンタプリンタプリンタのののの概要概要概要概要 
 

1.11.11.11.1 このこのこのこの章章章章のののの内容内容内容内容 

この章では、以下の事項について説明します。 

■ プリンタの特徴 

■ インターフェース 

■ オペレータ・コントロール・パネル 

■ プリンタの外観 

■ プリンタの内部 

■ フィニッシャーの内部 

■ プリンタの電源をオンにする 

■ プリンタの電源をオフにする 

■ 設置に必要なスペース 

■ 機器添付品 
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1.21.21.21.2 プリンタプリンタプリンタプリンタのののの特徴特徴特徴特徴 

本プリンタは、最高 40 万ページ／月の印刷が可能な高速、共用型レーザ・プリンタであり、

以下のような、さまざまな機能を搭載しています。 

■ 高速、高品質の印刷機能 

� 印刷速度は、A4／レター（片面）で最高 70 ページ／分（ppm）です。 

� 印刷出力は、600 dpi（ドット／インチ）の解像度で、非常に小さなポイント数

であっても繊細なグラフィックスやテキストの出力が可能です。 

■ 自由度の高い給紙と排紙 

給紙： 

� 標準 -- 500 枚収容型の汎用給紙トレイ２基および 2,000 枚収容型汎用給紙

トレイ。 

� 標準 -- 枚数が少ないときの自動的な印刷や単票の手動給紙（フィルム、ラベ

ル、特殊形状の用紙など）に使用可能な 150 枚収容型のマルチ・バイパス・

トレイ（MBT）。MBT から両面印刷はできません。 

� オプション – 3,000 枚収容型の大容量フィーダ。（HT-F4559-70H1） 

排紙： 

� 標準 – エレベータ・トレイで 2,000 枚、アッパー･トレイで 200 枚収容可能な

フィニッシャー。（HT-F4559-70F1）ステープル印刷、ジョブオフセット印刷

が可能。 

� オプション – コンテナスタッカ 

コンテナスタッカ：3,000 枚（1,500ｘ2）の排紙が可能。最大 2 台のコンテナスタッカ

が設置可能。 

■ 高信頼性 – 高精度の「重送検知機能」を搭載し、印刷結果の信頼性を大幅に高めまし

た。（オプション） 

■ マルチプル・オリジナル・プリンティング（MOP）-- 複数部数の印刷を一度のファイル転

送で印刷することができます。PCL や PostScript のジョブを一度だけ処理し、画像をディ

スクに保存して２部目以降はディスクから印刷します。 

■ バーチャル・プリンタ・テクノロジ（VPT）オプション -- １台のプリンタで、複数の印刷サ

ービスを処理できます。それぞれのバーチャル・プリンタ（論理プリンタ）について、その

動作環境をネットワーク管理者が設定することができます。 

■ Web インターフェース機能 — インターネットまたは社内のイントラネット経由でプリンタに

遠隔アクセスすることができます。 

■ 人間工学的な操作 

� 読みやすい大画面のディスプレイに、プリンタの動作状態や設定状態がはっき

りと表示されます。 

■ 消耗品は、部位ごとに交換可能 

� 他 – トナーやステープルはユーザが交換可能 
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■ 大量印刷 

� 標準装備の３つの給紙トレイで合計約 3,000 枚を収容でき、その他にマル

チ・バイパス・トレイ（MBT）に 150 枚を収容できます。 

� 大容量フィーダ（HCF）を使えば さらに 3,000 枚の用紙を収容できます。 

■ さまざまな種類の用紙（普通紙、ボンド紙、カラー紙、ラベル紙、レターヘッド紙、プレプ

リント紙、穴あき紙、再生紙、スペシャル、OHP シート、穴あきＯＨＰ）やサイズの用紙をサ

ポートします。 

■ プリンタ言語のサポート 

� PostScript３（アドビ）プリンタ言語をサポート。 

� PCL5e プリンタ言語をサポート。 

■ ネットワーク 

� Ethernet 10BASE-T/100 BASE-TX 

■ ネットワーク・プロトコル 

� オンボード・ネットワーク I/F で、TCP/IP および LPR/LPD をサポート。 

� マルチプロトコル対応・ネットワーク I/F（HT-F4559-70N1）で、TCP/IP、

LPR/LPD、NetWare IPX/SPX、EtherTalk をサポート。 

■ アテンションライト－プリンタの障害発生時に点灯し、離れた場所からでもプリンタの動作

を一目で確認できます。（オプション） 

 

1.31.31.31.3 インターフェースインターフェースインターフェースインターフェース 

■ 双方向 1284C パラレル・インターフェースにより互換モード、ニブル・モード、バイト・モ

ードをサポート。マルチプロトコル対応ネットワークモデルにおいてパラレルインターフェ

ースを使用する際は、プリンタにネットワークケーブルを接続する必要があります。 

■ Ethernet 10BASE-T/100 BASE-TX 

 

1.41.41.41.4 オペレータオペレータオペレータオペレータ・・・・コントロールコントロールコントロールコントロール・・・・パネルパネルパネルパネル 

オペレータ・コントロール・パネル（OCP）は、本プリンタの特性や機能にアクセスするための

物理的なインターフェースとなります。コントロール・パネルから、プリンタの動作状態を確認

したり、プリンタの個々の機能を設定することができます。 

OCP の詳細については、第２章を参照してください。 
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1.51.51.51.5 プリンタプリンタプリンタプリンタのののの外観外観外観外観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.No.No.No.    名称名称名称名称    説明説明説明説明    

1 電源スイッチ プリンタの電源をオン／オフします。 

2 

フロント・カバー 用紙ジャムを取り除いたり、プリンタ内部を清掃したり、保守作業を

行うときに、このカバーを開けます。 

3 インプット・ステーション・カバー 用紙ジャムが発生したときに、このカバーを開けます。 

4 マルチ・バイパス・トレイ（MBT） 用紙を 150 枚まで収容できます。両面印刷では使用できません。 

5 トナー補給カバー トナーを補給するときに、このカバーを開けます。 

6 オペレータ・コントロール・パネル プリンタの状態やメニューを表示します。 

7 トレイ１ 用紙を 2,000 枚まで収容できます。 

8 トレイ２ 用紙を 500 枚まで収容できます。 

9 トレイ３ 用紙を 500 枚まで収容できます。 

10 スイッチ・バック・カバー 用紙ジャムが発生したときに、このカバーを開けます。 

11 エレベータ・トレイ 排紙トレイ。 

12 大容量フィーダ（HCF） 

（HT-F4559-70H1）：オプション 

用紙を 3,000 枚まで収容できます。 

13 HCF トップ・カバー 用紙ジャムが発生したときに、このカバーを開けます。 

14 トナー回収ボトル・カバー トナー回収ボトルを交換するときに、このカバーを開けます。 

15 フィニッシャー（HT-F4559-70F1） 排紙、ジョブ・オフセット、ステープルを行います。 

16 アッパー・トレイ 排紙トレイ。 

17 フィニッシャー・フロント・カバー ステープル・カートリッジの交換や、フィニッシャ内に詰まった用紙を

取り除くときにこのカバーを開けます。 

18 アテンションライト：オプション プリンタ障害時（Exxxx エラー発生時）に点灯します。 
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1. 電源スイッチ 

2. フロント・カバー 

3. インプット・ステーション・カバー 

4. マルチ・バイパス・トレイ 

6. オペレータ・コントロール・パネル 

5. トナー補給カバー 

8. トレイ２ 

7. トレイ１ 

9. トレイ３ 

10. スイッチ・バック・カバー 

11. エレベータ・トレイ 

12. 大容量フィーダ（HCF）：オプション 

13. HCF トップ・カバー 

14. トナー回収ボトル・カバー 

15. フィニッシャー 

16. アッパー・トレイ 

17. フィニッシャー・フロント・

カバー 

18. アテンションライト 
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1.61.61.61.6 プリンタプリンタプリンタプリンタのののの内部内部内部内部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No.No.No.No.    名称名称名称名称    説明説明説明説明    

1 トナー・ホッパ・ユニット ここにトナー・ボトルを取り付けます。 

2 ドラム・センター・ロック ＯＰＣドラムを所定の位置に固定します。 

3 ＯＰＣドラム 感光ドラム 

4 定着機ラッチ 定着機を固定します。 

5 定着機 用紙上のトナーを定着させます。 

6 現像剤排出口 

現像剤を交換するときには、ここに現像剤ボトルを取り付け

ます。 

7 TH ハンドル 搬送ユニットのハンドル 

 

 

3. OPC ドラム 

1. トナー・ホッパ・ユニット 
2. ドラム・センター・ロック 

7. TH ハンドル 

4. 定着機ラッチ 

5. 定着機 
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7. TH ハンドル 
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1.71.71.71.7 フィニッシャーフィニッシャーフィニッシャーフィニッシャーのののの内部内部内部内部 

下の図には、フィニッシャー・フロント・カバーを開けたときのフィニッシャーの内部を示しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

No.No.No.No.    名称名称名称名称    説明説明説明説明    

1 スタッカ・ユニット 

印刷された用紙は、一旦ここに重ね置きされ、その後ステ

ープルで留められて出力トレイに運ばれます。 

2 ステープラ・ユニット ステープルＦ、ステープルＲで構成されています。 

2a ステープル F フロント・ステープル・カートリッジ 

2b ステープル R リア・ステープル・カートリッジ 

 

 

OG B 02  

1. スタッカ・ユニット 

2. ステープラ・ユニット 

エレベータ・トレイ 

アッパー・トレイ 

2a. ステープル F 

2b. ステープル R 

ステープル・カートリッジ 

オペレータ側 
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1.81.81.81.8 プリンタプリンタプリンタプリンタのののの電源電源電源電源ををををオンオンオンオンにするにするにするにする 

プリンタの電源オン／オフスイッチは、下図に示す位置にあります。スイッチには、オフを表

す「Ｏ」とオンを表す「Ｉ」のマークが示されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プリンタの電源をオンにすると、プリンタとフィニッシャーは起動シーケンスに入ります。起動

シーケンスには約４分かかります。起動シーケンスでは、プリンタは一連の内部テストを実行

します。 

 

注意注意注意注意    

プリンタプリンタプリンタプリンタのののの電源電源電源電源ををををオフオフオフオフにしたときはにしたときはにしたときはにしたときは、、、、少少少少なくともなくともなくともなくとも５５５５秒以上経過秒以上経過秒以上経過秒以上経過してからしてからしてからしてから

電源電源電源電源ををををオンオンオンオンにしてくださいにしてくださいにしてくださいにしてください。。。。    

プリンタプリンタプリンタプリンタのののの電源電源電源電源ををををオンオンオンオンにできないときはにできないときはにできないときはにできないときは、、、、プリンタプリンタプリンタプリンタのののの電源電源電源電源ををををオフオフオフオフにしてにしてにしてにして、、、、

少少少少なくともなくともなくともなくとも 30  30  30  30 秒以上経過秒以上経過秒以上経過秒以上経過してからしてからしてからしてから、、、、プリンタプリンタプリンタプリンタのののの電源電源電源電源ををををオンオンオンオンしししし直直直直してくしてくしてくしてく

ださいださいださいださい。。。。 

 

警告警告警告警告    

非常時非常時非常時非常時にはにはにはには、、、、電源電源電源電源スイッチスイッチスイッチスイッチをををを「Ｏ」「Ｏ」「Ｏ」「Ｏ」側側側側にしてにしてにしてにしてプリンタプリンタプリンタプリンタのののの電源電源電源電源ををををオフオフオフオフにしにしにしにし

てくださいてくださいてくださいてください。。。。    

 

電源スイッチ 

フィニッシャー 

プリンタ 

大容量フィーダ（HCF） 

!!!!    

!!!!    
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1.91.91.91.9 プリンタプリンタプリンタプリンタのののの電源電源電源電源ををををオフオフオフオフにするにするにするにする 

電源電源電源電源をををを切切切切るときにるときにるときにるときに注意注意注意注意をををを要要要要するするするする場合場合場合場合    

以下の表示の時は電源を切らないでください。電源を切るときは下記の留意事項にしたが

ってください。各ﾒｯｾｰｼﾞについては 7.9 OCP に表示されるﾒｯｾｰｼﾞを参照してください。 

    

（１）「ｵﾝﾗｲﾝとｼｮﾘﾁｭｳを交互に表示」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［［［［電源電源電源電源をををを切切切切るときるときるときるときのののの留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

ｵﾝﾗｲﾝ / ｼｮﾘﾁｭｳの表示がｵﾝﾗｲﾝの表示になるまで待ってください。 

しばらく待ってｵﾝﾗｲﾝ表示にならないときは、下記「印刷ジョブの中止」にしたがって印刷

ジョブを中止してください。 

「「「「印刷印刷印刷印刷ジョブジョブジョブジョブのののの中止中止中止中止」」」」 

・Windows の場合 

(a) スタートメニューの中にある「設定」－「プリンタ」を選択します。 

(b) 該当するプリンタのアイコンをダブルクリックして、プリンタウィンドウを開きます。 

(c) 全てのジョブを選択して、「ドキュメント」－「印刷中止」を実行します。 
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・Macintosh の場合 

(a) 該当するプリンタのデスクトッププリントをダブルクリックして、プリンタウィンド

ウを開きます。 

(b) 全てのジョブを選択して、ゴミ箱のボタンをクリックします。 

 

 

（２）「E0xx、E1xx エラー」 

                                                                                                     

                          

 

 

 

 

 

E001 

［［［［電源電源電源電源をををを切切切切るときのるときのるときのるときの留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］ 

エラー解除後、チェックリセット「�」                         

キーを押してください。その後、印刷

が終了してｵﾝﾗｲﾝ表示になるまで待っ

てください。 
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（３）E2xx エラーや EC#xx エラーの「ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON」エラー 

                                                                                                    

    

    

    

    

    

    

    

    

「「「「印刷印刷印刷印刷ジョブジョブジョブジョブのののの中止中止中止中止」」」」 

・Windows の場合 

(d) スタートメニューの中にある「設定」－「プリンタ」を選択します。 

(e) 該当するプリンタのアイコンをダブルクリックして、プリンタウィンドウを開きます。 

(f) 全てのジョブを選択して、「ドキュメント」－「印刷中止」を実行します。 

 

・Macintosh の場合 

(c) 該当するプリンタのデスクトッププリントをダブルクリックして、プリンタウィンド

ウを開きます。 

(d) 全てのジョブを選択して、ゴミ箱のボタンをクリックします。 

 

［［［［ 電 源電 源電 源電 源 をををを 切切切切 る と き のる と き のる と き のる と き の 留 意 事 項留 意 事 項留 意 事 項留 意 事 項 ］］］］                        

チェックリセット「�」キーを押してく  

ださい。その後、プリンタが印刷を継続

する場合、印刷が終了してｵﾝﾗｲﾝ表示に

なるまで待ってください。 

もしもしもしもし本本本本エラーエラーエラーエラーがががが再度現再度現再度現再度現れたれたれたれた場合場合場合場合、、、、必必必必ずずずず下下下下

記記記記のののの「「「「印刷印刷印刷印刷ジョブジョブジョブジョブのののの中止中止中止中止」」」」にしたがってにしたがってにしたがってにしたがって

印刷印刷印刷印刷ジョブジョブジョブジョブをををを中止中止中止中止したしたしたした後後後後、、、、電源電源電源電源をををを切切切切ってってってって

くださいくださいくださいください。。。。 
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ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 
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（４）「ｵﾌﾗｲﾝ / ﾎﾟｰｽﾞ」 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）「ｲﾝｻﾂﾁｭｳ:x/x」 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）「ｲﾝｻﾂﾁｭｳ」 

                          

 

 

［［［［電源電源電源電源をををを切切切切るときのるときのるときのるときの留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］                         

印刷が終了してｵﾝﾗｲﾝ表示になるまで

待ってください。 

 

 

［［［［電源電源電源電源をををを切切切切るときのるときのるときのるときの留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］                

印刷が終了してｵﾝﾗｲﾝ表示になるまで

待ってください。 

 

 

［［［［電源電源電源電源をををを切切切切るときのるときのるときのるときの留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］                         

印刷が終了してｵﾝﾗｲﾝ表示になるまで

待ってください。 
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ｵﾌﾗｲﾝ / ﾎﾟｰｽﾞ 

ｲﾝｻﾂﾁｭｳ:x/x 

ｲﾝｻﾂﾁｭｳ 
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（７）「ｼｮﾘﾁｭｳ」 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）「ﾂｷﾞﾉ ﾃﾞｰﾀﾏﾁ」 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［［［［電源電源電源電源をををを切切切切るときのるときのるときのるときの留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］                         

印刷が終了してｵﾝﾗｲﾝ表示になるまで

待ってください。 

 

 

［［［［電源電源電源電源をををを切切切切るときのるときのるときのるときの留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］                         

印刷が終了してｵﾝﾗｲﾝ表示になるまで

待ってください。 

 

 

ｼｮﾘﾁｭｳ 

ﾂｷﾞﾉﾃﾞｰﾀﾏﾁ 

OG B 05  
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（９）「自動ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ中」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.電源を切るときに問題とならない場合 

以下の表示の時はプリンタの電源を切っても問題ありません。 

（１）「ｵﾝﾗｲﾝ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意注意注意注意    

自動自動自動自動ﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ｯｸｱｯﾌｯｸｱｯﾌｯｸｱｯﾌｯｸｱｯﾌﾟ゚゚゚中中中中にににに電源電源電源電源をををを切切切切るとるとるとると、、、、電源再投電源再投電源再投電源再投

入時入時入時入時にににに正常正常正常正常にににに起動起動起動起動しなくなるしなくなるしなくなるしなくなる場合場合場合場合がありがありがありがあり

ますますますます。。。。 
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ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ﾄﾄﾄﾄﾞ゙゙゙ｳﾊｳﾊｳﾊｳﾊﾞ゙゙゙ｯｸｱｯﾌｯｸｱｯﾌｯｸｱｯﾌｯｸｱｯﾌﾟ゚゚゚    

!!!!    

［［［［電源電源電源電源をををを切切切切るときのるときのるときのるときの留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］                         

「ｼﾞﾄﾞｳﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ」の表示が消えるま

で待ってください。自動ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟは電

源投入直後および AM1：00 に実施し

ます。ただし、印刷中の場合は印刷終

了後に実施します。尚、ｴﾗｰ発生時は 

ｼﾞﾄﾞｳﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟは表示されません。 
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1.101.101.101.10 設置設置設置設置にににに必要必要必要必要ななななスペーススペーススペーススペース 

本プリンタの設置に必要なスペースは以下の通りです。安全に快適にご使用いただくために

十分なスペースを確保し、風通しの良い場所に設置してください。 

ファンの排気口や吸気口がふさがれると、印刷品質が悪化したり、マシンが破損したりするこ

とがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2565 

1200 (665) 700 

28
50

 

12
00

 
(6

50
) 

10
00

 

P
rin

te
r 

オペレータ側 

保守作業エリア 

（単位：mm） 
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1.111.111.111.11 機器添付品機器添付品機器添付品機器添付品    

プリンタに添付されていますアクセサリ箱の内容は、以下のようになっています。保守員も使

用しますので、大切に保管してください。 

 

No 品名 個数 用途 

1 プラグツキ AC ケーブル 1 電源ケーブル 

2 コードロッククミ 1 電源ケーブル固定 

3 フェライトコア(TFC-25-15-12A) 1 ネットワークケーブル用 

4 プリンタドライバ CD-ROM 1  

5 ユーザーズガイド 1  

6 チャージャ 3 ユーザー交換用 

7 コロトロン 2 ユーザー交換用 

8 セイソウガイダンス 1 ユーザー清掃・交換手引き書 

9 クリーナバー 1 搬送ベルト部分の清掃用 

10 ローラデバイダ 1 ユーセージ部品交換用 

11 現像剤ボトル 1 回収用 

12 メンテナンスパネルクミ 1 保守員用 

13 メンテナンスケーブルクミ 1 保守員用 

14 チャージャクリーナユニット 1 保守員用 

15 インターロックストッパー 1 保守員用 

16 増設フォント 1 1 オプション 

17 増設フォント 2 1 オプション 

18 増設フォント 3 1 オプション 

19 Print Easy 1 オプション 

20 システムソフトウェアＤＤ 1 保守員用 
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第第第第 2  2  2  2 章章章章    

オペレータオペレータオペレータオペレータ・・・・コントロールコントロールコントロールコントロール・・・・パネルパネルパネルパネル 
 

2.12.12.12.1 このこのこのこの章章章章のののの内容内容内容内容 

この章では、以下の事項について説明します。 

■ オペレータ・コントロール・パネルの概要 

■ メニュー画面の使い方 

■ メニュー構造 

■ パスワード 
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2.22.22.22.2 オペレータオペレータオペレータオペレータ・・・・コントロールコントロールコントロールコントロール・・・・パネルパネルパネルパネルのののの概要概要概要概要 

オペレータ・コントロール・パネル（OCP）は、プリンタの動作状態およびエラー状態を表示し

ます。またプリンタの各種パラメータや印刷オプションを設定したり、印刷ジョブの状態をチェ

ックするときに使用します。さらにネットワーク管理者がプリンタの 

動作環境を設定したり、保守員がプリンタのメンテナンスを行うときにも、このオペレータ・ 

コントロール・パネルを使用します。 

また、ＯＣＰにて設定できる各種パラメータは、Ｗｅｂインターフェース機能を使用して設定す

ることもできます。Ｗｅｂインターフェース機能については第 5 章を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オペレータ・コントロール・パネル 
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2.32.32.32.3 メニューメニューメニューメニュー画面画面画面画面のののの使使使使いいいい方方方方 

OCP を使用するときは、OCP 画面上に表示された下図や下表に示されるアイコンやボタン

に触れることにより、目的の操作を行います。アイコン、ボタンにはいろいろな種類のものが

あり、各メニュー画面において必要に応じて表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

アイコン、ボタン 名称 機能 

なし ステータス・バー メッセージや操作手順を表示します。 

 
 ヘルプ 

このボタンを押すと、その画面についての簡単なヘルプ画面が

表示されます。 

    

    

インフォメーション 

このボタンを押すと、プリンタや消耗品についての情報が表示

されます。 

 

 プリンタ設定メニュー 

このアイコンを押すと、「プリンタ設定メニュー」が表示されま

す。また、プリンタはオフライン／ポーズ状態となります。印刷

中の時は印刷を一旦停止します。 

 

 環境設定メニュー 

このアイコンを押すと、「環境設定メニュー」が表示されます。ま

た、プリンタはオフライン／ポーズ状態となります。印刷中の時

は印刷を一旦停止します。 

 

 レポート印刷メニュー 

このアイコンを押すと、「レポート印刷メニュー」が表示されま

す。また、プリンタはオフライン／ポーズ状態となります。印刷

中の時は印刷を一旦停止します。 

 

 

印刷ジョブ一覧 

メニュー 

このアイコンを押すと、「印刷ジョブ一覧メニュー」が表示されま

す。また、プリンタはオフライン／ポーズ状態となります。印刷

中の時は印刷を一旦停止します。 

 

フィニッシャー 

メニュー 

このアイコンを押すと、「フィニッシャーメニュー」が表示されま

す。また、プリンタはオフライン／ポーズ状態となります。印刷

中の時は印刷を一旦停止します。このアイコンはオプションの

コンテナスタッカを接続したときに表示されます。 

 

 

メインメニュー 

このボタンを押すと、上図のメインメニュー画面が表示されま

す。 

 

 

一時停止／オフライン 

このボタンを押すと、プリンタはオフライン／ポーズ状態となり

ます。印刷中のときは印刷を一旦停止します。 

オプションのマルチプロトコル対応ネットワーク I/F がインストー

ルされている場合は、印刷データは受信しません。 

 復帰／オンライン 

このボタンを押すと、プリンタはオンライン状態となります。印刷

が一旦停止していた場合は、印刷を再開します。 

 

 

 

 

 

 

 

ステータス・バー 

プリンタ設定 

環境設定 

印刷ジョブ一覧 

ヘルプ 

インフォメーション 

レポート印刷 

一時停止/オフライン 

フ ィ ニ ッシ ャ ー
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アイコン、ボタン 名称 機能 

 

 

次の画面 

このボタンを押すと、同じ画面に表示できなかった情報や 

メニューボタンが表示されます。 

 

 

前の画面 

このボタンを押すと、ひとつ前の画面が表示されます。 

 

    

    

確定 

このボタンを押すと、選択した項目や入力した数値が有効に 

なります。 

 
 テキストボックス 

このアイコンを押すと、そのテキストボックスに設定する数値

を入力するためのテンキー入力画面が表示されます。 

 

 

全て消去 

このボタンを押すと、入力中の数値が全て消去されます。 

 

 

1 文字消去 

このボタンを押すと、入力した数値が一文字消去されます。 

～ テンキー 

このボタンを押すと数値が入力されます。 

 

 

 

光量調整(*1) 

このボタンにて OCP 表示の明るさが調整できます。 

「＋」、「－」で調整します。 

 

 

コントラスト調整 

このボタンにて OCP 表示のあざやかさが調整できます。 

「＋」、「－」で調整します。 

 

ブザー音調整(*1) 

このボタンにて OCP のブザー音量が調整できます。 

「＋」、「－」で調整します。 

*1：コントローラソフトウェアと操作パネルのレビジョンによっては、表示されない又は機能しない場合が

あります。 
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2.3.12.3.12.3.12.3.1 アイコンアイコンアイコンアイコン、、、、ボタンボタンボタンボタンのののの操作方法操作方法操作方法操作方法    

OCP 画面上で行う各種設定の操作方法には以下のものがあります。 

（１） 項目選択ボタン 

OCP に表示された項目を選択することで設定する方法です。 

以下の画面はその一例です。 

上記画面にて、『ステータス・バー』には現在設定されている項目が表示されています。また

現在設定されている『選択可能な項目』ボタンも反転表示されます。 

この状態で、設定したい『選択可能な項目』ボタンを押すと、そのボタンが反転表示されます。

ただし、この時点では設定が有効になっていないので、『確定』ボタンを押して 

設定を有効にします。『選択可能な項目』ボタンを押し、反転表示させた状態で、『確定』ボタ

ンを押さずに『前の画面』ボタンを押した場合は、選択した項目は有効になりま 

せん。また上記一例の画面のように、『次の画面』ボタンが表示された場合は、現在表示され

ている『選択可能な項目』ボタン以外の項目があることを示しますので、『次の画面』 

ボタンを押して、他の『選択可能な項目』ボタンを表示させます。 

 

（２） テンキーによる数値入力 

OCP から数値を入力する場合はテンキー画面が表示されます。 

この画面から『テンキー』を使用して設定したい値を入力します。 

 

『ステータス・バー』には現在の設定が表示されます。また『テンキー』から設定した 

値は、『テキストボックス』に表示され、『確定』ボタンを押したときに値が有効になります。 

『確定』ボタンを押さずに『前の画面』ボタンを押したときは、入力した値は有効になりま 

せん。また上図一例の画面のように単位を選択できる数値入力画面もあります。 

OG B 02  

テキストボックス 

テンキー 

1 文字消去ボタン 

全て消去ボタン 

前の画面ボタン 

確定ボタン 

ステータス・バー 

ステータス・バー 

前の画面ボタン 

確定ボタン 

選択可能な 

項目 

次の画面ボタン 

入力単位ボタン 
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（３） 設定切り替えボタン 

OCP に表示された『＋』、『－』アイコンを押すことで設定が切り替わります。 

この画面から『＋』、『－』アイコンを押すことで設定を変更します。 

また設定項目アイコンの横には現在の設定が表示されます。 

『＋』、『－』アイコンを押すと現在の設定の値が変更され、『確定』ボタンを押した時点で設定

が有効になります。設定値を変更後、『確定』ボタンを押さずに『前の画面』ボタンを押したと

きは、変更した項目は有効になりません。 

 

 

 

 

 

 

 

下表に、設定内容を備考と共に示します。 

 

設定内容設定内容設定内容設定内容 備考備考備考備考 

＊1 

(明るさ) 

 
(コントラスト) 

＊1 

(ブザー音量) 

それぞれの値は出荷時には「10」に設定されており、1～16の間で設

定変更できます。また、ブザー音量は出荷時には「3」に設定されてお

り、0～5の間で設定変更できます。画面のプラスアイコンまたはマイ

ナスアイコンに触れることによって、値を増減します。 

＊1:コントローラソフトウェアと操作パネルのレビジョンによっては、表示されない又は機能しな

い場合があります。 
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2.42.42.42.4 メニューメニューメニューメニュー構造構造構造構造 

OCP メニューの動作は、あるメニューで項目を選択すると、別のメニューが呼び出される階

層構造になっています。以下にメニューの階層構造を図示します。 

図において、各ボックスがＯＣＰのメニュー画面に対応しています。この図により、各種設定 

メニューの選択肢が理解しやすくなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� インフォメーションインフォメーションインフォメーションインフォメーション    

 このメニューにて、プリンタの給紙トレイ状態、排紙トレイ状態、消耗品の使用値、プリンタの 

 使用状況およびネットワーク設定の状態などを確認することができます。 

� プリンタプリンタプリンタプリンタ設定設定設定設定    

 このメニューにて、プリンタの給紙トレイ設定、排紙トレイ設定、オプション設定 

 およびポストスクリプト設定などの印刷動作設定や、オフライン状態でのテスト印刷を 

 行います。 

� 環境設定環境設定環境設定環境設定    

 このメニューにて、ＯＣＰ設定、システム設定、プリンタ保守、消耗品の交換や使用値 

 の初期化およびＯＣＰ表示言語を切り替えます。 

� レポートレポートレポートレポート印刷印刷印刷印刷    

 このメニューにて、各種プリンタ情報を印刷します。 

� 印刷印刷印刷印刷ジョブジョブジョブジョブ一覧一覧一覧一覧    

 このメニューにて、印刷中や印刷待ちのジョブの情報の確認および印刷ジョブの削除を 

 行います。 

� フィニッシャーフィニッシャーフィニッシャーフィニッシャー    

 このメニューにて、オプションのコンテナスタッカの各種設定を行います。 

メイン・メニュー画面 

プリンタ設定 

環境設定 

レポート印刷 

印刷ジョブ一覧 

インフォメーション 2-8 ページに続く 

2-9 ページに続く 

2-12 ページに続く 

2-13 ページに続く 

2-13 ページに続く フィニッシャー 
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レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル４ 

ｉ（ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ） プリンタ １ 用紙サイズ、トレイ情報、 

用紙タイプ、用紙重量 

 

  ２ 用紙サイズ、トレイ情報、 

用紙タイプ、用紙重量 

 

  ３ 用紙サイズ、トレイ情報、 

用紙タイプ、用紙重量 

 

  MBT 用紙サイズ、トレイ情報、 

用紙タイプ、用紙重量 

 

  HCF 用紙サイズ、トレイ情報、*1 

用紙タイプ、用紙重量 

 

  プリンタ画面   

  標準給紙トレイ   

  今月のエラー数   

  過去 1000 ページ内のエラー数   

  エンジンレビジョン   

  コントローラレビジョン   

 消耗品 トナー残量 Normal/Low  

  現像剤使用量 現在までの使用値/ 最大使用可能値  

  OPC ドラム使用量 現在までの使用値/ 最大使用可能値  

  定着機クリーナ使用量 現在までの使用値/ 最大使用可能値  

  定着機使用量 現在までの使用値/ 最大使用可能値 

現在までのヒータオン時間/最大使用可

能時間*8 

 

  チャージャ使用量 現在までの使用値/ 最大使用可能値  

  コロトロン使用量 現在までの使用値/ 最大使用可能値  

  トレイ１給紙部使用量*2 現在までの使用値/ 最大使用可能値  

  トレイ２給紙部使用量*2 現在までの使用値/ 最大使用可能値  

  トレイ３給紙部使用量*2 現在までの使用値/ 最大使用可能値  

  HCF 給紙部使用量*2 現在までの使用値/ 最大使用可能値  

  排紙ローラ使用量*2 現在までの使用値/ 最大使用可能値  

  スポンジローラ使用量*3 現在までの使用値/ 最大使用可能値  

  Mid スポンジローラ使用量*3 現在までの使用値/ 最大使用可能値  

 使用状況 トナーカバレッジ   

  保守カウンタ   

  印刷枚数   

  印刷ページ数   

  ビリングカウンタ*6   

  UC カウンタ*7   

 フィニッシャー 標準 

（フィニッシャー） 

エレベータトレイ Normal/ｴﾚﾍﾞｰﾀﾄﾚ

ｲﾌﾙ 

   背面ステープル カートリッジ Normal/Low 

   前面ステープル カートリッジ Normal/Low 

   標準排紙トレイ  

  コンテナ 

（ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ） 

１下、１上、２下、２上 用紙ｻｲｽﾞ、ﾊﾞｽｹｯﾄ

情報 

   ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾚﾋﾞｼﾞｮﾝ  

   標準排紙トレイ  

 ネットワーク ネットワーク（AUX）*4*5   

  ネットワーク（ＮＩＣ）*5 MAC アドレス  

   IP アドレス  

   サブネットマスク  

   ゲートウエイアドレス  

   HTTP ポート  

＊ 1：インストールされていない場合表示しません。 

＊ 2:部品名はペーパーピックキットです。 

＊ 3:部品名はフィニッシャキットです。 

＊ 4：マルチプロトコル対応ネットワーク I/F モデルの場合、このネットワーク・インターフェースは使用しません。 

＊ 5：オンボードネットワークモデルの場合、このメニューは表示されません。 

＊ 6：保守メニューでビリングカウンタの設定が有効になっている時に表示されます。 

＊ 7：保守メニューで UC カウント値が表示になっているときに表示されます。 

＊ 8：保守メニューで定着機寿命警告が表示になっている時。 
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レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ レベル６ 

プリンタ設定*1 給紙トレイ 標準給紙トレイ 自動選択   

   １   

   ２   

   ３   

   MBT   

   HCF*2   

  用紙サイズ １ *3 

Folio SEF, Letter ﾀﾌﾞ LEF, Super B 

SEF, A4 ﾀﾌﾞ LEF, Letter SEF, A4 

SEF, ｶｽﾀﾑｻｲｽﾞ 

ｶｽﾀﾑｻｲｽﾞ 

入力画面 

   ２ *3 

Folio SEF, Letter ﾀﾌﾞ LEF, Super B 

SEF, A4 ﾀﾌﾞ LEF, Statement SEF, 

Executive LEF, ｶｽﾀﾑｻｲｽﾞ, Letter 

SEF, A4 SEF 

ｶｽﾀﾑｻｲｽﾞ 

入力画面 

   ３ *3 

Folio SEF, Letter ﾀﾌﾞ LEF, Super B 

SEF, A4 ﾀﾌﾞ LEF, Statement SEF, 

Executive LEF, ｶｽﾀﾑｻｲｽﾞ, Letter 

SEF, A4 SEF 

ｶｽﾀﾑｻｲｽﾞ 

入力画面 

   MBT*4 Letter LEF, Folio SEF, Letter  

SEF, Legal SEF, Ledger SEF, 

Statement SEF, Executive LEF, 

A4 LEF,  B5 LEF, A4 SEF, B4 

SEF, A3 SEF, A5 SEF, Super B 

SEF, Letter タブ LEF, A4 タブ LEF, 

カスタムサイズ 

ｶｽﾀﾑｻｲｽﾞ 

入力画面 

  用紙タイプ １ 普通紙、レターヘッド、ボンド紙、プ

レプリント紙、カラー紙、穴あき紙、

再生紙、スペシャル、その他 

 

   ２ 普通紙、レターヘッド、ボンド紙、プ

レプリント紙、カラー紙、穴あき紙、

再生紙、スペシャル、その他 

 

   ３ 普通紙、レターヘッド、ボンド紙、プ

レプリント紙、カラー紙、穴あき紙、

再生紙、スペシャル、その他 

 

   MBT 普通紙、レターヘッド、ボンド紙、プ

レプリント紙、カラー紙、穴あき紙、

ラベル紙、再生紙、スペシャル、

OHP シート、穴あき OHP、その他 

 

   HCF*2 普通紙、レターヘッド、ボンド紙、プ

レプリント紙、カラー紙、穴あき紙、

再生紙、スペシャル 

 

*1:ホストから受信したデータに各種設定項目に対しての指定が含まれている場合、その指定が優先される

ため、OCP での設定は無視されます。 

*2:インストールされていない場合、選択できません。 

*3:給紙トレイ内にある「用紙サイズ設定タブ」が「▲」に設定してある場合にのみ設定できます。 

*4:MBT は「用紙サイズ設定タブ」がないので、MBT を使用するときは必ず「給紙トレイ選択」メニューにて

MBT にセットする用紙のサイズを選択してください。 
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レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ レベル６ レベル 7 

プリンタ 

設定 

給紙トレイ 用紙重量 １ 60～199g/m

2 

(33～110lb index, 

 16～53 lb bond) 

  

   ２ 60～199g/m

2 

(33～110lb index, 

 16～53 lb bond) 

  

   ３ 60～199g/m

2 

(33～110lb index, 

 16～53 lb bond) 

  

   MBT 64～199g/m

2 

(35～110lb index, 

 17～53 lb bond) 

  

   HCF*1 64～199g/m

2 

(35～110lb index, 

 17～53 lb bond) 

  

  印刷位置調整 １ おもて面、うら面 用紙幅方向、用紙送り方向  

   ２ おもて面、うら面 用紙幅方向、用紙送り方向  

   ３ おもて面、うら面 用紙幅方向、用紙送り方向  

   MBT おもて面 用紙幅方向、用紙送り方向  

   HCF*1 おもて面、うら面 用紙幅方向、用紙送り方向  

  用紙パターン *3 

 

 

プリセット値指定 

プリセット値登録 

プリセット値解除 

１、２、３ 

MBT、HCF 

パターン 1～ 

パターン１６  

用紙サイズ、用紙

タイプ、用紙重量、

印刷位置調整、剥

離電圧 

  用紙パターン *4 １ パターン 1～ 

パターン１６ *2 

プリセット値指定、プリ

セット値登録 

用紙サイズ、用紙

タイプ、用紙重量、

印刷位置調整 

   ２ パターン 1～ 

パターン１６ *2 

プリセット値指定、プリ

セット値登録 

用紙サイズ、用紙

タイプ、用紙重量、

印刷位置調整 

   ３ パターン 1～ 

パターン１６ *2 

プリセット値指定、プリ

セット値登録 

用紙サイズ、用紙

タイプ、用紙重量、

印刷位置調整 

   HBM パターン 1～ 

パターン１６ *2 

プリセット値指定、プリ

セット値登録 

用紙サイズ、用紙

タイプ、用紙重量、

印刷位置調整 

   HCF*1 パターン 1～ 

パターン１６ *2 

プリセット値指定、プリ

セット値登録 

用紙サイズ、用紙

タイプ、用紙重量、

印刷位置調整 

  カスケード設定 1、2、3、HCF 有効/無効   

 標準排紙 アッパートレイ     

 トレイ エレベータ     

  ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ１下*5     

  ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ１上*5     

  ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ２下*5     

  ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ２上*5     

 オプション ｳｴｲﾄﾀｲﾑｱｳﾄ 0～999 秒    

  LPＤ設定*6 1 ｼﾞｮﾌﾞ ｽﾌﾟｰﾘﾝｸﾞ    

   ｷｭｰｲﾝｸﾞ    

   ﾉｰﾏﾙ    

  LPＤｷｭｰｲﾝｸﾞ*7 有効/無効    

  両面パスモード 有効/無効    

  印刷濃度     

 剥離電圧     

 定着温度     

 ﾚｰｻﾞﾊﾟﾜｰ調整     

 

 

重送検知*8 有効/無効    

*1:インストールされていない場合、選択できません。 

*2:パターン１からパターン 16 までの 16 個のパターンについて、それぞれ用紙サイズ、用紙タイプ、用紙重量、印刷位置調整のメニュー

があります。 

*3:トレイ毎の剥離電圧設定がサポートされている場合。 

*4:トレイ毎の剥離電圧設定が未サポートの場合。（*3 以外のとき） 

*5:コンテナスタッカを接続したときに表示されます。 

*6:ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞﾈｯﾄﾜｰｸﾓﾃﾞﾙのみ表示されます。 

*7:ﾏﾙﾁﾌﾟﾛﾄｺﾙ対応ﾈｯﾄﾜｰｸﾓﾃﾞﾙのみ表示されます。 

*8:重送対応機のみ表示されます。 

 

OG B 14  



 2-11 

 

レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ レベル６ 

プリンタ設定 ポストスクリプト エラー印刷 有効/無効   

  ベストフィット 有効/無効   

  ジョブタイムアウト 0 秒（無限大） 

（15～999） 

  

  ﾊｰﾌﾄｰﾝ濃度*4 Light,Medium,Dark   

  PS ウェイトタイム

アウト 

0～999 秒   

  Apple Talk ﾓｰﾄﾞ*5 Normal/Download 

(1～5 秒) 

  

  両面印刷モード*6 標準/互換   

 テスト印刷 全面黒 1,2,3,MBT,HCF*1  

  黒矩形 1,2,3,MBT,HCF*1  

  

印刷品質確認 

ハーフトーン 1,2,3,MBT,HCF*1  

   濃淡 1,2,3,MBT,HCF*1  

   2 ON 4 OFF 1,2,3,MBT,HCF*1  

   文字大 1,2,3,MBT,HCF*1  

   斜線 1,2,3,MBT,HCF*1  

   濃淡２ 1,2,3,MBT,HCF*1  

   文字各種 1,2,3,MBT,HCF*1  

  文字４％ 1,2,3,MBT,HCF*1  

 

 

ク ロ スパ タ ー ン

*2 

1,2,3,MBT,HCF*1  

 

 

ステープル 

（手前） 

1,2,3,MBT,HCF*1 

  ステープル（奥） 1,2,3,MBT,HCF*1 

  ステープル 

（中央） 

1,2,3,MBT,HCF*1 

  

後処理機能確認 

（標準ﾌｨﾆｯｼｬｰ） 

ジョブオフセット 1,2,3,MBT,HCF*1 

 

  後処理機能確認 

（オプション） 

コンテナ*3 ジョブオフセット コンテナ 1 上、1 下、2 下、2 上 

*1:インストールされていない場合、選択できません。 

*2:本テストパターンはポストスクリプトファイルです。クロスパターンで両面印刷の位置合わせ実施後、ＰＣＬファイ

ルを印刷すると、両面の表裏印刷位置が若干ずれることがあります。その時は、印刷ジョブにて印刷位置を調

整してください。（3.9 節参照） 

*3:コンテナスタッカを接続したときのみ表示されます。 

*4:高解像度現像機対応プリンタで表示されます。 

*5:オンボードネットワークモデルの場合このメニューは表示されません。 

*6:PostScript のバージョンが 3015 の時のみ表示されます。 
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レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５ レベル６ レベル７ 

環境設定 操作パネル 光量*15 １～１６    

  コントラスト １～１６    

  ブザー*15 0～５    

 保守*1      

 システム パスワード入力画面*2 リセット    

  （パスワード：1000） ソフトウエアログ    

   パラレル I/F Ack パルス幅 500～12750ns  

    モード セントロニクス  

     IEEE1284  

   ネットワーク I/F ネットワーク（AUX）*3*4   

    ネットワーク（NIC）*4 IP アドレス  

     サブネットマスク  

     ゲートウエイ  

     IP アドレス取得 STATIC 

      DHCP 

     HTTP ポート  

   ジャムリカバリ 有効/無効   

   カレンダ タイムゾーン GMT-12:00～ 

GMT+12:00 

 

    日付*5   

    時間   

   国番号    

   省電力モード*8 有効/無効   

   省電力時間*8 2～230 分*14   

   パスワード パスワード入力画面   

   エミュレーション 自動選択   

    ポストスクリプト ノーマルモード  

     TBCP モード  

     Raw モード  

    PCL   

   publicR/W 有効/無効   

   LPD ｽﾌﾟｰﾘﾝｸﾞ*10    

   自動オンライン 有効/無効   

   サンプル印刷 有効/無効   

   用紙重量自動選択＊10 有効/無効   

   ﾋﾞﾘﾝｸﾞｶｳﾝﾀﾘｾｯﾄ*9 ﾋﾞﾘﾝｸﾞｶｳﾝﾀﾘｾｯﾄ実行画面   

   PS エラー時動作 印刷継続/印刷停止   

   自動バックアップ時刻 0～23   

   排紙モード*11 標準/上優先   

   給紙モード 用紙補給時/用紙切れ時   

   ベストフィットモード*13 標準/互換   

 消耗品 現像剤 排出    

   注入    

  OPC ドラム     

  定着機クリーナ     

  定着機     

  チャージャ     

  コロトロン     

  トレイ１給紙部*6     

  トレイ２給紙部*6     

  トレイ３給紙部*6     

  HCF 給紙部*6     

  排紙ローラ*7     

  スポンジローラ*7     

  Mid スポンジローラ*7     

 パネル表示 English     

 言語 日本語     

*1:本メニューに入るときはパスワードが必要です。消耗品等のカウンタをリセットする時以外は使用しないでください。保守パス

ワードは変更しないでください。 

*2:システムパスワードはシステム管理者のみ操作が許されているメニューです。本メニューに入るときはパスワードが必要です。 

*3:マルチプロトコル対応ネットワークモデルの場合、このネットワークインターフェースは使用しません。 

*4:オンボードネットワークモデルの場合、このメニューは表示されません。 

*5:日付の項目に無効な日付（2000/2/31 など）を入力した場合、その値が適用されますので、必ず正確な日付を入力してください。 

*6:部品名はペーパーピックキットです。*7:部品名はフィニッシャキットです。 

*8:本メニューはコントローラレビジョンが ev415d(CL102)以降で有効です。 

コントローラのレビジョンは「ｉ（インフォメーション）/プリンタ/   /   」で確認できます。 

*9:保守メニューでビリングカウンタが有効になっている時に表示されます。 

*10:オンボードネットワークモデルのみ有効です。 

*11:コンテナスタッカを接続したときに表示されます。 

*12: Post Script のバージョンが 3011 のときのみ表示されます。（Post Script のバージョンはステータスページを参照してください） 

*13: Post Script のバージョンが 3015 のときのみ表示されます。（Post Script のバージョンはステータスページを参照してください） 

*14: 2001 年 9 月以前に生産された製品では“5～230 分”となります。 

*15：コントローラソフトウェアと操作パネルのレビジョンによっては、表示されない又は機能しない場合があります。 
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レベル１ レベル２ レベル３ 

レポート印刷 ステータス  

 デモ  

 サマリー  

 ディスク  

 フォント PCL 

  ポストスクリプト 

 用紙パターン  

 装置設定  

 

レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ 

フィニッシャー*1 スタック量制限 ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ１下 有効/無効 

  ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ１上 有効/無効 

  ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ２下 有効/無効 

  ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ２上 有効/無効 

 デカーラ 自動選択  

  有効  

  無効  

*1:本メニューは、コンテナスタッカを接続したときに表示されます。 
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2.4.12.4.12.4.12.4.1 インフォメーションインフォメーションインフォメーションインフォメーション    

 メイン・メニューにて    アイコンを押すとインフォメーション画面が表示されます。 

�     プリンタプリンタプリンタプリンタ    

        給紙トレイの情報（用紙サイズ、用紙タイプ、用紙重量、セットされている用紙の量）、給紙 

  トレイの名称、標準給紙トレイの設定情報、プリンタにて発生したエラー数やプリンタ 

  エンジン/プリンタコントローラソフトウェアのレビジョンなどの情報が表示されます。 

� 消耗品消耗品消耗品消耗品    

  各種消耗品の消耗度が表示されます。 

  『トナー残量』は、Ｎｏｒｍａｌ、Ｌｏｗの２段階で状態が表示されます。Ｌｏｗ状態の時は、 

  トナーを補給してください。 

  その他の消耗品は、「現在までの使用値」と「最大使用可能値」が表示されます。 

  「現在までの使用値」が「最大使用可能値」に到達したときは消耗品を交換してください。 

   例  現像剤使用量 ：  153/  600 ｋ 

         現在までの使用値           最大使用可能値 

� 使用状況使用状況使用状況使用状況    

トナーカバレッジ、保守カウンタ、印刷枚数および印刷ページ数の情報が表示されます。 

  ■ トナーカバレッジ 

   １ヶ月間に印刷した印刷ページのトナーカバレッジ（トナー消費率）を表示します。 

   トナーカバレッジは、毎月 1 日に初期化されます。 

  ■ 保守カウンタ  

   保守カウンタはプリンタの定期保守の時期を計るためのカウンタです。このカウンタ値は 

   印刷されるごとにカウントダウンされ、０になると定期保守の時期である旨のメッセージが 

   ＯＣＰに表示されます。 

  ■ 印刷枚数 

   プリンタが印刷した用紙の枚数を表示します。 

  ■ ビリングカウンタ 

   ビリングカウンタをリセットした後からプリンタが印刷したページ数が表示されます。 

ただし、保守メニューでビリングカウンタ設定が「有効」でなければ表示されません。 

本カウンタは用紙長 8.5 インチで 1 カウントします。 

   

ｲﾝｽﾄｰﾙ ｻﾚﾃｲﾏｽ 

ｲﾝｽﾄｰﾙ ｻﾚﾃｲﾏｽ 
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■ 印刷ページ数 

 プリンタが印刷したページ数を表示します。 

  ■ UC カウンタ 

   UC カウント値を表示します。保守メニューで UC カウント値が「表示」でなければ表示 

   しません。 

    

� フィニッシャーフィニッシャーフィニッシャーフィニッシャー    

フィニッシャー、コンテナスタッカに関する各種情報が表示されます。 

  ■ フィニッシャー 

   エレベータトレイ、背面ステープルカートリッジ、前面ステープル 

   カートリッジ、標準排紙トレイの状態が表示されます。 

  ■ コンテナスタッカ 

   コンテナスタッカの状態および標準排紙トレイの情報が表示されます。 

   

� ネットワークネットワークネットワークネットワーク    

  ネットワークインターフェースの各種情報（MAC アドレス、ＩＰアドレス設定値、サブネットマ 

  スク設定値、ゲートウェイアドレス設定値およびＨＴＴＰポート設定値）が表示されます。 

  マルチプロトコル対応ネットワークの情報も参照できます。 

  モデルの場合には、マルチプロトコル対応ネットワーク・インターフェース（ネットワーク 

  （NIC）） 

  ■ MAC アドレス 

   ネットワークインターフェースの MAC アドレスが表示されます。ネットワークインター 

   フェース固有の値であり、変更することはできません。 

  ■ ＩＰアドレス 

   現在設定されているＩＰアドレスが表示されます。 

  ■ サブネットマスク 

   現在設定されているサブネットマスクが表示されます。 

  ■ ゲートウェイアドレス 

   現在設定されているゲートウェイアドレスが表示されます。 

  ■ ＨＴＴＰポート 

   現在設定されているＨＴＴＰポート番号を表示します。 
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2.4.22.4.22.4.22.4.2 プリンタプリンタプリンタプリンタ設定設定設定設定    

 メイン・メニューにて      アイコンを押すとプリンタ設定画面が表示されます。 

 

 

� 給紙給紙給紙給紙トレイトレイトレイトレイ    

        給紙トレイの各種設定（標準給紙トレイ、用紙サイズ、用紙タイプ、用紙重量および 

  印刷位置調整）をこのメニューから行います。 

  ■ 標準給紙トレイ 

   印刷ジョブ内に給紙トレイを決定する指定情報が含まれていない場合に、どの給紙 

   トレイから用紙を取り出すか、あらかじめこのメニューから設定できます。ただし、Web 

   インターフェースの論理プリンタにて、給紙トレイ指定が行われている場合は、その 

   設定が有効になります。 

  ■ 用紙サイズ 

   現在設定されている給紙トレイの用紙サイズが表示されます。また給紙トレイ内の 

   用紙サイズ設定タブが「▲」に設定されている場合に、用紙サイズ設定タブにて設定 

   できない定形サイズの用紙が選択できます。また、カスタム用紙のサイズを設定すること 

   もできます。 

   用紙サイズの設定方法については、「第 3 章 用紙のセット」を参照してください。 

  ■ 用紙タイプ 

   現在設定されている用紙のタイプが表示されます。また、他の用紙タイプに変更する 

   ことができます。プリンタが使用できる用紙タイプや、その設定方法については、 

   「第 3 章 用紙のセット」を参照してください。 

  ■ 用紙重量 

   現在設定されている用紙重量（坪量）が表示されます。また、値を変更することが 

   できます。プリンタが使用できる用紙重量（坪量）や、その設定方法については、 

    「第 3 章 用紙のセット」を参照してください。 

  ■ 印刷位置調整 

   垂直方向および水平方向での印刷位置を調整することができます。 

   単位としてミリメートルまたはインチのいずれかを選択できます。白抜き矢印は用紙送り 

   方向を示します。設定可能な値は－6.3～＋6.3 ミリメートル（－0.25～＋0.25 インチ） 

   で、0.1 ミリメートル（0.01 インチ）単位で設定可能です。 

   片面印刷の場合には、おもて面の設定が反映されます。 

   両面印刷の場合には、おもて面とうら面で異なる印刷位置が設定できます。    
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 ■ 用紙パターン 

このメニューより、使用頻度の多い用紙の情報（用紙サイズ、用紙タイプ、用紙重量）お

よび、その用紙に合わせて調整した印刷位置調整値を併せて登録することができます。

ただし、剥離電圧が設定できるのは、エンジンバージョンがマスタ：352/スレーブ：456

以上の場合に限ります。また登録した設定は、登録したパターンを選択して確定ボタン

を押すことで、それらの値が一括してプリンタに反映されます。 

（但し、用紙サイズの設定によっては、給紙トレイ内の用紙サイズ設定タブを変更する必

要があります。）この機能は各給紙トレイ毎に 16 通り（パターン１～パターン１６）登録で

きます。 

本機能の操作方法は、「3.13 用紙パターン」を参照してください。 

 ■ カスケード設定 

このメニューより、給紙トレイのカスケード設定を行います。無効を設定したトレイは、印

刷中のカスケード動作から除外されます。工場出荷時の設定は各トレイ有効です。 

 

� 標準排紙標準排紙標準排紙標準排紙トレイトレイトレイトレイ    

  印刷ジョブ内に排紙トレイを決定する指定情報が含まれていない場合に、どの排紙トレイ 

  に用紙を排出するか、あらかじめこのメニューから設定できます。ただし、Web インター 

  フェースの論理プリンタにて、排紙トレイ指定が行われている場合は、その設定が有効に 

  なります。    

� オプションオプションオプションオプション    

  このメニューにて、以下のような印刷時のプリンタ動作を設定することができます。 

■ ウェイトタイムアウト 

印刷ジョブの送信が中断された場合、受信した最終データから次のデータ受信まで待つ

時間（秒）を設定できます。 

タイムアウトまでに次のデータを受信しない場合、そのジョブはキャンセルされ印刷されま

せん。 

設定可能な時間は０～９９９秒です。0 秒に設定した場合は、タイムアウトを検出しません。

工場出荷時の設定は 300 秒です。 

この設定が５分より小さい値に設定されており、オンボードネットワーク I/F に Row TCP で

且つ PJL 付のジョブの場合、タイムアウトは設定値の 10 倍になります。 

■ LPD 設定（ｵﾝﾎﾞｰﾄﾞﾈｯﾄﾜｰｸﾓﾃﾞﾙのみ表示されます） 

「ｷｭｰｲﾝｸﾞ」の場合、複数のホストと応答ができます。「1ｼﾞｮﾌﾞｽﾌﾟｰﾘﾝｸﾞ」の場合、全ての印

刷ｼﾞｮﾌﾞが完了するまで LPR 要求を拒否します。 

工場出荷時の設定は「ﾉｰﾏﾙ」です。 

■ LPD ｷｭｰｲﾝｸﾞ（ﾏﾙﾁﾌﾟﾛﾄｺﾙ対応ﾈｯﾄﾜｰｸﾓﾃﾞﾙのみ表示されます） 

この設定が「有効」の場合、複数のホストと応答ができます。 

工場出荷時の設定は「無効」です。 
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■ 両面パスモード 

この設定が「有効」の場合、片面印刷の印刷ジョブであっても、用紙は両面パスを通りま

す。T ただし、設定が「有効」であってもカスタムで用紙長 181.9mm 以下の用紙の印刷時

は両面パスを通りません。 

「無効」の場合、片面印刷の印刷ジョブは両面パスを通りません。 

工場出荷時の設定は「無効」です。 

■ 印刷濃度 

このメニューで印刷濃度の調整を行います。 

設定方法については、「6.13 印刷濃度の調整」を参照してください。 

■ 剥離電圧 

ドラムラップが発生しやすい用紙を使用している場合、このメニューで剥離電圧の調整を

行います。設定方法については、「6.12 剥離電圧の調整」を参照してください。 

■ 定着温度 

用紙がカールする場合や厚紙使用時など、印刷に使用する用紙に合わせて、このメニュ

ーで定着温度の調整を行います。 

設定方法については、「6.14 定着温度の調整」を参照してください。 

■ レーザパワー調整 

印刷濃度設定を Dark に設定しても最適な印刷濃度が得られない場合や、画質の微調

整を行う場合に、このメニューを使用してレーザパワーを調整して線幅/印刷濃度を調整

します。 

設定方法については、「6.15 レーザパワーの調整」を参照してください。 

■ 重送検知 

印刷用紙を給紙トレイから給紙する際に、2 枚以上の用紙を重ねて給紙した場合に、プリ

ンタジャムとして検出するかどうかの設定を行います。 

この機能は重送検知機能がインストールされているときに使用できます。 

� ポストスクリプトポストスクリプトポストスクリプトポストスクリプト    

このメニューにて、ポストスクリプトの各種パラメータを設定することができます。 

■ エラー印刷 

ポストスクリプトエラーが発生したときのプリンタの動作を選択できます。 

ポストスクリプトエラー発生時、そのジョブはキャンセルされ印刷されません。 

そして、この設定が「有効」の場合、ポストスクリプトエラーが発生した場合にエラーの内

容を 

印刷します。ポストスクリプト言語プログラムのデバッグに役立ちます。 

この設定が「無効」の場合はエラーページを印刷しません。 

工場出荷時の設定は「有効」です。 
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  ■ ベストフィット 

   印刷データ内で指定された用紙が、どの給紙トレイにもセットされていないときの 

   プリンタの動作を選択できます。 

   この設定が「有効」の場合、指定された用紙より印刷する用紙サイズが小さい場合は、 

   印刷イメージを印刷する用紙サイズに合わせて印刷します。また、指定された用紙より 

   印刷する用紙が大きい場合は、印刷イメージはそのままの大きさで印刷されます。 

   この設定が「無効」の場合、指定された用紙をセットするように OCP にメッセージを表示 

   します。 

   工場出荷時の設定は「有効」です。 

  ■ ジョブタイムアウト 

   プリンタが印刷ジョブの処理にかける時間（秒）を設定できます。 

   設定したタイムアウト時間までにジョブが処理できない場合、そのジョブはキャンセル 

   され印刷されません。 

   設定可能時間は０および１５～９９９秒です。工場出荷時の設定は０（無限大）です。 

 ■ ハーフトーン濃度 

   このメニューでハーフトーン濃度の設定を行います。また、プリンタ内に印刷ジョブが 

   残っているときは、ハーフトーン濃度は変更できません。この設定を変更した場合、 

   電源を OFF/ON してプリンタを再起動してください。 

 ■ PS ウェイトタイムアウト 

   印刷ジョブの送信が中断された場合、受信した最終データから次のデータ受信まで待 

   つ時間（秒）を設定できます。 

   タイムアウトまでに次のデータを受信しない場合、そのジョブはキャンセルされ印刷され 

   ません。 

   設定可能な時間は０～９９９秒です。0 秒に設定した場合は、タイムアウトを検出しませ 

   ん。工場出荷時の設定は 295 秒です。 

 ■ Apple Talk モード 

  Apple Talk のバックチャネルメッセージ出力時の遅延を設定できます。Normal に設定 

  すると遅延しません。Download に設定すると遅延が実行されます。遅延時間は 

  1～5（秒）の範囲で設定可能です。通常は、Normal に設定し、フォントダウンロードなど 

  で問題が発生するときのみ、Download に設定してください。 

  本メニューはマルチプロトコル対応ネットワークモデルのみ表示されます。 

  ■ 両面印刷モード 

   PostScript の両面印刷モードを設定します。標準に設定した場合、PostScript の標準 

   仕様に合わせた動作となります。互換に設定した場合、従来と同様の動作となります。 

   工場出荷時の設定は「互換」です。本メニューは、PostScript のバージョンが 3015 のと 

   きのみ表示されます。 

� テストテストテストテスト印刷印刷印刷印刷    

  このメニューにて、印刷品質を確認するための各種印刷パターンや、標準、オプションで 

  インストールされている後処理機構のテスト印刷をすることができます。 

  印刷されるパターンについては、「付録 E テスト印刷」を参照してください。 
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2.4.3 2.4.3 2.4.3 2.4.3 環境設定環境設定環境設定環境設定    

 メイン・メニューにて      アイコンを押すと環境設定画面が表示されます。 

 

 

� 操作操作操作操作パネルパネルパネルパネル    

        OCP の『   』（バックライト光量）（*1）、『   』（コントラスト）、『 』（ブザー音量）(*1)を

このメニューにて調整します。 

*1：コントローラソフトウェアと操作パネルのレビジョンによっては、表示されない又は機能しな

い場合があります。 

  バックライト光量は、OCP の明るさを 1～１６の１６段階で調整します。 

  工場出荷時の設定は「10」です。 

  コントラストは、OCP のコントラストを１～１６の１６段階で調整します。 

  工場出荷時の設定は「10」です。 

  ブザー音は、OCP のブザーを０～５の６段階で調整します。 

  工場出荷時の設定は「３」です。 

 

� 保守保守保守保守    

  プリンタの保守を行う各種メニューです。 

  本メニューはパスワードにより保護されています。 

 

� システムシステムシステムシステム    

  このメニューにてプリンタの各種システム設定を行います。 

  本メニューはパスワードにより保護されています。プリンタのシステム管理を担当する方 

  以外は、本メニューを使用しないでください。 

  ■ リセット 

   プリンタコントローラを再起動します。 

  ■ ソフトウェアログ 

   プリンタコントローラのログを収集します。 
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  ■ パラレル I/F 

   パラレルインターフェースの以下を設定することができます。 

   ホストコンピュータの仕様により動作しない場合があります。 

   ・Aｃｋパルス幅 

     プリンタがホストに返す Ack パルス幅を設定できます。 

     設定可能範囲は 500～12750ns で、工場出荷値は 1000ns です。 

     通常は設定を変更する必要はありません。 

 

   ・モード 

     通信モードの設定ができます。 

      「IEEE1284」は IEEE1284 に準拠した双方向モードです。 

      「セントロニクス」はセントロニクスモードです。 

      「セントロニクス」では双方向データ通信は動作しません。 

     工場出荷時の設定は「IEEE1284」です。 

  ■ ネットワーク I/F 

   ネットワーク I/F（10/100 BASE-T）の以下の設定ができます。 

   ・IP アドレス 

     IP アドレスの設定ができます。 

     工場出荷時の設定はマルチプロトコル対応ネットワーク I/F モデルの場合 

     「192.0.0.192」、オンボードネットワーク I/F モデルの場合、「192.0.0.1」です。 

   ・サブネットマスク 

     サブネットマスクの設定ができます。 

     工場出荷時の設定は「0.0.0.0」です。 

   ・ゲートウェイアドレス 

     ゲートウェイアドレスの設定ができます。 

     工場出荷時の設定は「0.0.0.0」です。 

   ・HTTP ポート 

     HTTP ポートの設定ができます。工場出荷時の設定は 80 です。通常は変更する 

     必要がありません。なお、変更後は、設定を有効にするためにプリンタを再起動する 

     必要があります。 

   ・IP アドレス取得 

     IP アドレスの取得方法を設定します。工場出荷時の設定は「STATIC」です。 

マルチプロトコル対応ネットワーク I/F モデルの場合、「10/100B-T AUX」が表示され

ますが、このネットワークインターフェースは使用しません。 

  ■ ジャムリカバリ 

   プリンタにて用紙ジャムが発生した場合の印刷ページの取り扱いを設定します。 

   この設定が「有効」の場合、プリンタは用紙ジャムにより正しく印刷されなかったページ 

   を再印刷します。 

   この設定が「無効」の場合、用紙ジャムにより正しく印刷されなかったページの再印刷は 

   行いません。 

   工場出荷時の設定は「有効」です。 
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  ■ カレンダー 

   以下の設定ができます。 

   ・タイムゾーン 

     現在のタイムゾーン設定が表示されます。 

     また、設定を変更することができます。 

   ・日付 

     プリンタのカレンダーの日付を設定できます。 

     日付に無効な値（2001/2/31 等）を設定した場合、その値が適用されてしまうため、 

     正確な日付を設定してください。 

   ・時間 

     プリンタが持つ時計の時間を設定できます。 

■ 国番号 

国際番号で使用される国番号を設定してください。 

工場出荷時の設定は「81」です。 

■ 省電力モード 

省電力モードの有効無効を切りかえます。 

この設定が「有効」のとき、省電力時間で設定された時間の間、印刷動作、パネル操作が

なければ省電力モードになります。省電力モードにはヒータオフモードとスリープモード 

（注 1）があります。ヒータオフモードはプリンタのヒータをオフにします。またスリープモード

はプリンタの電源をオフします。本メニューはコントローラレビジョンがev415d以降で有効で

す。省電力モードは、下記の条件のいずれかが成立した場合、解除されます。 

・オンライン時、印刷起動がかかったとき 

・OCP のキーを押したとき 

・Web から消耗品リセット、用紙設定、等の操作を行ったとき 

・Web からプリンタの状態表示等を行ったとき 

 (注 1) 2001 年 9 月以前に生産された製品ではヒータオフモードのみとなります。 

■ 省電力時間 

ヒータオフモードになるまでの時間を設定します。 

2～230 分の間で設定が可能です(注 2)。デフォルト値は 2 分です。スリープモードはヒータ

オフモードの状態になった 5 分後に移行します。本メニューはコントローラレビジョンが

ev415d 以降で有効です。 

(注 2) 2001 年 9 月以前に生産された製品では 5～230 分の間で設定が可能です。デフォル

ト値は 15 分です。 

■ パスワード 

システムメニューに入るときに使用するパスワードを変更することができます。 

工場出荷時のシステムパスワードは“1000”に設定されています。 

■ エミュレーション 

パラレルインターフェースのエミュレーションを設定できます。 

「自動選択」を設定した場合は、ホストから送られてきたジョブがポストスクリプトジョブで 

あるか、ＰＣＬジョブであるかを自動的に識別して処理を行います。 

「ポストスクリプト」の場合は、送られてきたジョブをポストスクリプトジョブとして扱います。 

また「ポストスクリプト」には「ノーマルモード」、「TBCP モード」および「Raw モード」が 

あり、それぞれ適切なモードにセットされていないと正常に印刷が行われない場合が 

あります。「PCL」の場合は、送られてきたジョブを PCL ジョブとして扱います。 
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■ publicR/W 

この設定が「有効」のとき SNMP コミュニティー名が public でも読み込み/書き込み

(Read/Write)ができます。 

■ LPD スプーリング 

この設定が「有効」のとき、印刷ジョブをﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸにスプールします。設定を変更した 

ときはプリンタの電源を OFF/ON してください。工場出荷時の設定は「有効」です。 

本メニューはオンボードネットワークモデルのみ表示します。 

■ 自動オンライン 

この設定が「有効」のとき、ｵﾌﾗｲﾝ/ﾎﾟｰｽﾞの表示から７分後に自動的にｵﾝﾗｲﾝの表示に 

変わります。各種メニュー画面を表示していた場合は 100 秒後に自動的にｵﾝﾗｲﾝの 

表示に変わります。 

 

 ■ サンプル印刷 

デフォルト値は「無効」です。この設定が「有効」のとき、印刷部数が２部以上指定されて

いる印刷データについて、１部目の印刷が終了した時点で２部目以降の印刷を継続す

るか、キャンセルするかを選択する画面が表示されます。 

 ■ ビリングカウンタリセット 

０にリセットすることができます。ビリングカウンタをリセットした後からプリンタが印刷したペ

ージ数が表示されます。ただし、保守メニューでビリングカウンタ設定が「有効」でなけれ

ば表示されません。 

 ■ 用紙重量自動選択 

用紙重量自動選択の有効無効を切り替えます。 

（１）用紙重量自動選択を『有効』に設定すると、「用紙重量が自動（トレイ選択のマッチン

グ条件から外す）」という設定となるため、印刷データに用紙重量の指定がなければ、そ

れ以外のパラメータ（用紙サイズ指定、給紙トレイ指定）にしたがってトレイを選択します。 

（２）用紙重量自動選択を『無効』に設定すると、「用紙重量が固定（従来どおりトレイ選択

のマッチング条件に入れる）」となるため、印刷データに用紙重量の指定がなければ、

PostScript のデフォルト値（64kg/㎡）の用紙重量で、且つそれ以外のパラメータ（用紙サ

イズ指定、給紙トレイ指定）にマッチするトレイが選択されます。この場合、たとえ印刷デ

ータで指定した目的の給紙トレイに、印刷すべき用紙サイズをセットしていても、そのトレ

イの用紙重量が 64kg/㎡以外の場合は給紙されません。工場出荷時の設定は無効です。

本メニューは PostScript のバージョンが 3011 の場合のみ表示されます。（PostScript の

バージョンはステータスページを参照してください。） 

 ■ PS エラー時動作 

PostScript エラーが発生した時の動作を切り替えます。印刷継続は次のＪｏｂの印刷を継

続し、印刷停止は印刷を停止して OCP にエラーメッセージを表示します。次のＪｏｂから

チェックリセットで印刷を再開します。工場出荷時は印刷継続です。［プリンタ］－［ポスト

スクリプト］－［エラー印刷］の設定とは独立して動作します。 

 ■ 自動バックアップ時刻 

自動バックアップを開始する時刻を設定します。0～23 時が設定できます。 

工場出荷時の設定は「1：00」です。 

  ■ 排紙モード 

デフォルト値は「標準」です。コンテナスタッカのカスケードの優先順位として「標準」あるいは

「上優先」を選択できます。本項目はコンテナスタッカを接続したときに表示されます。 

工場出荷時の設定は「標準」です。 

  ■ 給紙モード 

給紙トレイのカスケードの切替えタイミングとして「用紙補給時」あるいは「用紙切れ時」を

選択できます。工場出荷時の設定は「用紙補給時」です。 

用紙補給時：使用中のトレイよりも優先順位の高いトレイ（トレイ１＞トレイ２＞トレイ３＞ 

        HCF）に用紙をセットしたとき 

用紙切れ時：使用中のトレイの用紙がなくなったとき 
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  ■ ベストフィットモード 

ベストフィットの動作モードとして標準と互換を選択できます。 

標準：PS3015 の方式でベストフィット有効／無効を実現。 

互換：PS3011 の方式でベストフィット有効／無効を実現。 

工場出荷時の設定は「互換」です。 

本メニューは Post Script のバージョンが 3015 の場合のみ表示されます。（Post Script のバー

ジョンはステータスページを参照してください。） 

� 消耗品消耗品消耗品消耗品    

  このメニューから、現像剤の交換や各種消耗品の使用値の初期化を行います。 

  消耗品の交換手順については「第６章 メンテナンス」を参照してください。 

  ■ 現像剤 

   古い現像剤の『排出』の後、新しい現像剤を『注入』することで交換できます。 

   また現像剤の使用値は自動的に初期化されます。手順の詳細は「第６章 メンテ 

   ナンス」を参照してください。 

  ■ OPC ドラム 

   ＯＰＣドラムの使用値を初期化できます。 

   ＯＰＣドラムを交換したときは、必ずこの操作を行ってください。 

  ■ 定着機クリーナ 

   定着機クリーナの使用値を初期化できます。 

   定着機クリーナを交換したときは、必ずこの操作を行ってください。 

  ■ 定着機 

   定着機の使用値を初期化できます。 

   定着機を交換したときは、必ずこの操作を行ってください。 

  ■ チャージャ 

   チャージャの使用値を初期化できます。 

   チャージャを交換したときは、必ずこの操作を行ってください。 

  ■ コロトロン 

   コロトロンの使用値を初期化できます。 

   コロトロンを交換したときは、必ずこの操作を行ってください。 

  ■ トレイ１、トレイ２、トレイ３、ＨＣＦ給紙部（ペーパーピックキット） 

   トレイ１、トレイ２、トレイ３、ＨＣＦ給紙部の使用値を初期化できます。 

   トレイ１、トレイ２、トレイ３、ＨＣＦ給紙部を交換したときは、必ずこの操作を行って 

   ください。 

  ■ 排紙ローラ、スポンジローラ、Mid スポンジローラ（フィニッシャキット） 

   排紙ローラ、スポンジローラ、Mid スポンジローラの使用値を初期化できます。 

   排紙ローラ、スポンジローラ、Mid スポンジローラを交換したときは、必ずこの操作を 

   行ってください。 

 

� パネルパネルパネルパネル表示言語表示言語表示言語表示言語    

  OCP の表示言語を日本語/ English に切り替えます。 
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2.4.4 2.4.4 2.4.4 2.4.4 レポートレポートレポートレポート印刷印刷印刷印刷    

メイン・メニューにて     アイコンを押すとレポート印刷画面が表示されます。 

印刷サンプルは付録Ｄを参照してください。 

 

� ステータスステータスステータスステータス    

    プリンタの現在の設定内容を印刷します。 

 

� デモデモデモデモ    

  デモページを印刷します。 

 

�     サマリーサマリーサマリーサマリー    

  Processor、解像度などプリンタの概要を印刷します。 

 

� ディスクディスクディスクディスク    

  ＰＣＬ及びＰostＳcript 用ディスク・ディレクトリの内容を印刷します。 

 

� フォントフォントフォントフォント    

  プリンタにインストールされているフォントを印刷します。 

 

� 用紙用紙用紙用紙パターンパターンパターンパターン    

  各トレイの用紙パターンの登録値を印刷します。 

 

� 装置設定装置設定装置設定装置設定    

  装置の設定情報を印刷します。 
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2.4.5 2.4.5 2.4.5 2.4.5 印刷印刷印刷印刷ジョブジョブジョブジョブ一覧一覧一覧一覧    

メイン・メニューにて     アイコンを押すと印刷ジョブ一覧画面が表示されます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

� 印刷印刷印刷印刷ジョブリストジョブリストジョブリストジョブリスト    

        プリンタがデータを受信して印刷待ち状態になっているジョブを表示します。 

  また表示されている印刷ジョブを押すとそのジョブが反転表示となり、選択されたことを 

  示します。 

      例 ： Job-01   1/3-13       “”   16:02 P 

 

 

 

 

 

 

  印刷ジョブに印刷ジョブ名、ユーザ名が入っていない場合は、上記の印刷ジョブ名、 

  ユーザ名は表示されません。ただし、Lpr にてジョブを送信した場合は、コントロール 

  データ内のファイル名とユーザ名が印刷ジョブ名とユーザ名として表示されます。 

  またプリンタに添付されたプリンタドライバを使用して印刷する場合、印刷ジョブ名を 

  2 バイト文字（ひらがな、カタカナ、漢字）で設定した場合、その部分が正しく表示され 

  ません。 

� 全全全全てててて選択選択選択選択    

  印刷ジョブリストに表示されている全ての印刷ジョブを選択します。 

� 全選択解除全選択解除全選択解除全選択解除    

  印刷ジョブリストに表示されている全ての印刷ジョブの選択を解除します。 

� 削除削除削除削除    

  選択されているジョブを削除します。 

 

 

印刷ジョブ名  

印刷中のコピー部数 

全コピー部数 

1 コピー中の全ページ数 

印刷ジョブの所有者名 

印刷ジョブ受信時刻 

印刷ジョブの状態 

P：停止中 A：処理中 

C：削除中 
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印刷ジョブリスト 
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2.5 2.5 2.5 2.5 パスワードパスワードパスワードパスワード    

パスワードを設け、システム設定やプリンタ保守機能の取り扱いを制限することで、運用上の

安全性を確保することができます。このプリンタには、システムパスワードと保守パスワードの

２種類のパスワードが用意されています。 

システムパスワードは、システム管理者が使用するもので、システム・パラメータを管理するた

めに使用します。保守パスワードは、サービスや保守の機能を利用するときに使用します。 

システムパスワードの初期値は以下のように設定されています。 

     システムパスワード：１０００ 

 

システムパスワードは以下のメニューより変更することが可能です。 

  環境設定環境設定環境設定環境設定／／／／システムシステムシステムシステム／／／／パスワードパスワードパスワードパスワード 

 

 

 

変更変更変更変更したしたしたした後後後後ののののシステムパスワードシステムパスワードシステムパスワードシステムパスワードをををを紛失紛失紛失紛失したしたしたした場合場合場合場合はははは、、、、保守員保守員保守員保守員にににに連絡連絡連絡連絡してしてしてしてシスシスシスシス

テムパスワードテムパスワードテムパスワードテムパスワードをををを変更変更変更変更するするするする必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。    
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第第第第 3  3  3  3 章章章章    

用紙用紙用紙用紙ののののセットセットセットセット 
 

3.13.13.13.1 このこのこのこの章章章章のののの内容内容内容内容 

この章では、以下の事項について説明します。 

■ 用紙 

■ 用紙重量 

■ 利用できない用紙 

■ 用紙の保管方法 

■ 用紙のサイズ、タイプとトレイの関係 

■ 用紙のセット 

■ カスタム・サイズの設定方法 

■ 印刷位置の調整 

■ 標準給紙トレイの設定 

■ 用紙タイプの設定 

■ 用紙重量の設定 

■ 用紙パターン 

■ ステープル機能について 
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3.23.23.23.2 用紙用紙用紙用紙 

良好な印刷品質を得るためには、推奨される用紙を使用し、適切なトレイに正しくセットする

必要があります。用紙の向きについては、トレイに示されているラベルにしたがってください。

用紙の仕様や特殊な用紙への印刷方法については、付録 B に詳しい情報を示してありま

す。 

 

3.33.33.33.3 用紙重量用紙重量用紙重量用紙重量 

本プリンタでは、以下の重量の用紙を使用することができます。 

■ トレイ１，２，３で、60～199 g/m

2

（16～53 ポンド） 

■ MBT、HCF（HT-F4559-70H1） のトレイで、64～199 g/m

2

（17～53 ポンド） 

 

3.43.43.43.4 利用利用利用利用できないできないできないできない用紙用紙用紙用紙 

以下の用紙は、用紙ジャムや印刷品質に関する問題を起こしますので、使用しないでくださ

い。 

� 極端に厚いまたは薄い用紙 

� 電子写真方式のプリンタまたは複写機で印刷した用紙（プレプリント紙は除く） 

� しわのある用紙、やぶれのある用紙、曲っている用紙、丸まった用紙 

� 濡れたり、湿ったりしている用紙、静電気を帯びた用紙、のりの付いている用紙 

� 特殊な塗装（コーティング）のしてある用紙、表面処理のなされている色紙 

� 感熱紙、カーボン紙、ペーパ・ファスナー、ひも、帯などの付いている用紙 

� 205℃の温度または約 192kPa の圧力に耐えられない用紙 

� 厚い生地の用紙、ラベルをはがして裏の紙が出ているラベル用紙 

 

重送検知対応機において以下の用紙は重送検知の誤検出・検出不可を生じる恐れがありま

す。この様な場合は保守員に重送検出を無効にする方法をお問い合わせください。 

� OHP、青系統のカラーペーパー（青、水色、緑など） 

� 用紙搬送方向に対し、左右に分割された模様があるプレプリント紙 

� 用紙搬送方向に対し、中央付近にベタ黒の印刷があるプレプリント紙 

� 157ｇ/㎡を越える厚口用紙 

 

3.53.53.53.5 用紙用紙用紙用紙のののの保管方法保管方法保管方法保管方法 

用紙は正しく保管して、印刷品質が低下したり用紙ジャムが起こらないようにしてください。 

■ 用紙は、湿気のないところに水平に（平らに）置き、しわがよったり、曲ったり、丸まったり

しないように注意してください。 

■ 用紙は、直射日光の当たらないところに保管してください。 

■ 使用しなかった用紙は、元の包装の中に戻して保管してください。 
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3.63.63.63.6 用紙用紙用紙用紙ののののサイズサイズサイズサイズ、、、、タイプタイプタイプタイプととととトレイトレイトレイトレイのののの関係関係関係関係 

下の表は、プリンタの各給紙トレイで使用できる用紙のサイズと種類を示したものです。用紙

のサイズは、ミリメートルとインチの両方を示してあります。SEF というのは、用紙を短い辺の

ほうからプリンタに入れることを意味し、LEF は用紙を長い辺のほうからプリンタに入れること

を意味します。 

 

用紙用紙用紙用紙サイズサイズサイズサイズ    

先端辺先端辺先端辺先端辺

（（（（mm/inchmm/inchmm/inchmm/inch））））    

側辺側辺側辺側辺    

（（（（mm/inchmm/inchmm/inchmm/inch））））    

トレイトレイトレイトレイ    

1, 2, 31, 2, 31, 2, 31, 2, 3    

HCFHCFHCFHCF    

(HT(HT(HT(HT----F4559F4559F4559F4559----

70H1)70H1)70H1)70H1)    

MBTMBTMBTMBT
注注注注１１１１

    

A5 (SEF) 148.5/5.83 210.0/8.27 2、3 のみ  ✓ 

B5 (LEF) 257.0/10.12 182.0/7.17 ✓  ✓ 

A4 (SEF)

    注注注注 4444

 210.0/8.27 297.0/11.69 ✓  ✓ 

A4 (LEF) 297.0/11.69 210.0/8.27 ✓ ✓ ✓ 

B4 (SEF)

    注注注注 4444

 257.0/10.12 364.0/14.33 ✓  ✓ 

A3 (SEF)

    注注注注 4444

 297.0/11.69 420.0/16.54 ✓  ✓ 

Letter (LEF) 279.4/11.0 215.9/8.5 ✓ ✓ ✓ 

Letter (SEF)

    注注注注 4444

 215.9/8.5 279.4/11.0 ✓  ✓ 

Letter ﾀﾌﾞ (LEF) 279.4/11.0 228.6/9.0 ✓  ✓ 

A4 ﾀﾌﾞ (LEF) 297.0/11.69 225/8.86 ✓  ✓ 

Folio (SEF)

    注注注注 4444

 215.9/8.5 330.2/13.0 ✓  ✓ 

Legal (SEF)

    注注注注 4444

 215.9/8.5 355.6/14.0 ✓  ✓ 

Ledger (SEF)

    注注注注 4444

 279.4/11.0 431.8/17.0 ✓  ✓ 

Super B (SEF)

    注注注注 4444

 304.8/12.0 457.2/18.0 ✓  ✓ 

Statement (SEF) 215.9/8.5 139.7/5.5 2、3 のみ  ✓ 

Executive (LEF) 266.7/10.5 184.2/7.25 2、3 のみ  ✓ 

カスタム・サイズ

注注注注 4444

 

（0.1mm／0.1inch 単位） 

139.7～304.8mm／

5.5～12.0inch 

182 ～ 457.2mm ／

7.2～18.0inch 

✓

注注注注２２２２

  ✓ 

 

用紙用紙用紙用紙ののののタイプタイプタイプタイプ    トレイトレイトレイトレイ 1, 2, 31, 2, 31, 2, 31, 2, 3    

HCFHCFHCFHCF    

(HT(HT(HT(HT----F4559F4559F4559F4559----70707070

H1)H1)H1)H1)    

MBTMBTMBTMBT    

普通紙 ✓ ✓ ✓ 
ボンド紙 ✓ ✓ ✓ 
カラー紙 ✓ ✓ ✓ 
ラベル紙   ✓

注注注注 3333 
レターヘッド ✓ ✓ ✓ 
プレプリント紙 ✓ ✓ ✓ 
穴あき紙 ✓ ✓ ✓ 
再生紙 ✓ ✓ ✓ 
スペシャル ✓ ✓ ✓ 
ＯＨＰシート   ✓ 
穴あきＯＨＰ   ✓ 
その他 ✓  ✓ 

注１：MBT は片面印刷のみとなります。 

注２：トレイ１にセット可能なカスタムサイズの用紙サイズは 

    先端辺（用紙幅）：210.0mm（8.27inch）、215.9mm（8.5inch）、257.0mm（10.12inch）、279.4mm（11.0inch）、 

                297.0mm（11.69inch）、および 304.8mm（12.0inch）です。 

注３：ラベル紙は、ラベルの糊が用紙走行面に付着しやすいので、フィニッシャーにて 

   印刷面が上になるようなモード（フェイスアップモード）でご使用ください。 

注４：側辺（紙送り方向の長さ）が 229mm（9inch）を超える用紙によるフェースアップの排紙は保証しておりません。 
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3.73.73.73.7 用紙用紙用紙用紙ののののセットセットセットセット 

以下の手順にしたがって用紙をトレイにセットしてください。穴あき紙、プレプリント紙およびタ

ブ紙のセットの仕方については、3-11 ページ の「特殊用紙のセット」を参照してください。用

紙は、印刷ジョブの実行中でも、現在使用されているトレイ以外であれば、セットすることがで

きます。 

 

3.7.13.7.13.7.13.7.1    トレイトレイトレイトレイ１１１１へのへのへのへの用紙用紙用紙用紙ののののセットセットセットセット    

 

注意注意注意注意    

定着機定着機定着機定着機またはまたはまたはまたはＯＰＣＯＰＣＯＰＣＯＰＣドラムドラムドラムドラムをををを引引引引きききき出出出出したしたしたした状態状態状態状態ででででトレイトレイトレイトレイ１１１１をををを開開開開けないでくださいけないでくださいけないでくださいけないでください。。。。

プリンタプリンタプリンタプリンタがががが倒倒倒倒れてれてれてれて、、、、けがやけがやけがやけがや周囲周囲周囲周囲のののの破損破損破損破損のののの原因原因原因原因となることがありますとなることがありますとなることがありますとなることがあります。。。。またまたまたまた、、、、ププププ

リンタリンタリンタリンタにににに損傷損傷損傷損傷をもたらすおそれがありますをもたらすおそれがありますをもたらすおそれがありますをもたらすおそれがあります。。。。    

 

1.1.1.1. トレイを引き出して開けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.2. サイズガイドを使用する用紙サイズに設定します。使用可能な用紙サイズは、サイズガイ

ドの横に表示してあります。 

 

[[[[留意事項留意事項留意事項留意事項]]]]    

各用紙サイズ毎に、サイズガイドの設定位置が 

給紙部上部にマークで示されています。サイズ 

ガイドのスリットを、該当する用紙サイズの位置 

に合わせてください。このとき、表示が正しくロッ

ク状態になっていることを確認してください。ロッ

ク状態になっていないと、紙詰まりの原因になり

ます。 
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3.3.3.3. 用紙サイズ設定タブを使用する用紙サイズに設定してください。用紙サイズ設定タブに

は、以下の順に用紙サイズが表示されています。 

▲、Ｂ、Ｂ、Ｂ、Ｂ５５５５、ＬＧＲ、ＬＧＬ、ＬＴＲ（、ＬＧＲ、ＬＧＬ、ＬＴＲ（、ＬＧＲ、ＬＧＬ、ＬＴＲ（、ＬＧＲ、ＬＧＬ、ＬＴＲ（LEFLEFLEFLEF）、Ｂ）、Ｂ）、Ｂ）、Ｂ４４４４、Ａ、Ａ、Ａ、Ａ３３３３、Ａ、Ａ、Ａ、Ａ４４４４（（（（LEFLEFLEFLEF）））） 

使用する用紙サイズがここに表示されていない場合は、用紙サイズ設定タブを「▲」に設

定してください。この場合、手順６に従い、オペレータ・コントロール・パネルで用紙サイ

ズを選択してください。 

［［［［留意事留意事留意事留意事項項項項］］］］    

用紙サイズ設定タブを正しい位置に合わ

せないと、プリンタが用紙サイズを正しく

検出できません。 

 

 

 

 

 

 

4.4.4.4. 用紙をトレイにセットします。 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

•用紙の側面を給紙部の右側にそろえて

セットしてください。 

•紙詰まりを生じさせないために、付録Ｂ

および付録Ｃを参照ください。 

•給紙部の容量を守ってください。給紙

部の内側にマークされた線を超えて用

紙をセットしないでください。紙詰まりの

原因になります。 

•穴あき紙またはプレプリント紙を印刷す

る場合は、3.7.5.1および3.7.5.2を参照

ください。 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

用紙は、トレイ内に表示してある最大給紙量マークを超えてセットしないでくだ

さい。最大給紙量マークは、トレイの内側に示してあります。 

 
 
 

5.5.5.5. トレイを閉じます。 

6.6.6.6. 手順 3 で用紙サイズ設定タブを「▲」に設定した場合は、オペレータ・コントロール・パ

ネルで、以下の順に表示画面を選択した後で用紙サイズを選択します。 

プリンタプリンタプリンタプリンタ設定設定設定設定／／／／給紙給紙給紙給紙トレイトレイトレイトレイ／／／／用紙用紙用紙用紙サイズサイズサイズサイズ／／／／トレイトレイトレイトレイのののの選択選択選択選択／／／／用紙用紙用紙用紙サイズサイズサイズサイズ 
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3.7.23.7.23.7.23.7.2    トレイトレイトレイトレイ２２２２、、、、３３３３へのへのへのへの用紙用紙用紙用紙ののののセットセットセットセット    

 

1.1.1.1. トレイを引き出して開けます。 

 

 

 

2.2.2.2. サイズガイドを使用する用紙サイズに設定します。使用可能な用紙サイズは、サイズガイ

ドの下に表示してあります。 

 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］ 

各用紙サイズ毎に、サイズガイドの設定位置

が給紙部底部にマークで示されています。

サイズガイドの突起を、該当する用紙サイ

ズの位置に合わせてください。サイズガイ

ドを正しく合わせないと、紙詰まりの原因に

なります。 
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3.3.3.3. 用紙サイズ設定タブを使用する用紙サイズにサイズに設定してください。用紙サイズ設

定タブには、以下の順に用紙サイズが表示されています。 

▲▲▲▲、Ｂ、Ｂ、Ｂ、Ｂ５５５５、Ａ、Ａ、Ａ、Ａ５５５５、ＬＧＲ、ＬＧＬ、ＬＴＲ（、ＬＧＲ、ＬＧＬ、ＬＴＲ（、ＬＧＲ、ＬＧＬ、ＬＴＲ（、ＬＧＲ、ＬＧＬ、ＬＴＲ（LEFLEFLEFLEF）、Ｂ）、Ｂ）、Ｂ）、Ｂ４４４４、Ａ、Ａ、Ａ、Ａ３３３３、Ａ、Ａ、Ａ、Ａ４４４４（（（（LEFLEFLEFLEF）））） 

使用する用紙サイズがここに表示されていない場合は、用紙サイズ設定タブを「▲」に設

定してください。この場合、手順６に従い、オペレータ・コントロール・パネルで用紙サイ

ズを選択してください。 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

用紙サイズ設定タブを正しい位置に合わ

せないと、プリンタが用紙サイズを正しく

検出できません。 

 

 

 

 

 

  

4.4.4.4. 用紙をトレイにセットします。 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

•用紙の側面を給紙部の右側にそろえて

セットしてください。 

•紙詰まりを生じさせないために、付録Ｂ

および付録Ｃを参照ください。 

•給紙部の容量を守ってください。給紙

部の内側にマークされた線を超えて用

紙をセットしないでください。紙詰まりの

原因になります。 

•穴あき紙またはプレプリント紙を印刷す

る場合は、3.7.5.1および3.7.5.2を参照

ください。 

給紙部をキャビネット内に止まるまで押

し戻し、閉めてください。 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

用紙は、トレイ内に表示してある最大給紙量マークを超えてセットしないでくだ

さい。最大給紙量マークは、トレイの内側に示してあります。 

 

5.5.5.5. トレイを閉じます。 

6.6.6.6. 手順 3 で用紙サイズ設定タブを「▲」に設定した場合は、オペレータ・コントロ

ール・パネルで、以下の順に表示画面を選択した後で用紙サイズを選択します。 

プリンタプリンタプリンタプリンタ設定設定設定設定／／／／給紙給紙給紙給紙トレイトレイトレイトレイ／／／／用紙用紙用紙用紙サイズサイズサイズサイズ／／／／トレイトレイトレイトレイのののの選択選択選択選択／／／／用紙用紙用紙用紙サイズサイズサイズサイズ 

7.7.7.7. カスタムサイズを選択する場合は、3-15 ページの「カスタムサイズの設定方法」

を参照してください。 

OG B 04  

用紙サイズ設定タブ 



 3-8 

 

3.7.33.7.33.7.33.7.3    MBT MBT MBT MBT へのへのへのへの用紙用紙用紙用紙ののののセットセットセットセット    

1.1.1.1. ＭＢＴを引き出して開けます。 

 

2.2.2.2. サイズガイドを使用する用紙サイズに設定します。 

 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

各用紙サイズ毎に、サイズガイドの

設定位置がトレイ底部およびサイズ

ガイドの上部にマークで示されてい

ます。サイズガイドを、該当する用

紙サイズの位置に合わせてください。

サイズガイドを正しく合わせないと、

紙詰まりの原因になります。 
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3.3.3.3. 給紙ガイド部を押し下げてください。 

 

4.4.4.4. 用紙をＭＢＴにセットします。 

 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

•用紙をトレイの内側奥に突き

当たるまで入れてください。 

•紙詰まりを生じさせないため

に、付録Ｂおよび付録Ｃを参

照ください。 

•トレイの容量を守ってくださ

い。トレイの内側にマークさ

れた線を超えて用紙をセット

しないでください。紙詰まり

の原因になります。 

•穴あき紙またはプレプリント

用 紙 を 印 刷 する 場 合 は、

3.7.5.1および3.7.5.2を参照

ください。 

 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

オペレータ・コントロール・パネルから用紙サイズを入力してください。 

プリンタプリンタプリンタプリンタ設定設定設定設定／／／／給紙給紙給紙給紙トレイトレイトレイトレイ／／／／用紙用紙用紙用紙サイズサイズサイズサイズ／ＭＢＴ／／ＭＢＴ／／ＭＢＴ／／ＭＢＴ／用紙用紙用紙用紙サイズサイズサイズサイズ 

オペレータ・コントロール・パネルから入力した用紙サイズデータが実際の用紙

サイズと合っていない場合、用紙の一部が印刷されないことがあります。 

カスタムサイズを選択する場合は3-15ページの「カスタムサイズの設定方法」を

参照してください。 
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3.7.43.7.43.7.43.7.4    HCF HCF HCF HCF へのへのへのへの用紙用紙用紙用紙ののののセットセットセットセット    

    

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

ＨＣＦ（HT-F4559-70H1）内のテーブルは、ＨＣＦ（HT-F4559-70H1）のドアを開く

と自動的に下がります。ＨＣＦ（HT-F4559-70H1）のテーブルと底板の間には、

何も挟まるものがないようにしてください。 

 
 
 

1.1.1.1. ＨＣＦ（HT-F4559-70H1）のドアを開けます。ＨＣＦ（HT-F4559-70H1）内のテーブルは、

自動的に一番下の位置まで下がって止まります。 

 

 

2.2.2.2. 用紙をＨＣＦ（HT-F4559-70H1）内にセットします。（ＨＣＦは、Letter LEF サイズまたは

A4 LEF サイズのみセットが可能です。このサイズの変更は、保守員による作業が必要

です。） 

    

 

 

 

 

3.3.3.3. ドアを閉じます。 
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［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

・用紙の側面を給紙部の左側にそろえて 

セットしてください 

・紙詰まりを生じさせないために付録Ｂお

よび付録Ｃを参照してください。 

・給紙部の容量を守ってください。給紙部の

内側にマークされた線を超えて用紙をセ

ットしないでください。紙詰まりの原因と

なります。 

・穴あき紙またはプレプリント紙を印刷す

る場合は3.7.5.1および3.7.5.2を参照くだ

さい。 
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3.7.53.7.53.7.53.7.5    特殊用紙特殊用紙特殊用紙特殊用紙ののののセットセットセットセット    

3.7.5.13.7.5.13.7.5.13.7.5.1 穴穴穴穴あきあきあきあき紙紙紙紙 

穴あき紙は、以下の図に示す方向にセットしてください。穴あき紙については、付録Ｂに詳し

い説明があります。 

穴あき紙は次の仕様に合ったものをお使いください。 

－穴は4 個以内であること 

－穴の直径は8.0 mm (0.3 1 5 in.)以内であること 

 

 

片面印刷片面印刷片面印刷片面印刷    

 
セットセットセットセットのののの方向方向方向方向    

用紙用紙用紙用紙サイズサイズサイズサイズ    印刷印刷印刷印刷のののの向向向向きききき    
トレイトレイトレイトレイ１１１１～～～～３３３３    MBTMBTMBTMBT、、、、HCFHCFHCFHCF    

A4／Letter 縦／横 

 

 

 

 

 

 

A3／Ledger 縦 

 

 

 

 

 

 

A3／Ledger 横 

 

 

 

 

 

 

A4／Letter 縦 

 

 

 

 

 

 

A4／Letter 横 

 

 

 

 

 

 

A3／Ledger 縦／横 

 

 

 

 

 

 

 

矢印は用紙の搬送方向を表します。 
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両面印刷両面印刷両面印刷両面印刷    

 
セットセットセットセットのののの方向方向方向方向    

用紙用紙用紙用紙サイズサイズサイズサイズ    向向向向きききき    
トレイトレイトレイトレイ１１１１～～～～３３３３    HCFHCFHCFHCF    

A4／Letter 

縦／横 

（長辺綴じ） 

 

 

 

 

 

 

A3／Ledger 

縦 

（短辺綴じ） 

 

 

 

 

 

 

A3／Ledger 

横 

（短辺綴じ） 

 

 

 

 

 

 

A3／Ledger 

縦／横 

（長辺綴じ） 

 

 

 

 

 

 

A4／Letter 

縦 

（短辺綴じ） 

 

 

 

 

 

 

A4／Letter 

横 

（短辺綴じ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

矢印は給紙の方向を表します。 
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3.7.5.23.7.5.23.7.5.23.7.5.2 プレプリントプレプリントプレプリントプレプリント紙紙紙紙 

プレプリント紙は、以下の表に示すようにセットしてください。プレプリント紙については、付録

B に詳しい説明があります。 

 
 

 
セットセットセットセットのののの方向方向方向方向    

用紙用紙用紙用紙のののの種類種類種類種類    印刷印刷印刷印刷モードモードモードモード    
トレイトレイトレイトレイ１１１１～～～～３３３３    MBTMBTMBTMBT、、、、HCFHCFHCFHCF    

片面印刷 

表面を下向きにして、用紙の上辺を反

オペレータ側（奥）にセットしてくださ

い。 

表面を上向きににして、用紙の上辺

を反オペレータ側（奥）にセットしてく

ださい。 

表面と裏面が

決まっている

場合 

両面印刷 

表面を下向きにして、用紙の上辺を反

オペレータ側（奥）にセットしてくださ

い。 

表面を上向きにして、用紙の上辺を

反オペレータ側（奥）にセットしてくだ

さい。 

片面印刷 

第１枚目の用紙を上側（先頭）にして、

第１ページを下向きにセットしてくださ

い。また、用紙の上辺を反オペレータ

側（奥）にセットしてください。 

第１枚目の用紙を上側（先頭）にし

て、第１ページを上向きにセットして

ください。また、用紙の上辺を反オペ

レータ側（奥）にセットしてください。 

ページ番号が

決まっている

場合 

両面印刷 

第１枚目の用紙を上側（先頭）にして、

第１ページを下向きにセットしてくださ

い。また、用紙の上辺を反オペレータ

側（奥）にセットしてください。 

第１枚目の用紙を上側（先頭）にし

て、第１ページを上向きにセットして

ください。また、用紙の上辺を反オペ

レータ側（奥）にセットしてください。 
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3.7.5.33.7.5.33.7.5.33.7.5.3 タブタブタブタブ((((インデックスインデックスインデックスインデックス))))紙紙紙紙 

タブ(インデックス)紙は、以下の図のようにセットしてください。 

 

 

 

 

        （給紙方向） 

 

 

 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

タブ(インデックス)部を折り曲げると、印刷時に用紙ジャムが発生しやすくなり

ます。タブ部を折り曲げないでください。用紙ジャムが発生した場合は、6-44 

ページの「タブ紙のジャム・リカバリー」を参照して、つまった紙をプリンタから

取り除いて印刷を再開してください。 

 

 

トレイ１～３では、タブのある用紙端を左側にしてセットしてください。（タブのない用紙端は右

側です。）ＭＢＴでは、タブのある用紙端を右側にしてセットしてください。（タブのない用紙端

は左側です。）タブ紙は、HCF では使用できません。 

 

必ず、１セットのタブ紙をセットしてください。そして、先頭のタブ紙を一番上に、最終のタブ

紙を一番下にセットしてください。タブ紙がトレイ内にきちっと収まるように用紙ガイドを設定し

ます。 

 

オペレータ・コントロール・パネルで、以下の順に表示画面を選択した後で用紙サイズを選択

します。 

  プリンタプリンタプリンタプリンタ設定設定設定設定／／／／給紙給紙給紙給紙トレイトレイトレイトレイ／／／／用紙用紙用紙用紙サイズサイズサイズサイズ／／／／トレイトレイトレイトレイのののの選択選択選択選択／／／／用紙用紙用紙用紙サイズサイズサイズサイズ 
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3.83.83.83.8 カスタムカスタムカスタムカスタム・・・・サイズサイズサイズサイズのののの設定方法設定方法設定方法設定方法 

カスタムサイズを選択した場合には、オペレータ・コントロール・パネル上で用紙のサイズを設

定する必要があります。まず先に示した手順に従ってトレイに用紙をセットした後、以下の設

定を行ないます。 

1.1.1.1. プリンタプリンタプリンタプリンタ設定設定設定設定／／／／給紙給紙給紙給紙トレイトレイトレイトレイ／／／／用紙用紙用紙用紙サイズサイズサイズサイズ／／／／トレイトレイトレイトレイのののの選択選択選択選択（（（（トレイトレイトレイトレイ２２２２、、、、３３３３）／）／）／）／カスタムサイズカスタムサイズカスタムサイズカスタムサイズ    

メニューを選択すると、以下の画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

2.2.2.2. 用紙の幅サイズを入力するために、用紙幅のテキストボックスを押します。 

3.3.3.3. 以下のようにテンキーが表示されるので、テンキーを使用して用紙の幅を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

用紙の幅を入力したのち■ボタンを押すと、「カスタムサイズ」の画面に戻りますので、 

入力した値がテキストボックスに表示されることを確認してください。 

4.4.4.4. 同様に用紙長テキストボックスを押してテンキーを表示させ、用紙の長さを入力したのち、

■ボタンを押して値を確定します。 

5.5.5.5. 「カスタムサイズ」の画面にて、入力した用紙幅と用紙長の値がテキストボックスに入って

いることを確認したのち、■ボタンを押して設定を有効にします。このとき、■ボタンを 

押さずに、『前の画面』ボタンを押すと、入力した用紙幅、用紙長が有効にならないので

注意してください。 

6.6.6.6. オペレータ・コントロール・パネルから以下の設定を行い、ベストフィットを「有効」に設定

してください。 

   プリンタプリンタプリンタプリンタ設定設定設定設定／／／／ポストスクリプトポストスクリプトポストスクリプトポストスクリプト／／／／ベストフィットベストフィットベストフィットベストフィット 

    

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

カスタムサイズ用紙に両面印刷を行う場合、サイズ、エミュレーションによっては両面の

表裏印刷位置が若干ずれる場合があります。そのときは、3.9 節にしたがって印刷位置

を調整してください。 
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テキストボックス 
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3.93.93.93.9 印刷位置印刷位置印刷位置印刷位置のののの調整調整調整調整 

この機能は、印刷されるページの中で像をずらす必要があるときに使用します。 

 

1.1.1.1. プリンタプリンタプリンタプリンタ設定設定設定設定／／／／給紙給紙給紙給紙トレイトレイトレイトレイ／／／／印刷位置調整印刷位置調整印刷位置調整印刷位置調整／／／／トレイトレイトレイトレイのののの選択選択選択選択メニューを選択すると、以下の

画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.2. 像の位置を調整する印刷面を『おもて面』、『うら面』ボタンにて選択します。 

3.3.3.3. 用紙幅方向の像を移動する場合は、用紙幅方向のテキストボックスを押して以下のよう

にテンキーを表示させます。 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.4.4. テンキーを使って、像を移動させる距離を入力します。 

5.5.5.5. ■ボタンを押して入力値を有効にします。画面が「印刷位置調整」に戻り、入力した値が

テキストボックスに表示されます。 

6.6.6.6. 必要であれば、用紙走行方向の印刷位置調整を行うため、用紙走行方向のテキスト 

ボックスを押して入力画面を表示させ、値を入力したのち■ボタンを押します。 

7.7.7.7. 「印刷位置調整」の画面に戻ったのち、用紙幅方向と用紙走行方向の入力値がテキスト

ボックスに入っていることを確認し、■ボタンを押して設定を有効にします。このとき、■

ボタンを押さずに、『前の画面』ボタンを押すと、入力した調整値が有効にならないので

注意してください。 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

印刷位置は、動作環境や使用する用紙の種類によって、約±2.5mm 程度ばらつ

くことがあります。 
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用紙幅方向の 
テキストボックス 
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3.103.103.103.10 標準給紙標準給紙標準給紙標準給紙トレイトレイトレイトレイのののの設定設定設定設定 

標準給紙トレイとは、印刷ジョブに給紙トレイを指定する情報が含まれていない場合に、印刷

用紙を給紙するトレイをあらかじめ指定する機能です。設定方法は以下の通りです。 

プリンタプリンタプリンタプリンタ設定設定設定設定／／／／給紙給紙給紙給紙トレイトレイトレイトレイ／／／／標準給紙標準給紙標準給紙標準給紙トレイトレイトレイトレイ／／／／給紙給紙給紙給紙トレイトレイトレイトレイのののの選択選択選択選択    

 

3.113.113.113.11 用紙用紙用紙用紙タイプタイプタイプタイプのののの設定設定設定設定 

各給紙トレイ毎に用紙タイプを設定します。設定方法は以下の通りです。 

プリンタプリンタプリンタプリンタ設定設定設定設定／／／／給紙給紙給紙給紙トレイトレイトレイトレイ／／／／用紙用紙用紙用紙タイプタイプタイプタイプ／／／／給紙給紙給紙給紙トレイトレイトレイトレイのののの選択選択選択選択／／／／用紙用紙用紙用紙タイプタイプタイプタイプのののの選択選択選択選択 

 

3.123.123.123.12 用紙重量用紙重量用紙重量用紙重量のののの設定設定設定設定 

各給紙トレイ毎の用紙重量を設定します。設定方法は以下の通りです。 

プリンタプリンタプリンタプリンタ設定設定設定設定／／／／給紙給紙給紙給紙トレイトレイトレイトレイ／／／／用紙重量用紙重量用紙重量用紙重量 

１． 「用紙重量」の画面で給紙トレイを選択します。すると「用紙重量値」の入力画面が現れま

す。 

２． 単位を入力します。 

３． テンキーを使って、用紙重量を入力します。各トレイで入力できる値は３．３節を参照して

ください。 

４． ■キーを押します。すると表示が「用紙重量」に戻り、これまで指定した用紙重量の値が

表示されるようになります。 

 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

105g/㎡（２８lb）以上の厚い用紙で両面印刷機構が自動的に切り替わります

ので、不適切な値を設定した場合、用紙ジャムを引き起こす可能性がありま

す。 

 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

各トレイ間をカスケードするには用紙サイズ/用紙タイプおよび用紙重量の設

定が全て同じであることが必要です。また、MBT はカスケード機能の対象外と

なります。 
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3.133.133.133.13 用紙用紙用紙用紙パターンパターンパターンパターン 

この機能は、用紙サイズ，用紙タイプ，用紙重量，印刷位置調整の各設定を組み合せとして

登録し、使用できる機能です。ただし、剥離電圧が設定できるのは、エンジンバージョン マ

スタ：３５２/スレーブ：４５６以上の場合に限ります。 

各設定の組み合せは、各給紙トレイ毎に「パターン１」～「パターン１６」の１６通りに登録し、

使用することができます。 

 

3.13.1 3.13.1 3.13.1 3.13.1 トレイトレイトレイトレイ毎毎毎毎のののの剥離電圧設定剥離電圧設定剥離電圧設定剥離電圧設定ががががサポートサポートサポートサポートされているされているされているされている場合場合場合場合    

            （（（（エンジンバージョンマスタエンジンバージョンマスタエンジンバージョンマスタエンジンバージョンマスタ：：：：352/352/352/352/スレーブスレーブスレーブスレーブ：：：：456456456456 以以以以上上上上のときのときのときのとき））））    

 

    プリセットプリセットプリセットプリセット機能機能機能機能 

この機能は、用紙サイズ，用紙タイプ，用紙重量，印刷位置調整，剥離電圧の各設定を組

み合せとして登録し、使用できる機能です。 

各設定の組み合せは、各給紙トレイ毎に「パターン１」～「パターン１６」の１６通りに登録し、

使用することができます。 

 

（（（（1111））））パターンパターンパターンパターンのののの使用使用使用使用    

 

1111．．．． プリンタプリンタプリンタプリンタ設定設定設定設定／／／／給紙給紙給紙給紙トレイトレイトレイトレイ／／／／用紙用紙用紙用紙パターンパターンパターンパターンを選択すると右図の用

紙パターンの選択画面 B が表示されます。 

「用紙パターン」ボタンを押すと「プリセット値」の選択画面が表示

され「プリセット値指定」ボタンと「プリセット値登録」および「プリセ

ット値解除」ボタンが表示されます。 

 

2222．．．． 「プリセット値指定」ボタンを押すと、画面 C が表示されます。 

表示された画面 C に表示される｢パターン｣番号で各トレイが使用でき

ます。 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

● 各トレイの選択パターンの登録情報はステータスページで確認で

きます。 

● 「プリセット値指定」を使用する場合は、あらかじめ「プリセット値登

録」を行う必要があります。 

● 「プリセット指定」がされていない場合は、設定値を表示しません。 

 

 

 

 

画面 A 

画面 B 

用紙パターンボタン 
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3333．．．．    トレイ「        」を選択し、アップダウンボタン「      」を押すと、パターン 番号がアッ

プダウンし変化します。トレイの用紙に合ったパターン番号を選択し、「確定」ボタン 

「        」を押すと、そのトレイは選択したパターン番号で設定されます。（各トレイでの

用紙サイズの設定は 3.7 節参照） 

                    ［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

     用紙に合っていないパターンを選択すると、正しく印刷されないことがあります。 

4444．．．． 「詳細」ボタンを押すと、すでに登録したパターンの詳細表示画面 D が表示され設定内容の

詳細を確認することができます。 

5.5.5.5.  「       」ボタンを押すと次の画面 E が表示されます。さらに「       」ボタンを押すと

前の画面 D に戻ります。「        」を押すと画面 C へ戻ります。 

16 

1 

2 

3 

1 

画面 C 画面 D 
画面 E 
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（（（（2222））））パターンパターンパターンパターンのののの登録登録登録登録    

    

1111．．．．プリンタプリンタプリンタプリンタ設定設定設定設定／／／／給紙給紙給紙給紙トレイトレイトレイトレイ／／／／用紙用紙用紙用紙パターンパターンパターンパターンを選択すると右図の用

紙パターンの選択画面 F が表示されます。 

「用紙パターン」ボタンを押すと「プリセット値」の選択画面が表示

され「プリセット値指定」ボタンと「プリセット値登録」および「プリセ

ット値解除」ボタンが表示されます。 

    

    

 

 

2222．．．．「プリセット値登録」ボタンを押すとトレイを選択する画面

G が表示されます。 

トレイを選択した後、「パターン 1」～｢パターン 16｣の選択画面で選

択するパターン番号のボタンを押すと、各種設定画面 I を表示し、

現在プリンタに設定されている各設定項目を表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3333．．．．    上記画面 I もしくは J で「確定」ボタン「     」を押すと、表示された値

がパターンに登録されます。（定形用紙サイズの設定は給紙トレイ内の用紙サイ

ズ設定タブで設定してください。）    

［［［［留意留意留意留意事項事項事項事項］］］］    

用紙サイズ、用紙タイプ、用紙重量設定は上記メニューよりそれぞれの値を選択してく

ださい。また印刷位置、剥離電圧の調整方法の詳細については、2.印刷位置の調整、

3.剥離電圧の調整の設定を参照してください。 

用紙パターンボタン 

画面 F 
プリセット値登録ボタン 

トレイの選択 各設定項目 画面 G 画面 H 

現在の設定 現在の設定 

画面 I 画面 J 
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（（（（3333））））パターンパターンパターンパターン登録内容登録内容登録内容登録内容のののの修正修正修正修正    

1111．．．．    プリンタプリンタプリンタプリンタ設定設定設定設定／／／／給紙給紙給紙給紙トレイトレイトレイトレイ／／／／用紙用紙用紙用紙パターンパターンパターンパターンを選択すると（1）-1 の用紙パターンの選択画

面が表示されます。 

2222．．．．    「用紙パターン」ボタンを押し「プリセット値指定」ボタンを押し画面 C を表示させます。    

3333．．．．    トレイ「        」を選択し、UPDOWN ボタン「      」を押し、変更したいパター

ン番号を選択します。 

4444．．．．    ｢詳細｣ボタンを押し、すでに登録したパターンの詳細表示画面 D が表示されます。 

5555．．．．    「       」ボタンを押すと次の画面 E が表示されます。 さらに「       」ボタンを

押すと前の画面 D に戻ります。 「        」を押すと画面 C へ戻ります。 

6666．．．．    変更したい項目を選択し、設定値を変更します。 

    ［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

用紙サイズ、用紙タイプ、用紙重量設定は上記メニューよりそれぞれの値を選択してください。

また印刷位置、剥離電圧の調整方法の詳細については、2.印刷位置の調整、3.剥離電圧の

調整の設定を参照してください。    

7777．．．．    「確定」ボタン「        」を押し、そのトレイは選択したパターン番号で設定します。

（各トレイでの用紙サイズの設定は 3.7 節参照） 

                            ［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

                                        用紙に合っていないパターンを選択すると、正しく印刷されないことがあります。    

16 

1 

2 

3 

1 

画面 C 画面 D 
画面 E 
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  （（（（4444））））プリセットプリセットプリセットプリセット値値値値のののの解除解除解除解除    

すでに登録されたプリセット値を一括解除したい場合、下記手順で解

除してください。選択されたプリセット値の設定値を一括でデフォルト

値に戻すことができます。 

1111．．．． プリンタプリンタプリンタプリンタ設定設定設定設定／／／／給紙給紙給紙給紙トレイトレイトレイトレイ／／／／用紙用紙用紙用紙パターンパターンパターンパターンを選択すると（1）-1 の用

紙パターンの選択画面が表示されます。 

2222．．．． 「用紙パターン」ボタンを押し「プリセット値解除」ボタンを押すと、

画面 K を表示します。 

3333．．．． トレイを選択すると画面 L を表示します。 

4444．．．． 「全トレイ解除」と「指定トレイ解除」がありますので、「全トレイ解除」を選択すると全トレイ

解除のワーニングを表示します。 

5555．．．． 「全トレイ」解除したい場合は、「       」を押します。 

6666．．．． 「指定トレイ解除」をしたい場合は、「        」を押すと、解除動作を開始します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

画面 K 

画面 L 
画面 M 

画面 N 
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3.13.2 3.13.2 3.13.2 3.13.2 トレイトレイトレイトレイ毎毎毎毎のののの剥離電圧設定剥離電圧設定剥離電圧設定剥離電圧設定がががが未未未未サポートサポートサポートサポートのののの場合場合場合場合（（（（3.13.13.13.13.13.13.13.1 以外以外以外以外のときのときのときのとき））））    

 

（（（（１１１１））））パターンパターンパターンパターン登録登録登録登録    

1111．．．．    プリンタプリンタプリンタプリンタ設定設定設定設定／／／／給紙給紙給紙給紙トレイトレイトレイトレイ／／／／用紙用紙用紙用紙パターンパターンパターンパターン    

        ／（／（／（／（使用使用使用使用するするするする給紙給紙給紙給紙トレイトレイトレイトレイ番号番号番号番号））））を選択すると 

 右図のパターンの選択画面が表示されます。 

 「次の画面」ボタンを押すと 

 「パターン５」～「パターン１６」の選択画面が 

  表示されます。 

2222．．．．    「パターン 1」～「パターン１６」のボタンを押すと、右図の 

  「プリセット値指定」ボタンと「プリセット値登録」ボタンが 

  表示されます。 

  「プリセット値指定」ボタンは、パネルより任意の用紙サイズ， 

  用紙タイプ，用紙重量，印刷位置調整の各種値を設定する 

  ことができます。 

  また、「プリセット値登録」ボタンは、現在のプリンタ設定が 

  プリセット値として登録されます。 

3333．．．．    「プリセット値指定」ボタンを押すと各設定項目を選択する画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

各項目を設定した後、上記画面で「確定」ボタンを押すと、入力した値がパターンに登録

されると共に、各設定の内容がトレイに反映されます。（定形用紙サイズの設定は給紙トレ

イ内の用紙サイズ設定タブで設定してください。） 

用紙サイズ、用紙タイプ、用紙重量設定は上記メニューよりそれぞれの値を選択してくだ

さい。また印刷位置の調整方法の詳細については、3.9 印刷位置の調整の設定を参照し

てください。 

4444．．．． 上記 2222．．．．において「プリセット値登録」ボタンを押すと、現在プリンタに設定されている各

設定項目を表示します。この画面にて「確定」ボタンを押すと、各設定値がパターンとし

て登録されます。 

 

 

 

 

 

パターンボタン 

設定方法選択ボタン 

各設定項目 

現在の設定 
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（（（（2222））））パターンパターンパターンパターン使用使用使用使用 

1111．．．．    ププププリンタリンタリンタリンタ設定設定設定設定／／／／給紙給紙給紙給紙トレイトレイトレイトレイ／／／／用紙用紙用紙用紙パターンパターンパターンパターン／（／（／（／（使用使用使用使用するするするする給紙給紙給紙給紙トレイトレイトレイトレイ番号番号番号番号））））を選択すると(1)-

１のパターンの選択画面が表示されます。 

2222．．．． 「パターン 1」～「パターン１６」のボタンを押すと、(1)-2 の画面が表示されます。 

3333．．．． 「プリセット値指定」ボタンを押すと、(1)-3 の画面が表示されます。表示された画面にお

いて「確定」ボタンを押すと、各トレイでのパターンが使用できます。 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

各パターンの登録情報はステータスページで確認できます。 

4444．．．． トレイの用紙に合ったパターンを選択してください。（各トレイでの用紙サイズの設定は

3.7 節参照） 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

                                用紙に合っていないパターンを選択すると、正しく印刷されないことがあります。 
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3.143.143.143.14 ステープルステープルステープルステープル機能機能機能機能についてについてについてについて    

ポートレート印刷時の用紙の置き方と添付ドライバのステープル位置関係は以下のようにな

っています。 

 
用紙の置き方 

ステープルの位置 
Long Edge Feed (LEF) Short Edge Feed (SEF) 

 

 

 

左上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

右上 

 

 

               *1 

 

 

 

 

 

 

 

 

左中央 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

右中央 

 

 

               *1 

 

 

 

 

 

 

 

 

上中央 
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ランドスケープ印刷時の用紙の置き方と添付ドライバのステープル位置関係は以下のようになっ

ています。 

 
用紙の置き方 

ステープルの位置 
Long Edge Feed (LEF) Short Edge Feed (SEF) 

 
 
 

左上 
 
 
 

  

 
 
 

右上 
 
 
 

  
 
           *1 

 
 
 

左中央 
 
 
 

  

 
 
 

右中央 
 
 
 

  
 
           *1 

 
 
 

上中央 
 
 
 

  

 

各用紙サイズと用紙の置き方については、3.6 節 用紙のサイズ、種類とトレイの関係を参

照してください。 

*1：ページ記述言語が PCL5e の場合は、これらのステープル位置は使用でき 

  ません。 
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［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

ステープル時、フィニッシャーで排紙可能な容量は以下のようになっています。この量を

超えないように排紙を行ってください。これ以上の排紙を行った場合、フィニッシャーの

排紙ローラが摩耗する場合があります。 

 

ステープル用紙枚数 

部数（B5，A4，B4，Letter，

Folio，Legal の場合） 

部数 

（A3，Ledger の場合） 

２～９ １００ ５０ 

１０～２０ ５０ ５０ 

２１～３０ ３０ ３０ 

３１～４０ ２５ ２５ 

４１～５０ ２０ ２０ 

 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

ステープル可能な用紙サイズ、用紙重量は以下のようになっています。 

  用紙サイズ：B5/A4/B4/A3/Letter/Folio/Legal/Ledger 

  用紙重量：60～128 g/m

2

 

上記の用紙重量を超える設定をした場合、ステープル用紙枚数設定のジョブオフセット印

刷となります。 
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第第第第 4  4  4  4 章章章章    

ネットワークネットワークネットワークネットワーク設定設定設定設定 
 

4.14.14.14.1 このこのこのこの章章章章のののの内容内容内容内容 

この章では、以下の事項について説明します。 

■ ネットワークへの接続 

■ オンボード・ネットワーク I/F 

■ マルチプロトコル対応・ネットワーク I/F（HT-4559-70N1） 

■ MAC アドレスの確認 

■ プリンタへの設定 

■ プリンタドライバのインストール 

■ UNIX オペレーティングシステムへの登録 
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4.24.24.24.2 ネットワークネットワークネットワークネットワークへのへのへのへの接続接続接続接続 
 

本章は、システムおよびネットワークの管理概念について熟知している方を対象としています。

ネットワーク環境へのプリンタ登録については、お手持ちのネットワーク環境において、ホスト、

サーバおよびプリンタの管理責任のあるネットワーク管理者に確認してください。 

 

プリンタは、次の２種類のネットワーク I/F のうちどちらかをサポートしています。 

どちらがサポートされているかについては、プリンタモデルを確認してください。 

 

■ オンボードオンボードオンボードオンボード・・・・ネットワークネットワークネットワークネットワーク I/F  I/F  I/F  I/F （（（（ネットワークネットワークネットワークネットワーク（（（（AUXAUXAUXAUX））））））））    

（TCP/IP および LPR/LPD, EtherTalk

®

） 

 

■■■■    マルチプロトコルマルチプロトコルマルチプロトコルマルチプロトコル対応対応対応対応・・・・ネットワークネットワークネットワークネットワーク I/F  I/F  I/F  I/F （（（（ネットワークネットワークネットワークネットワーク（（（（NICNICNICNIC））））））））    

        （（（（HHHHTTTT----F4559F4559F4559F4559----70N170N170N170N1））））    

（TCP/IP, LPR/LPD, NetWare

®

 IPX/SPX, EtherTalk

®

） 

 

それぞれ、10BASE-T/100BASE-TX（自動切り替え）をサポートしています。 

 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

Ethernet

®

ケーブルは、プリンタの電源を ON する前にネットワーク I/F に接

続してください。 

 

（１） ネットワークに接続するお客様の環境の 10BASE-T, 100BASE-TX ケーブル（UTP、

10BASE-T の場合はカテゴリー３以上、100BASE-TX の場合はカテゴリー５）にフェ

ライトコアを取り付けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 10BASE-T, 100BASE-TX ケーブルをプリンタのリア側にある 10/100B-T コネクタに

接続する場合は、フェライトコアを取り付けたコネクタの方を接続してください。 

 

次に、ホストから各ネットワーク I/F を使用して印刷を行う場合、必要となる設定情報を説明し

ます。サポートされているネットワーク I/F の項目を参照してください。 

 

4.34.34.34.3 オンボードオンボードオンボードオンボード・・・・ネットワークネットワークネットワークネットワーク I/F I/F I/F I/F    

ここでは、プリンタの IP アドレス設定や LPR/LPD, EtherTalk

®

印刷に必要な情報を説明しま

す。 

 

4.3.14.3.14.3.14.3.1    プリンタプリンタプリンタプリンタのののの IPIPIPIP アドレスアドレスアドレスアドレスややややゲートウエイゲートウエイゲートウエイゲートウエイのののの設定設定設定設定    

プリンタの IP アドレスやゲートウェイアドレスは、オペレータ・コントロール・パネル（OCP）を

使用して行います。設定については、以下を参照して行ってください。 

 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

Ethernetケーブルを接続していない状態で設定を行った場合、Ethernetケ

ーブルを接続した後、プリンタの電源を OFF/ON してください。 

 

（１）＜メイン･メニュー＞画面で、以下の順に表示画面を選択してください。 

  環境設定環境設定環境設定環境設定／／／／システムシステムシステムシステム／／／／パスワードパスワードパスワードパスワード    

（２）システムパスワードをテンキーで入力し、[確定]ボタンを押します。 

   （システムパスワードの工場出荷値は“1000”になっています。） 
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（３）以下の画面を選択してください。 

ネットワークネットワークネットワークネットワーク I/FI/FI/FI/F／／／／IPIPIPIP アドレスアドレスアドレスアドレス 

（４）ＩＰアドレスをテンキーで入力（例：192.1.1.195）し、[確定]ボタンを押します。 

        このとき、ドット“．”も入力する必要があります。 

（５）ＩＰアドレス以外の項目を設定する場合、該当項目を押下して(４)と同様の手順で 

    実行してください。 

 

4.3.24.3.24.3.24.3.2    TCP/IPTCP/IPTCP/IPTCP/IP プロトコルプロトコルプロトコルプロトコルをををを使用使用使用使用したしたしたした LPR/LPDLPR/LPDLPR/LPDLPR/LPD    
Windows や UNIX オペレーティングシステムからネットワークプリンタとして使用する場合、

PDL/エミュレーションにより以下の対応するプリントキュー名を指定してください。 

 

・PostScript プリンタとして使用する場合：postscript (すべて小文字) 

・PCL プリンタとして使用する場合：vp-pcl (すべて小文字) 

 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

使用する PDL/エミュレーションがプリンタでサポートされていなければ、印

刷を行うことはできません。 

サポートされている PDL/エミュレーションについては、プリンタモデルを確

認してください。 

LPR バイトカウントを有効に設定した状態で、転送可能な 1 ファイルの最大

サイズは4GByteです。4GByte以上のデータを転送した場合、印刷は行わ

れません。 

 

Windows 2000/XP/Server2003 を使用する場合、Windows の［標準 TCP/IP ポートモニタ

の構成］画面の［LPR 設定］項目に表示される［LPR バイトカウントを有効にする］の選択

を確認してください。 

 

注意注意注意注意：［LPD スプーリング］が有効であり、［LPR バイトカウントを有効にする］を OFF にした

場合、印刷ができません。転送可能な 1 ファイルの最大サイズは 2Gbyte です。 

 

［LPR バイトカウント設定の確認方法］ 

Windows 2000/XP/Server2003 での LPR バイトカウント設定の確認方法について以下説

明します。 

 

1.1.1.1. Windows を起動して、［Administrator］などの管理者権限を持ったユーザ名でログオ

ンします。 

2.2.2.2. Windows 2000 の場合 

［スタート］→［設定］→［プリンタ］を選択します。 

Windows /XP/Server2003 の場合 

［スタート］→［コントロールパネル］を選択し、コントロールパネルを開きます。つぎに

［プリンタと FAX］をダブルクリックします。 

3.3.3.3. 該当するプリンタアイコン上にマウスポインタを合わせ、右ボタンクリックして［プロパテ

ィ］を選択します。 

4.4.4.4. ［プリンタ］メニューから［プロパティ］を選択し、プリンタのプロパティ画面より［ポート］タ

ブを選択します。 

5.5.5.5. ［ポートの構成］ボタンをクリックすると、［標準 TCP/IP ポートモニタの構成］画面が表示

されますので、［LPR 設定］項目に表示される［LPR バイトカウントを有効にする］の設定

を確認ください。 
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4.3.34.3.34.3.34.3.3    EtherTalkEtherTalkEtherTalkEtherTalk プロトコルプロトコルプロトコルプロトコルをををを使用使用使用使用したしたしたした印刷印刷印刷印刷    

Apple
® 

EtherTalk 環境からネットワークプリンタとして使用する場合、セレクタにより以下の

プリンタを選択し、設定を行います。 

AppleTalk ゾーンを変更する場合は、本章 4-10 ページ “プリンタへの設定”を参照してく

ださい。 

 

・PostScript プリンタとして使用：PSAxxxxxx* 

＊論理プリンタ名に使用されている”xxxxxx”は、ネットワーク I/F の持つ MAC アドレス

（Ethernet アドレス）の下６桁を示します。MAC アドレスの確認については、本章 

“MAC アドレスの確認” を参照してください。 

 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

使用する PDL/エミュレーションがプリンタでサポートされていなければ、印

刷を行うことはできません。 

サポートされている PDL/エミュレーションについては、プリンタモデルを確

認してください。 
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4.4 4.4 4.4 4.4 マルチプロトコルマルチプロトコルマルチプロトコルマルチプロトコル対応対応対応対応・・・・ネットワークネットワークネットワークネットワーク I/F I/F I/F I/F（（（（HTHTHTHT----F4559F4559F4559F4559----70N170N170N170N1）））） 
ここでは、プリンタの IP アドレス設定や LPR/LPD, NetWare IPX/SPX, EtherTalk, NetBEUI

印刷に必要な情報を説明します。 

 

4.4.14.4.14.4.14.4.1    プリンタプリンタプリンタプリンタのののの IPIPIPIP アドレスアドレスアドレスアドレスややややゲートウエイゲートウエイゲートウエイゲートウエイのののの設定設定設定設定    

プリンタの IP アドレスやゲートウェイアドレスは、オペレータ・コントロール・パネル（OCP）を

使用して行います。設定については、以下を参照して行ってください。 

 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

Ethernet ケーブルを接続していない状態で電源を ON した場合、設定が

できませんので、Ethernet ケーブルを接続した後、プリンタの電源を

OFF/ON してください。 

 

（１）＜メイン･メニュー＞画面で、以下の順に表示画面を選択してください。 

  環境設定環境設定環境設定環境設定／／／／システムシステムシステムシステム／／／／パスワードパスワードパスワードパスワード    

（２）システムパスワードをテンキーで入力し、[確定]ボタンを押します。 

   （システムパスワードの工場出荷値は“1000”になっています。） 

（３）以下の画面を選択してください。 

  ネットワークネットワークネットワークネットワーク I/FI/FI/FI/F／／／／ネットワークネットワークネットワークネットワーク（（（（NICNICNICNIC）／ＩＰ）／ＩＰ）／ＩＰ）／ＩＰアドレスアドレスアドレスアドレス    

（４）ＩＰアドレスをテンキーで入力（例：192.1.1.195）し、[確定]ボタンを押します。 

        このとき、ドット“．”も入力する必要があります。 

（５）ＩＰアドレス以外の項目を設定する場合、該当項目を押下して(４)と同様の手順で 

    実行してください。 

 

4.4.24.4.24.4.24.4.2    TCP/IPTCP/IPTCP/IPTCP/IP プロトコルプロトコルプロトコルプロトコルをををを使用使用使用使用したしたしたした LPR/LPDLPR/LPDLPR/LPDLPR/LPD    

Windows や UNIX オペレーティングシステムからネットワークプリンタとして使用する場合、

PDL/エミュレーションにより以下の対応するプリントキュー名を指定してください。 

 

・PostScript プリンタとして使用する場合：postscript (すべて小文字) 

・PCL プリンタとして使用する場合：vp-pcl (すべて小文字) 

 

［［［［留意事留意事留意事留意事項項項項］］］］    

使用する PDL/エミュレーションがプリンタでサポートされていなければ、印

刷を行うことはできません。 

サポートされている PDL/エミュレーションについては、プリンタモデルを確

認ください。 

LPR バイトカウントを有効に設定した状態で、転送可能な 1 ファイルの最大

サイズは 4GByte です。4GByte 以上のデータを転送した場合、印刷は行わ

れません。 

 

Windows 2000/XP/Server2003 を使用する場合、Windows の［標準 TCP/IP ポートモニタ

の構成］画面の［LPR 設定］項目に表示される［LPR バイトカウントを有効にする］の選択を

OFF にしてください。 

 

［LPR バイトカウント設定の確認方法］ 

Windows 2000/XP/Server2003 での LPR バイトカウント設定の確認方法について以下説

明します。 

1.1.1.1. Windows を起動して、［Administrator］などの管理者権限を持ったユーザ名でログオン

します。 

2.2.2.2. Windows 2000 の場合 

［スタート］→［設定］→［プリンタ］を選択します。 

Windows XP/Server2003 の場合 

［スタート］→［コントロールパネル］を選択し、コントロールパネルを開きます。つぎに

［プリンタと FAX］をダブルクリックします。 

3.3.3.3. 該当するプリンタアイコン上にマウスポインタを合わせ、右ボタンクリックして［プロパテ

ィ］を選択します。 

4.4.4.4. ［プリンタ］メニューから［プロパティ］を選択し、プリンタのプロパティ画面より［ポート］タ

ブを選択します。 

5.5.5.5. ［ポートの構成］ボタンをクリックすると、［標準 TCP/IP ポートモニタの構成］画面が表示

されますので、［LPR設定］項目に表示される［LPRバイトカウントを有効にする］の設定

を確認ください。 
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4.4.3 NetWare4.4.3 NetWare4.4.3 NetWare4.4.3 NetWare IPX/SPX IPX/SPX IPX/SPX IPX/SPX プロトコルプロトコルプロトコルプロトコルをををを使用使用使用使用したしたしたした印刷印刷印刷印刷    

NetWare 環境からネットワークプリンタとして使用する場合、以下の手順で行います。 

 

１１１１．．．．使用するモードにより以下のプリントサーバ名やプリンタ名を NetWare サーバに登録

してください。 

 

□□□□    リモートプリンタモードリモートプリンタモードリモートプリンタモードリモートプリンタモード（（（（NetWareNetWareNetWareNetWare ののののプリントサーバプリントサーバプリントサーバプリントサーバをををを使用使用使用使用））））    

・プリントサーバ名：NetWare 環境で使用しているプリントサーバ名 

・プリンタ名：PSNxxxxxx * (NetWare をサポートする論理プリンタ名) 

・プリンタタイプ：NetWare 3.12 の場合は ”ﾘﾓｰﾄﾊﾟﾗﾚﾙ,LPT1” 

 NetWare 4.x, 5.0 の場合は ”その他/不明” 

 

□□□□    プリントサーバモードプリントサーバモードプリントサーバモードプリントサーバモード（（（（プリンタプリンタプリンタプリンタのののの持持持持つつつつプリントサーバプリントサーバプリントサーバプリントサーバをををを使用使用使用使用））））    

・プリントサーバ名：PSNxxxxxx * 

 (NetWare をサポートする論理プリンタ名) 

・プリンタ名：特に指定なし 

・プリンタタイプ：NetWare 3.12 の場合は ”ﾘﾓｰﾄﾊﾟﾗﾚﾙ,LPT1” 

 NetWare 4.x, 5.0 の場合は ”その他/不明” 

 

＊論理プリンタ名に使用されている”xxxxxx”は、ネットワーク I/F の持つ MAC アドレ

ス（Ethernet アドレス）の下６桁を示します。MAC アドレスの確認については、本

章 “MAC アドレスの確認” を参照してください。 

 

２２２２．．．．NetWare サーバの設定完了後、本章 4-9 ページ “プリンタへの設定”を参照し、設定を

行ってください。 

 

ここで使用されている PSNxxxxxx の PDL/エミュレーションは、”PostScript”(デフォルト)

に設定されています。PDL/エミュレーションを変更する場合は、本章“プリンタへの設

定”の”エミュレーション”を参照してください。 

 

 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

使用する PDL/エミュレーションがプリンタでサポートされていなければ、印

刷を行うことはできません。 

サポートされている PDL/エミュレーションについては、プリンタモデルを確

認してください。 
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4.4.44.4.44.4.44.4.4    EtherTalkEtherTalkEtherTalkEtherTalk プロトコルプロトコルプロトコルプロトコルをををを使用使用使用使用したしたしたした印刷印刷印刷印刷    

Apple
® 

EtherTalk 環境からネットワークプリンタとして使用する場合、セレクタにより以下の

プリンタを選択し、設定を行います。 

AppleTalk ゾーンを変更する場合は、本章 4-10 ページ “プリンタへの設定”を参照してく

ださい。 

 

・PostScript プリンタとして使用：PSAxxxxxx* 

＊論理プリンタ名に使用されている”xxxxxx”は、ネットワーク I/F の持つ MAC アドレス

（Ethernet アドレス）の下６桁を示します。MAC アドレスの確認については、本章 

“MAC アドレスの確認” を参照してください。 

 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

使用する PDL/エミュレーションがプリンタでサポートされていなければ、印

刷を行うことはできません。 

サポートされている PDL/エミュレーションについては、プリンタモデルを確

認してください。 
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4.4.54.4.54.4.54.4.5    NetBEUINetBEUINetBEUINetBEUI プロトコルプロトコルプロトコルプロトコルをををを使用使用使用使用したしたしたした印刷印刷印刷印刷（（（（NetBEUINetBEUINetBEUINetBEUI プロトコルプロトコルプロトコルプロトコルはははは未未未未サポートサポートサポートサポートですですですです））））    

Windows
®
 95/98 等からネットワークプリンタとして使用する場合、以下の手順で行いま

す。 

Microsoft
®
ドメイン名（ワークグループ名）を変更する場合は、本章 4-10 ページ “プリンタ

への設定”を参照してください。 

 

１１１１．．．．印刷先のポートにプリンタのサーバ名を指定します。 

プリンタのサーバ名は、DPCxxxxxx *です。 

＊サーバ名に使用されている”xxxxxx”は、ネットワーク I/F の持つ MAC アドレス

（Ethernet アドレス）の下６桁を示します。MAC アドレスの確認については、本章 

“MAC アドレスの確認”を参照してください。 

 

２２２２．．．．選択したサーバ名に表示されるプリントキュー名から、PDL/エミュレーションにより以下

の対応するプリントキュー名を指定してください。 

 

・PostScript プリンタとして使用する場合：postscript * 

・PCL プリンタとして使用する場合：vp-pcl * 

 

＊プリントキュー名は、使用 OS により大文字または小文字で表示されます。 

 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

使用する PDL/エミュレーションがプリンタでサポートされていなければ、印

刷を行うことはできません。 

サポートされている PDL/エミュレーションについては、プリンタモデルを確

認してください。 

１台のホストからNetBEUIプロトコルを使用して直接プリンタに印刷を行うこ

とができますが、複数のホストからプリンタを同時に使用する場合や複数の

印刷データを連続して印刷する場合には、適していません。 

また、他のプロトコル（Apple EtherTalk,や NetWare IPX/SPX, TCP/IP 

LPR/LPD）を使用して印刷中に NetBEUI プロトコルを使用する場合にも、

適していません。 
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4.54.54.54.5 MACMACMACMAC アドレスアドレスアドレスアドレスのののの確認確認確認確認    

 

本プリンタの MAC アドレスは、OCP により確認することができます。 

OCP のメインメニューにて、[i]スイッチを押下することにより、インフォメーション・メニューが表

示されますので、使用しているネットワーク I/F に合わせて、以下の操作を行ってください。 

 

１１１１．．．．オンボード・ネットワークモデルの場合 

[ネットワーク]を選択すると、オンボード・ネットワーク I/F の MAC アドレスや IP アドレス

が表示されます。 

 

２２２２．．．．マルチプロトコル対応・ネットワークモデルの場合 

[ネットワーク]を選択すると、[ネットワーク（AUX）]と[ネットワーク（NIC）]の２つが表示され

ます。 

[ネットワーク（NIC）]を選択すると、マルチプロトコル対応・ネットワーク I/F の MAC アド

レスや IP アドレスが表示されます。 

 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

マルチプロトコル対応ネットワークモデルの場合ネットワーク（AUX）は使用

できませんので選択しないでください。 
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4.64.64.64.6 プリンタプリンタプリンタプリンタへのへのへのへの設定設定設定設定 
 

本プリンタは、HTTP サーバを搭載しており、Web ブラウザ（Internet Explorer や Netscape）を

使用してプリンタのネットワーク設定を行うことができます。 

ネットワーク設定は、Web ページ上に表示される[システム]メニューの項目から行うことができ

ます。 

手順を以下に説明します。 

 

 

注意注意注意注意    

・・・・本章本章本章本章でででで説明説明説明説明しているしているしているしている以外以外以外以外のののの項目項目項目項目についてについてについてについて、、、、設定設定設定設定をををを行行行行わないでくださわないでくださわないでくださわないでくださ

いいいい。。。。設定設定設定設定をををを行行行行ったったったった場合場合場合場合、、、、プリンタプリンタプリンタプリンタがががが動作動作動作動作しなくなるしなくなるしなくなるしなくなる可能性可能性可能性可能性がありまがありまがありまがありま

すすすす。。。。    

・・・・HTTPHTTPHTTPHTTP をををを使用使用使用使用するためにはするためにはするためにはするためには、、、、本本本本プリンタプリンタプリンタプリンタにににに IPIPIPIP アドレスアドレスアドレスアドレスがががが設定設定設定設定されてされてされてされて

いるいるいるいる必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。    

 

・Web ブラウザによりシステム設定項目への接続を行います。 

 

・[システム]メニューから使用するプロトコル毎に設定を行います。 

 

・その他の設定 

必要がある場合にのみ、以下の設定を行ってください。 

a) 論理プリンタのエミュレーションを変更する場合 

NetWare IPX/SPX を使用した印刷で、エミュレーションを PostScript（デフォルト）から

PCL に、または PCL から PostScript に変更する場合に行います。 

b) PostScript I/O モードを変更する場合 

エミュレーションが、PostScript に設定されている論理プリンタの I/O モードを変更する

場合に行います。 

 (PostScript バイナリデータの印刷を行う場合、”Raw”に設定します) 

 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

・PostScript I/O モードがデータに合わせて正しく設定されていない場合、

印刷を行うことはできません。 

・EtherTalk用の論理プリンタのPostScript I/Oモードは、”Raw”の状態か

ら変更しないでください。”Normal”に変更した場合、正しく印刷を行う

ことができません。 
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4.4.4.4.6666.1.1.1.1    システムシステムシステムシステム設定項目設定項目設定項目設定項目へのへのへのへの接続接続接続接続    

 

1. 1. 1. 1. Web ブラウザを起動し、本プリンタの IP アドレスを入力した後、[Enter]キーを押してくだ

さい。 

 

例：本プリンタの IP アドレスが 192.1.1.190の場合、http://192.1.1.190と入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 2. 2. 2. メニューの[システム]を選択し、パスワードを入力してください。 

ユーザ名には”system”（すべて小文字）、パスワードには”1000”を入力し、[OK]をクリ

ックしてください。ただし、システム用パスワードを OCP から変更している場合には、

変更したパスワードを入力し、[OK]をクリックしてください。画面上でのパスワード

は、”＊”が表示されます。 
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3. 3. 3. 3. ユーザ名とパスワードが正しければ、システム項目の設定ができるようになります。画面

表示の後、[システム]を選択すると、[システム]メニューが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 4. 4. 4. 次に、本章 “各プロトコルの設定”を参照し、必要な設定をプリンタに行ってください。

また必要があれば、”その他の設定”を参照し、変更を行ってください。 
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4.4.4.4.6666.2.2.2.2    各各各各プロトコルプロトコルプロトコルプロトコルのののの設定設定設定設定    

各プロトコル毎の設定方法を説明します。 

・TCP/IP プロトコル設定 

・NetWare IPX/SPX プロトコル設定 

・EtherTalk プロトコル設定 

・NetBEUI プロトコル設定 

 

 

1. TCP/IP1. TCP/IP1. TCP/IP1. TCP/IP プロトコルプロトコルプロトコルプロトコル設定設定設定設定    

TCP/IP プロトコルを使用して LPR/LPD 印刷を行う場合、Web ブラウザを使用した設

定は必要ありません。 

 

 

2. NetWare IPX/SPX2. NetWare IPX/SPX2. NetWare IPX/SPX2. NetWare IPX/SPX プロトコルプロトコルプロトコルプロトコル設定設定設定設定    

NetWare IPX/SPX プロトコルを使用して印刷を行う場合、必要な登録を NetWare 

サーバに行った後、以下の手順により、プリンタへの設定を行ってください。 

NetWare サーバへ登録する際のモードにより、各モード別の設定を参照して行ってく

ださい。 

 

□□□□    リモートプリンタモードリモートプリンタモードリモートプリンタモードリモートプリンタモード    

[システム]メニューから[論理プリンタ]を選択し、論理プリンタリストから[PSNxxxxxx]

を選択し、[設定]をクリックします。 

[システム-論理プリンタ]画面が表示されるので、[NetWare]を選択し、NetWare 設

定項目の[リモートプリンタモード]を選択します。 

次ページの画面で、NetWare サーバに登録した内容を設定し、[確定]を押します。 

    

プリントサーバプリントサーバプリントサーバプリントサーバ：本プリンタを登録した NetWare サーバ上のプリントサーバ名 

 

プリンタプリンタプリンタプリンタ番号番号番号番号    ：NetWare サーバ上のプリントサーバに、本プリンタを登録した時の

登録プリンタ番号 
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例：本プリンタをプリントサーバ名”HKK-PSERVER”のプリンタ番号”１”に登録した場合、以下

のように設定します。 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

□□□□    プリントサーバモードプリントサーバモードプリントサーバモードプリントサーバモード    

[システム]メニューから[論理プリンタ]を選択し、論理プリンタリストから[PSNxxxxxx]

を選択し、[設定]をクリックします。 

[システム-論理プリンタ]画面が表示されるので、[NetWare]を選択し、NetWare 設

定項目の[プリントサーバモード]を選択します。 

次ページを参照してNetWareサーバに登録した内容を設定し、[確定]を押します。 

 

以下の設定は、バインダリモードで登録した場合の例です。 
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・・・・NDSNDSNDSNDS モードモードモードモードでででで登録登録登録登録したしたしたした場合場合場合場合    

本プリンタを登録した NDS ツリー名と NDS コンテキストを入力します。 

例：NDS ツリー名”JP”、NDS コンテキスト”OU=PRINTER.O=SERVER”では、以下

のように設定します。 

NDSNDSNDSNDS ツリーツリーツリーツリー：：：：JP 

NDSNDSNDSNDS コンテキストコンテキストコンテキストコンテキスト：：：：PRINTER. SERVER 

    

・・・・バインダリモードバインダリモードバインダリモードバインダリモードでででで登録登録登録登録したしたしたした場合場合場合場合    

[この論理プリンタのバインダリファイルサーバ]に本プリンタを登録した NetWare

サーバ名を入力します。 

例：バインダリモードで NetWare サーバ ”HKKSERV”に登録した場合、以下のよ

うに設定します。 

このこのこのこの論理論理論理論理プリンタプリンタプリンタプリンタののののバインダリファイルサーババインダリファイルサーババインダリファイルサーババインダリファイルサーバ：：：：HKKSERV 

[[[[追加追加追加追加]]]]ボタンボタンボタンボタンのののの選択選択選択選択    

 

 

3. EtherTalk3. EtherTalk3. EtherTalk3. EtherTalk プロトコルプロトコルプロトコルプロトコル設定設定設定設定    

Apple EtherTalk プロトコルを使用して印刷を行う場合、Web ブラウザを使用した設定

は必要ありません。 

ただし、AppleTalk ゾーンの設定が必要な場合には、以下の設定を Web ブラウザから

行ってください。 

3.3.3.3.1111    マルチプロトコルマルチプロトコルマルチプロトコルマルチプロトコル対応対応対応対応ネットワークネットワークネットワークネットワーク I/FI/FI/FI/F モデルモデルモデルモデルのののの場合場合場合場合    

[システム]メニューから[構成]を選択し、[システム-構成]メニューから[ネットワーク

（NIC）]を選択します。 

表示されるプロトコルから[AppleTalk]を選択し、設定したいゾーン名を[AppleTalk ゾー

ン]に入力後、[確定]を押します。 

 

例：プリンタの AppleTalk ゾーンを”Sales”に設定する場合 
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3333.2.2.2.2    オンボーオンボーオンボーオンボードネットワークドネットワークドネットワークドネットワーク I/FI/FI/FI/F モデルモデルモデルモデルのののの場合場合場合場合    

[システム]メニューから[構成]を選択し、[システム-構成]メニューから[AppleTalk]を選

択します。 

設定したいゾーン名を[AppleTalk ゾーン]に入力後、[確定]を押します。 

 

 

設定完了後、プリンタの電源を一度 OFF/ON してください。 

 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

本プリンタを使用される場合、プリンタの属する AppleTalk ゾーンの設定をさ

れることをお勧めします。プリンタの属する AppleTalk ゾーンの設定をされな

い場合は、プリンタがどの AppleTalk ゾーンに属するか保証できません。 
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4. NetBEUI4. NetBEUI4. NetBEUI4. NetBEUI プロトコルプロトコルプロトコルプロトコル設定設定設定設定（（（（NetBEUINetBEUINetBEUINetBEUI プロトコルプロトコルプロトコルプロトコルはははは未未未未サポートサポートサポートサポートですですですです））））    

NetBEUI プロトコルを使用して印刷を行う場合、Web ブラウザを使用した設定は必要あ

りません。 

ただし、Microsoft ドメイン名（ワークグループ名）を変更する場合、以下の設定を Web

ブラウザから行ってください。 

 

[システム]メニューから[構成]を選択し、[システム-構成]メニューから[ネットワーク

（NIC）]を選択します。 

表示されるプロトコルから[NetBIOS]を選択し、設定したいドメイン名を [ドメインネーム]

に入力後、[確定]を押します。 

 

例：プリンタのドメインネームを”NETWORK”に設定する場合 

    

    

OG B 06  



 4-18 

4.4.4.4.6666.3 .3 .3 .3 そのそのそのその他他他他のののの設定設定設定設定    

    

・・・・論理論理論理論理プリンタプリンタプリンタプリンタののののエミュレーションエミュレーションエミュレーションエミュレーションをををを変更変更変更変更するするするする場合場合場合場合    

NetWare IPX/SPX を使用した印刷で、エミュレーションを PostScript（デフォルト）から

PCL に、または PCL から PostScript に変更する場合に行います。 

    

・・・・ PostScript I/O PostScript I/O PostScript I/O PostScript I/O モードモードモードモードをををを変更変更変更変更するするするする場合場合場合場合    

エミュレーションが PostScript に設定されている論理プリンタの I/O モードを変更する

場合に行います。 

 (PostScript バイナリデータの印刷を行う場合、”Raw”に設定します) 

 

    

1. 1. 1. 1. エミュレーションエミュレーションエミュレーションエミュレーションのののの変更変更変更変更    

[システム]メニューから[論理プリンタ]を選択し、論理プリンタリストから[PSNxxxxxx]を

選択し、[設定]をクリックします。 

[システム-論理プリンタ]画面が表示されるので、[一般]を選択し、以下の[エミュレーシ

ョン]項目から[PCL]または[PostScript]を選択し、[確定]を押します。 

 

例：エミュレーションを”PCL”に変更する場合 
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2. PostScript I/O2. PostScript I/O2. PostScript I/O2. PostScript I/O モードモードモードモードのののの変更変更変更変更    

[システム]メニューから[論理プリンタ]を選択し、変更する論理プリンタを選択し、 

[設定]をクリックします。 

[システム-論理プリンタ]画面が表示されるので、[PostScript]を選択し、以下の

[PostScript I/O モード]項目から[Raw]または[Normal]を選択し、[確定]を押します。 

 

例：PostScript I/O モードを”Raw”に変更する場合 
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4.7 4.7 4.7 4.7 プリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバプリンタドライバののののインストールインストールインストールインストール    

添付されている CD-ROM から、各 OS に従ってクライアント PC にプリンタドライバをインスト

ールしてください。 

詳細は CD-ROM の README を参照してください。 

 

4.8 UNIX4.8 UNIX4.8 UNIX4.8 UNIX オペレーティングシステムオペレーティングシステムオペレーティングシステムオペレーティングシステムへのへのへのへの登録登録登録登録    

ここでは、本プリンタを UNIX オペレーティングシステムに登録する手順を説明しま

す。登録手順は、各オペレーティングシステム別に説明していますので、ご使用のオ

ペレーティングシステムを参照してください。 

 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

UNIX オペレーティングシステムに登録し、使用するためには、本プ

リンタに IP アドレスが設定されている必要があります。 

 

オペレーティングシステム 

・SunOS

TM

 4.1.3C 

・Solaris

TM

 2.5, 2.5.1, 2.6, 7 

・HP-UX

®
 10.10, 10.20, 11.00 

・HI-UX

®
/WE2 6.20  3050RX 

 

4.8.1 SunOS4.8.1 SunOS4.8.1 SunOS4.8.1 SunOS

    

4.1.3C4.1.3C4.1.3C4.1.3C    

ここでは、本プリンタを SunOS 4.1.3C に登録する手順を説明します。この登録を行

うためには、ホストに root でログインする必要があります。 

 

リモートプリンタとして使用する場合、プリンタのリモートホスト名(/etc/hosts に

登録したプリンタのノード名)とリモートプリンタ名(論理プリンタ)が必要となりま

す。 

 

ここでは例として、プリンタ用のダミーデバイスファイル名を”hkk”、ホストに登録す

るプリンタ名（印刷時に使用するプリンタ名）を ”rpr1”、リモートホスト名

を”printer1”（/etc/hosts に記述が必要）、リモートプリンタ名を”postscript”（PDL/

エミュレーションが PostScript のデフォルト論理プリンタ名、PCL 用のデフォルト論

理プリンタ名は、全て小文字の”vp-pcl”です。）として説明します。 
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1. ホストにスーパーユーザ(root)としてログインします。 

 

2. ダミーデバイスファイルを作成します。 

# touch  /dev/hkk 

# chown  daemon  /dev/hkk 

# chmod  666  /dev/hkk  

 

システムにより、chgrp コマンドが必要となることがあります。システムマニュ

アルを参照してください。 

 

3. ファイルがスプールされるディレクトリを作成します。 

# mkdir  /usr/spool/lpd/rpr1d 

# chown  daemon  /usr/spool/lpd/rpr1d 

# chmod  755  /usr/spool/lpd/rpr1d  

 

4. "vi"エディタなどを使用して、"/etc/printcap"ファイルに以下のような記述を追

加します。 

rpr1 | rps | Account postscript printer for remote: ¥ 

:lp=/dev/hkk:¥ 

:rm=printer1:¥ （（（（リモートホストリモートホストリモートホストリモートホスト名名名名）））） 

:rp=postscript:¥ （（（（リモートプリンタリモートプリンタリモートプリンタリモートプリンタ名名名名）））） 

:lf=/usr/adm/lpd-errs:¥ （（（（エラーログファイルエラーログファイルエラーログファイルエラーログファイル名名名名）））） 

:sd=/usr/spool/lpd/rpr1d:¥ （（（（スプールディレクトリスプールディレクトリスプールディレクトリスプールディレクトリ）））） 

:mx#0:¥ （（（（制限制限制限制限なしのなしのなしのなしのバッファスペースバッファスペースバッファスペースバッファスペース）））） 

:sh:¥ （（（（見出見出見出見出ししししページページページページのののの抑止抑止抑止抑止）））） 

:sf: （（（（フォームフィードフォームフィードフォームフィードフォームフィードのののの抑止抑止抑止抑止）））） 

 

5. 新スプールデバイスを初期化します。 

# lpc  start  rpr1  （printcap ファイル内でのプリンタ名を使用する） 

 

6. 以上で設定は終了です。印刷は、下記の"lpr - P"コマンドを使用して行うことが

できます。 

# lpr  -P rpr1         印刷印刷印刷印刷ファイルファイルファイルファイル名名名名    

    

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

・今回、登録したプリンタにより印刷できるファイルは、PostScript ファイル

のみです。テキストファイルをプリンタに送った場合、印刷されません。 

・"lpr"コマンドによるコピー枚数の指定はできません。 
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4.8.2 Solaris 2.5, 2.5.1, 2.6, 74.8.2 Solaris 2.5, 2.5.1, 2.6, 74.8.2 Solaris 2.5, 2.5.1, 2.6, 74.8.2 Solaris 2.5, 2.5.1, 2.6, 7    

ここでは、本プリンタを Solaris 2.5, 2.5.1, 2.6, 7 に登録する手順を説明します。

この登録を行うためには、ホストに root でログインする必要があります。 

 

リモートプリンタとして使用する場合、プリンタのリモートホスト名(/etc/hosts に

登録したプリンタのノード名)とリモートプリンタ名(論理プリンタ)が必要となりま

す。 

 

ここでは例として、Solaris 7 を使用し、ホストに登録するプリンタ名（印刷時に使

用するプリンタ名）を”rpr1”、リモートホスト名を”printer1”（/etc/hosts に記述が

必要）、リモートプリンタ名を”postscript”（PDL/エミュレーションが PostScript の

デフォルト論理プリンタ名、PCL 用のデフォルト論理プリンタ名は、全て小文字

の”vp-pcl”です。）として説明します。 

 

 

1. ホストにスーパーユーザ(root)としてログインします。 

 

2. リモートホストのOS の種類をBSD 系ホストとして指定します。 

# lpsystem  -tbsd  printer1 

-t ：リモートホストの OS の種類を指定（bsd ） 
 

3. 次に、プリントジョブが実行されていないことをチェックしてください 

 （lpstat - o ）。また、これから作成するプリンタ名と同じプリンタがないか確認

してください。 

もしプリントジョブが実行中ならば、プリントジョブ終了後に以下のコマンドを入

力し、lp スケジューラを停止します。 

# /usr/lib/lpshut 
 

4. 以下のコマンドによりプリンタの登録を行います。 

# /usr/sbin/lpadmin  –prpr1  -sprinter1!postscript  - I any  -Tunknown 
 

- p ：ホストに作成するプリンタ名。例では、"rpr1"です。 

- s ：リモートホスト名とリモートプリンタ名を！で区切って指定します。

ここでは、ホスト名がprinter1 、リモートプリンタ名が全て小文字の

postscript です。 

- I ：プリンタに送るファイル形式（Content types ）。ここでは、"any"で

す。 

- T ：Printer Type です．"unknown"を指定します。 
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5. プリンタをデフォルトプリンタとして設定する場合、以下のコマンドを実行してく

ださい。この設定を行うと、印刷時に"- d"オプションで指定するプリンタ名が省

略できます。 

# /usr/sbin/lpadmin  -d rpr1 
 

6. 以下のコマンドを入力し、lp スケジューラを再起動します。 

# /usr/lib/lpsched 
 

7. 登録したプリンタを使用可能にします。 

# /usr/sbin/accept  rpr1 

# /usr/bin/enable  rpr1  

 

8. プリンタの状況を確認するには、以下のコマンドを入力してください。 

# lpstat  -t 
 

9. 以上で設定は終了です。印刷は、下記の"lp - d"コマンドを使用して行うことが

できます。 

# lp  –d rpr1  印刷印刷印刷印刷ファイルファイルファイルファイル名名名名 
 
［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

・今回、登録したプリンタにより印刷できるファイルは、PostScript ファイル

のみです。テキストファイルをプリンタに送った場合、印刷されません。 

・"lp"コマンドによるコピー枚数の指定はできません。 
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4.8.3 HP4.8.3 HP4.8.3 HP4.8.3 HP----UX 10.10, 10.20, 11.00UX 10.10, 10.20, 11.00UX 10.10, 10.20, 11.00UX 10.10, 10.20, 11.00    

ここでは、本プリンタを HP-UX 10.10, 10.20, 11.00 に登録する手順を説明します。

この登録を行うためには、ホストに root でログインする必要があります。 

 

リモートプリンタとして使用する場合、プリンタのリモートホスト名(/etc/hosts に

登録したプリンタのノード名)とリモートプリンタ名(論理プリンタ)が必要となりま

す。 

 

ここでは例として、HP-UX 11.00 を使用し、ホストに登録するプリンタ名（印刷時に

使用するプリンタ名）を”rpr1”、リモートホスト名を”printer1”（/etc/hosts に記述

が必要）、リモートプリンタ名を”postscript”（PDL/エミュレーションが PostScript

のデフォルト論理プリンタ名、PCL 用のデフォルト論理プリンタ名は、全て小文字

の”vp-pcl”です。）として説明します。 

 

1. ホストにスーパーユーザ(root)としてログインします。 

 

2. 以下のコマンドにより SAM(System Administration Manager) (システム管理ツー

ル)を起動します。 

# sam 
 

3. SAM の使用方法を説明する画面が表示されますので、内容を確認した後、”Enter”

キーを押します。 

 

4. SAM による各設定項目の選択画面が表示されますので、”Printers and Plotters”

を選択し、”Enter”キーを押します。 

 

5. “LP Spooler”を選択して”Enter”キーを押し、”Printers and Plotters”を選択し

て”Enter”キーを押すと、現在ホストに登録されているプリンタのリストが表示さ

れます。 

 

6. “Tab”キーを押し、”Actions”メニューから”Add Remote Printer/Plotter…”を選択

して”Enter”キーを押します。 

 

7. “Add Remote Printer/Plotter”画面が表示されますので、以下の必要事項を入力し、

[OK]を実行します。 

 

Printer Name : ホストホストホストホスト上上上上にににに作成作成作成作成するするするするプリンタプリンタプリンタプリンタ名名名名。。。。例例例例ではではではでは、、、、”rpr1” ですですですです。。。。 
Remote System Name : リモートホストリモートホストリモートホストリモートホスト名名名名。。。。ここではここではここではここでは、、、、”printer1” ですですですです。。。。 
Remote Printer Name : リモートプリンタリモートプリンタリモートプリンタリモートプリンタ名名名名。。。。ここではここではここではここでは、、、、全全全全てててて小文字小文字小文字小文字

のののの”postscript” ですですですです。。。。 
[X] Remote Printer is on a BSD System <-- このこのこのこの項目項目項目項目をををを有効有効有効有効にするにするにするにする。。。。 

 

その他の項目については、デフォルトのままで使用します。 
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8. 注意事項等が表示されますので、内容を確認した後、”Tab”キーにより[OK]を選

択し、登録を続けます。 

 
9. 登録が完了すると、以下のように”Printer and Plotters”画面に登録内容が表示

されます。 

Name Type Enable To Print Accepting Requests Location 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
rpr1 remote yes, idle yes postscript on printer1 

 

10. 以上で登録は完了です。SAM を終了するために”Tab”キーを押し、”File”メニ

ューから”Exit”を実行し、もう一度”Tab”キーを押し、”File”メニューか

ら”Exit”を実行します。 

 

11. 印刷は、下記の”lp  -d”コマンドを使用して行うことができます。 
# lp  -d rpr1  印刷印刷印刷印刷ファイルファイルファイルファイル名名名名 
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4.8.4 HI4.8.4 HI4.8.4 HI4.8.4 HI----UX WE2 6.20 3050RXUX WE2 6.20 3050RXUX WE2 6.20 3050RXUX WE2 6.20 3050RX    

ここでは、本プリンタを HI-UX WE2 6.20 に登録する手順を説明します。この登録を

行うためには、ホストに root でログインする必要があります。 

 

リモートプリンタとして使用する場合、プリンタのリモートホスト名(/etc/hosts に

登録したプリンタのノード名)とリモートプリンタ名(論理プリンタ)が必要となりま

す。 

 

ここでは例として、ホストに登録するプリンタ名（印刷時に使用するプリンタ名）

を”rpr1”、リモートホスト名を”printer1”（/etc/hosts に記述が必要）、リモートプリ

ンタ名を”postscript”（PDL/エミュレーションが PostScript のデフォルト論理プリン

タ名、PCL 用のデフォルト論理プリンタ名は、全て小文字の”vp-pcl”です。）として説

明します。 

 

1. ホストにスーパーユーザ(root)としてログインします。 

 

2. ダミーデバイスファイルを作成します。 

# touch  /dev/hkk 

# chown  daemon  /dev/hkk 

# chmod  666  /dev/hkk  

 

システムにより、chgrp コマンドが必要となることがあります。システムマニュ

アルを参照してください。 

 

3. ファイルがスプールされるディレクトリを作成します。 

# mkdir  /usr/spool/lpd/rpr1d 

# chown  daemon  /usr/spool/lpd/rpr1d 

# chmod  755  /usr/spool/lpd/rpr1d  

 

4. "vi"エディタなどを使用して、"/etc/printcap"ファイルに以下のような記述を追

加します。 

rpr1 | rps | Account postscript printer for remote: ¥ 

:lp=/dev/hkk:¥ 

:rm=printer1:¥ （（（（リモートホストリモートホストリモートホストリモートホスト名名名名）））） 

:rp=postscript:¥ （（（（リモートプリンタリモートプリンタリモートプリンタリモートプリンタ名名名名）））） 

:lf=/usr/adm/lpd-errs:¥ （（（（エラーログファイルエラーログファイルエラーログファイルエラーログファイル名名名名）））） 

:sd=/usr/spool/lpd/rpr1d:¥ （（（（スプールディレクトリスプールディレクトリスプールディレクトリスプールディレクトリ）））） 

:mx#0:¥ （（（（制限制限制限制限なしのなしのなしのなしのバッファスペースバッファスペースバッファスペースバッファスペース）））） 

:sh:¥ （（（（見出見出見出見出ししししページページページページのののの抑止抑止抑止抑止）））） 

:sf: （（（（フォームフィードフォームフィードフォームフィードフォームフィードのののの抑止抑止抑止抑止）））） 
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5. 新スプールデバイスを初期化します。 

# lpc  start  rpr1  （printcap ファイル内でのプリンタ名を使用する） 

 

6. 以上で設定は終了です。印刷は、下記の"lpr - P"コマンドを使用して行うことが

できます。 

# lpr  -P rpr1         印刷印刷印刷印刷ファイルファイルファイルファイル名名名名    

    

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

・今回、登録したプリンタにより印刷できるファイルは、PostScript ファイル

のみです。テキストファイルをプリンタに送った場合、印刷されません。 

・"lpr"コマンドによるコピー枚数の指定はできません。 
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第第第第 5  5  5  5 章章章章    

Web インターフェースインターフェースインターフェースインターフェース機能機能機能機能 
 

5.15.15.15.1 このこのこのこの章章章章のののの内容内容内容内容 

この章では、以下の事項について説明します。 

■ Web ブラウザによるアクセス 

■ Web ページのコンポーネント概略 

■ Web ページの使い方 

 

 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

Web インターフェース機能で設定した各種パラメータは、ＯＣＰで設定

したパラメータの上書きとなりますのでご注意ください。 

 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

Web インターフェース機能については、Microsoft 社の Internet  

Explorer5.5 Netscape Communications 社の Netscape 

Communicator 4.78 で動作確認済です。 

 

 

 

 

各各各各 WebWebWebWeb ページページページページのののの左側左側左側左側にににに表示表示表示表示されるされるされるされる［［［［ステータスステータスステータスステータス］、［］、［］、［］、［システムシステムシステムシステム］］］］およびおよびおよびおよび［［［［保守保守保守保守］］］］

メニューメニューメニューメニューがががが表示表示表示表示されないされないされないされない場合場合場合場合、［、［、［、［サイトマップサイトマップサイトマップサイトマップ］］］］ページページページページをををを起点起点起点起点にににに各各各各ページページページページのののの機機機機

能能能能ににににアクセスアクセスアクセスアクセスしてくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    
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5.2 Web5.2 Web5.2 Web5.2 Web ブラウザブラウザブラウザブラウザによるによるによるによるアクセスアクセスアクセスアクセス    

本プリンタは、HTTP サーバを搭載しており、Web ブラウザ（Internet Explorer や

Netscape）を使用することで、プリンタの状態(ステータス)の参照、および各種パラ

メータの設定を遠隔操作にて行うことができます。 

本章では、本プリンタの Web インターフェース機能の説明を行います。 

 

【【【【留意事項留意事項留意事項留意事項】】】】    

クライアント PC から本プリンタの HTTP サーバにアクセスし、Web

機能を利用するためには、あらかじめ使用されるクライアント PC

に、Web ブラウザが動作する環境が必要です。 

使用する Web ブラウザによっては、正しく動作しない場合があり

ます。その場合には、下記バージョンを使用してください。 

Internet Explorer ： バージョン 5.5 以前 

Netscape     ： バージョン 4.78 以前 

   Web ブラウザを起動し、URL(アドレス)入力欄に本プリンタに設定した IP アドレスを

入力することで、以下に示すインデックスページが表示されます。 

例：本プリンタの IP アドレスが 192.1.1.190 の場合、http://192.1.1.190と入力しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①①①①ステータスステータスステータスステータス    

 プリンタ全般の状態が参照できるページにアクセスします。 

（詳細は本章の「5.4.1 [ステータス]メニュー」を参照してください） 

②②②②システムシステムシステムシステム    

 プリンタの各種パラメータの設定ができるページにアクセスします。 

（詳細は本章の「5.4.2 [システム]メニュー」を参照してください） 

③③③③保守保守保守保守        

 保守員が使用する項目であるため、このマニュアルでは説明しておりません。 

④④④④おおおお問問問問いいいい合合合合せせせせ 

 ﾘｺｰﾌﾟﾘﾝﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑｽﾞ株式会社のホームページにアクセスすることができます。 

④ 
① 

② 

③ 
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【【【【留意事項留意事項留意事項留意事項】】】】    

      インデックスページは 30秒後に自動的に[ステータス]-[一般]の 

      画面に切り替ります。 

5.3 Web5.3 Web5.3 Web5.3 Web ページページページページののののコンコンコンコンポーネントポーネントポーネントポーネント概略概略概略概略    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

OG B 05  

ホーム 

ステータス 

消耗品 

フィニッシャー 

エラーカウント 

レポート印刷 

システム 

一般 

プリンタ 

お問い合せ サイトマップ リンク 

保守 (*1) 

(*1)保守項目は、保守員が使用する項目であるため、 

   このマニュアルでは説明しておりません。 

フィニッシャー 

一般 

給紙トレイ 

使用状況 

ネットワーク I/F 

レビジョン 

論理プリンタ 

構成 

印刷履歴 

印刷ジョブ 

テスト印刷 

問い合せ先設定 
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5.4 Web5.4 Web5.4 Web5.4 Web ページページページページのののの使使使使いいいい方方方方    

本項では、各 Web ページで示される内容および使い方について詳しく説明します。 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

各各各各 WebWebWebWeb ページページページページのののの左側左側左側左側にににに表示表示表示表示されるされるされるされる［［［［ステータスステータスステータスステータス］、［］、［］、［］、［システムシステムシステムシステム］］］］およびおよびおよびおよび［［［［保守保守保守保守］］］］

メニューメニューメニューメニューがががが表示表示表示表示されないされないされないされない場合場合場合場合、［、［、［、［サイトマップサイトマップサイトマップサイトマップ］］］］ページページページページをををを起点起点起点起点にににに各各各各ページページページページのののの機機機機

能能能能ににににアクセスアクセスアクセスアクセスしてくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

 

5.4.1 [5.4.1 [5.4.1 [5.4.1 [ステータスステータスステータスステータス]]]]メニューメニューメニューメニュー    

本メニューに属する各ページにアクセスすることにより、プリンタの状態および各種

パラメータの情報を参照することができます。 

 

5.4.1.1 5.4.1.1 5.4.1.1 5.4.1.1 一般一般一般一般    

本ページにアクセスすることにより、プリンタの状態および一般情報を参照すること

ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

①①①①DDP70DDP70DDP70DDP70 イメージイメージイメージイメージ 

プリンタの構成および状態を表示します。各マークの色は以下の状態を表します。 

緑：通常状態（印刷できます） 

黄：ワーニング(警告)状態（印刷できます） 

赤：エラー発生（印刷できません） 

 

      ボタンをクリックすると、表示の内容が最新のものに更新されます。 

① 

④ 

③ 

② 

 

⑤ 
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②②②②表示言語表示言語表示言語表示言語 

日本語または英語(English)を選択することができます。 

 

③③③③プリンタプリンタプリンタプリンタ 

プリンタ名、設置場所および稼動時間を表示します。 

ここで表示される内容（稼動時間は除く）は、[システム]-[一般]にて設定された

内容です。設定方法については、本章の「5.4.2.1 一般」を参照してください。 

 

④④④④保守連絡先保守連絡先保守連絡先保守連絡先 

保守に関する問い合せ先の情報（名前、連絡先、Email アドレス）を表示します。 

ここで表示される内容は、[システム]-[一般]にて設定された内容です。 

設定方法については、本章の「5.4.2.1 一般」を参照してください。 

 

⑤⑤⑤⑤操作操作操作操作パネルパネルパネルパネル 

オペレータコントロールパネルに表示されているメッセージと同じ内容が表示されます。 

メッセージの内容については、第７章の「7.9 OCPに表示されるメッセージ」を参照してくだ

さい。 

    

⑥⑥⑥⑥フィニッシャーフィニッシャーフィニッシャーフィニッシャー 

フィニッシャーの状態を表示します。各マークの色は以下の状態を表します。 

緑：通常状態（印刷できます） 

黄：ワーニング(警告)状態（印刷できます） 

赤：エラー発生（印刷できません） 

    ボタンをクリックすると、表示の内容が最新のものに更新されます。 

 

5.4.1.2 5.4.1.2 5.4.1.2 5.4.1.2 給紙給紙給紙給紙トレイトレイトレイトレイ    

  本ページにアクセスすることにより、各給紙トレイの状態を参照することができ 

  ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

① 

② 

③ 

④ 
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①①①①給紙給紙給紙給紙トレイボタントレイボタントレイボタントレイボタン 

[システム]-[プリンタ]-[給紙トレイ]-[(各給紙トレイ)]にジャンプします。 

ジャンプした後のページで、各給紙トレイの設定ができます。設定方法に 

ついては、本章の「5.4.2.2 プリンタ-(1)給紙トレイ」を参照してください。 

 

②②②②給紙給紙給紙給紙トレイトレイトレイトレイ状態状態状態状態 

 各給紙トレイの状態（サイズ／タイプ／重量／残量）を表示します。 

 

③③③③標準給紙標準給紙標準給紙標準給紙トレイトレイトレイトレイ 

現在選択されている標準給紙トレイを表示します。 

標準給紙トレイは、印刷ジョブ内に給紙トレイを決定する指定情報が含まれていな 

い場合に使用される給紙トレイです。 

 

④④④④カスタムカスタムカスタムカスタム用紙用紙用紙用紙サイズサイズサイズサイズ 

カスタムサイズの設定状況が表示されます。カスタムサイズが選択されている給紙 

トレイのみが表示されます。用紙上の矢印は、用紙送り方向を示します。 

 

      ボタンをクリックすると、表示の内容が最新のものに更新されます。 

 

5.4.1.3 5.4.1.3 5.4.1.3 5.4.1.3 フィニッシャーフィニッシャーフィニッシャーフィニッシャー    

本ページにアクセスすることにより、フィニッシャーの状態を参照することができま

す。各項目の右側に示されるマークの色は以下の状態を表します。 

 緑：通常状態（印刷できます） 

黄：ワーニング(警告)状態（印刷できます） 

赤：エラー発生（印刷できません） 

 

      ボタンをクリックすると、表示の内容が最新のものに更新されます。 

 

5.4.1.4 5.4.1.4 5.4.1.4 5.4.1.4 消耗品消耗品消耗品消耗品    

本ページにアクセスすることにより、各種消耗品の状態を参照することができます。

各項目の右側に示されるマークの色は以下の状態を表します。 

 緑：通常状態 

黄：交換時期が近い状態 

赤：交換が必要な状態 

各消耗品におけるマークの色の遷移時期は以下の通りです。 

なお、緑→黄への遷移時における印刷可能枚数については、Ａ４サイズの用紙を使用

した場合のおおよその目安であり、実際の印刷内容によって変わります。 

消耗品                     色の遷移 緑 → 黄 黄 → 赤 

トナー

*1

 印刷可能ﾍﾟｰｼﾞ数 1,800 ﾍﾟｰｼﾞ以下 トナーが空になったとき 

現像剤

*2

 印刷可能ﾍﾟｰｼﾞ数約 8,000 ﾍﾟｰｼﾞ 

定着機クリーナ 印刷可能ﾍﾟｰｼﾞ数約 10,000 ﾍﾟｰｼﾞ 

定着機 印刷可能ﾍﾟｰｼﾞ数約 10,000 ﾍﾟｰｼﾞ 

OPC ドラム

*2

 印刷可能ﾍﾟｰｼﾞ数約 8,000 ﾍﾟｰｼﾞ 

チャージャ 印刷可能ﾍﾟｰｼﾞ数約 10,000 ﾍﾟｰｼﾞ 

コロトロン 印刷可能ﾍﾟｰｼﾞ数約 10,000 ﾍﾟｰｼﾞ 

トレイ 1,2,3,HCF 給紙部 

（ペーパピックキット） 

印刷可能ﾋﾟｯｸﾞ数約 10,000 ﾋﾟｯｸ 

排紙ローラ、スポンジローラ、Mid スポンジローラ 

（フィニッシャキット） 

印刷可能ﾍﾟｰｼﾞ数約 10,000 ﾍﾟｰｼﾞ 

使用量が寿命値に達したとき 

*1:４％の印刷密度で印刷した場合の目安です。 

*2:OPC ドラムの総回転数の 80%が実際に印刷に使用されたことを想定して計算されています。 
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      ボタンをクリックすると、表示の内容が最新のものに更新されます。 

 

5.4.1.5 5.4.1.5 5.4.1.5 5.4.1.5 エラーカウントエラーカウントエラーカウントエラーカウント    

本ページにアクセスすることにより、エラーの発生状況を参照することができます。 

 

 ■エラーエラーエラーエラー総数総数総数総数 

  カウントしたエラーの総数を表示します。 

 

 ■今月今月今月今月ののののエラーエラーエラーエラー数数数数 

   今月発生したエラー数を表示します。 

 

 ■過去過去過去過去 1000100010001000 ページページページページ内内内内ののののエラーエラーエラーエラー数数数数 

   過去 1000 ページ内のエラー数を表示します。 

 

      ボタンをクリックすると、表示の内容が最新のものに更新されます。 

 

5.4.1.6 5.4.1.6 5.4.1.6 5.4.1.6 使用状況使用状況使用状況使用状況    

本ページにアクセスすることにより、各種使用状況を参照することができます。 

 

 ■保守保守保守保守カウンタカウンタカウンタカウンタ 

保守カウンタ値を表示します。 

保守カウンタはプリンタの定期保守の時期を計るためのカウンタです。この 

カウンタ値は印刷されるごとにカウントダウンされ、0になると定期保守の時期

である旨のメッセージがオペレータコントロールパネルに表示されます。 

 

■UCUCUCUC カウンタカウンタカウンタカウンタ**** 

  UC カウンタを表示します。 

 

■トナーカバレッジトナーカバレッジトナーカバレッジトナーカバレッジ 

最後に印刷された印刷ジョブ、および各期間ごと（今月、先月、過去３ヶ月）

のトナーカバレッジを表示します。 

 

■用紙用紙用紙用紙 

  印刷枚数、印刷ページ数および各用紙の使用枚数を表示します。 

 

【【【【留意事項留意事項留意事項留意事項】】】】 

        Statement、Executive の各用紙はカスタムサイズとし 

      てカウントされます。 

 

*OCP の保守メニューで UC カウント値が「表示」のときのみ表示されます。 

    

5.4.1.7 5.4.1.7 5.4.1.7 5.4.1.7 ネットワークネットワークネットワークネットワーク I/FI/FI/FI/F    

本ページにアクセスすることにより、ネットワークの設定を参照することができます。

ご使用のプリンタモデルがマルチプロトコル対応ネットワーク I/F モデルの場合、 

「ネットワーク（NIC）」と「ネットワーク（AUX）」の 2 つのネットワーク I/F 情報が

表示されますが、「ネットワーク（NIC）」が該当する情報です。 

 

 ■MACMACMACMAC アドレスアドレスアドレスアドレス    

使用しているネットワーク I/F の MAC アドレスが表示されます。 

プリンタ固有の値であり、変更することはできません。 
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 ■IPIPIPIP アドレスアドレスアドレスアドレス 

現在設定されている IPアドレスを表示します。 

また、[システム]-[構成]から変更ができます。変更については、本章の 

「5.4.2.5 構成」を参照してください。 

 ■サブネットマスクサブネットマスクサブネットマスクサブネットマスク 

        現在設定されているサブネットマスクの値を表示します。 

  また、[システム]-[構成]から変更ができます。変更については、本章の 

 「5.4.2.5 構成」を参照してください。    

    

5.4.1.8 5.4.1.8 5.4.1.8 5.4.1.8 レビジョンレビジョンレビジョンレビジョン    

本ページにアクセスすることにより、エンジンファームウエアおよびコントローラソ

フトウエアのレビジョン情報を参照することができます。    

 

5.4.1.9 5.4.1.9 5.4.1.9 5.4.1.9 レポートレポートレポートレポート印刷印刷印刷印刷    

本ページにアクセスすることにより、各種レポートページを印刷することができます。 

 

 ■ステータスページステータスページステータスページステータスページ 

   プリンタの現在の設定内容を印刷します。 

 

 ■サマリページサマリページサマリページサマリページ 

   Processor、解像度などプリンタの概要を印刷します。 

 

 ■デモページデモページデモページデモページ 

   デモページを印刷します。 

 

 ■PCLPCLPCLPCL ディレクトリディレクトリディレクトリディレクトリ 

      PCL ディレクトリ内のファイルリストを印刷します。 

 

 ■PCLPCLPCLPCL フォントフォントフォントフォント 

        インストールされている PCL フォントのリストを印刷します。 

 

 ■PostScriptPostScriptPostScriptPostScript ディレクトリディレクトリディレクトリディレクトリ 

        PostScript ディレクトリ内のファイルリストを印刷します。 

 

 ■PostScriptPostScriptPostScriptPostScript フォントフォントフォントフォント    

   インストールされている PostScript フォントのリストを印刷します。 

 

 ■用紙用紙用紙用紙パターンパターンパターンパターン    

   各トレイの用紙パターンの登録値を印刷します。 

 

 ■装置設定装置設定装置設定装置設定    

  装置の設定値が印刷されます。 
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5.4.2 [5.4.2 [5.4.2 [5.4.2 [システムシステムシステムシステム]]]]メニューメニューメニューメニュー    

本メニューに属する各ページにアクセスすることにより、各種パラメータの設定およ

び変更ができます。これらの操作は、通常システムシステムシステムシステム管理者管理者管理者管理者によって行われます。その

ため、本メニューへのアクセスにはユーザ名とパスワードの入力が必要になります。 

 

■パスワードパスワードパスワードパスワードのののの入力入力入力入力 

 ユーザ名は”system”(すべて小文字)、パスワードは”1000”(工場出荷値)です。 

 ユーザ名は変更できませんが、パスワードは変更することができます。変更方法に 

ついては、本章の「5.4.2.4 構成-(5)パスワード」を参照してください。 

 

5.4.2.1 5.4.2.1 5.4.2.1 5.4.2.1 一般一般一般一般    

本ページにアクセスすることにより、ユーザ情報、プリンタ情報および保守連絡先の

設定ができます。ここで設定されたプリンタ情報および保守連絡先の内容は、 

[ステータス]-[一般]で表示されます。表示については、本章の「5.4.1.1 一般」を

参照してください。 

入力した設定を有効にするためには    ボタンをクリックしてください。  
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5.4.2.2 5.4.2.2 5.4.2.2 5.4.2.2 プリンタプリンタプリンタプリンタ        

本ページにアクセスすることにより、プリンタの各種設定をすることができます。 

ホストから受信したデータに各設定項目に対しての指定が含まれる場合、その指定が

優先されるため、Web での設定は無視されます。 

 

（（（（１１１１））））給紙給紙給紙給紙トレイトレイトレイトレイ 

本項目にアクセスすることにより、各給紙トレイの各種設定をすることができ 

ます。下の図はトレイ２を選択したときのものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

①①①①用紙用紙用紙用紙サイズサイズサイズサイズ    

 現在セットされている用紙のサイズが表示されます。 

 また、給紙トレイの用紙サイズ設定タブが「▲」に設定されている 

  場合、スペシャル用紙の選択ができます。用紙サイズ設定タブを使用する 

 用紙のセット方法については、第３章の「3.7 用紙のセット」を参照してく 

 ださい。 

 

②②②②用紙用紙用紙用紙タイプタイプタイプタイプ    

 現在指定されている用紙タイプが表示されます。 

 また、他の用紙タイプに変更することができます。 
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③③③③用紙重量用紙重量用紙重量用紙重量    

 現在指定されている用紙重量（坪量）が表示されます。 

 また、値を変更することができます。 

単位は、lb index、g/m2、lb bond のいずれかを選択できます。 

 

④④④④カスタムサイズカスタムサイズカスタムサイズカスタムサイズ    

 現在設定されているカスタムサイズの寸法を表示します。 

 また、寸法の変更ができます。 

 単位は、ミリメートルまたはインチのいずれかを選択できます。 

 ただし、変更する場合には上記①の「用紙サイズ」で“カスタム”が選択 

 されている必要があります。 

    

【【【【留意事項留意事項留意事項留意事項】】】】 

 トレイ１および HCF はカスタムサイズをサポートしていない 

 ため、カスタムサイズ欄には「無効」と表示されます。  

 

⑤⑤⑤⑤印刷位置調整印刷位置調整印刷位置調整印刷位置調整    

 垂直方向および水平方向での印刷位置を調整することができます。 

 単位としてミリメートルまたはインチのいずれかを選択できます。 

 白抜き矢印は用紙送り方向を示します。 

 片面印刷の場合には、おもて面の設定が反映されます。 

両面印刷の場合には、おもて面とうら面で異なる印刷位置の設定ができ 

 ます。 

 

⑥⑥⑥⑥用紙用紙用紙用紙パターンパターンパターンパターン    

    ■トレイ毎の剥離電圧設定が未サポートの場合（注）    
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(1)現在設定値 

現在セットされている用紙サイズおよび設定されている用紙タイプ、用紙重

量、印刷位置が表示されます。 

 

(2)用紙パターン 

①~⑤で設定した用紙サイズ、用紙タイプ、用紙重量および印刷位置を用紙ト

レイ毎に 16 通りまでパターンとして登録できます。また、登録したパターン

の No.を選択することでそれらの設定値が(1)の設定値に設定されます。 

 

(3)登録ボタン 

(2)のパターン No.を選択し、   ボタンをクリックすると、選択されたパ

ターンに(1)の値が登録されます。 

 

(4)設定ボタン 

(2)のパターン No.を選択し、   ボタンをクリックすると、選択されたパ

ターンの値が(1)に設定されます。 

【【【【留意事項留意事項留意事項留意事項】】】】 

・トレイの用紙に合ったパターンNo.を選択してください。 

・用紙に合っていないパターンNo.を選択すると正しく印刷されないこと

があります。 

 

  入力した設定を有効にするためには      ボタンをクリックしてください。 

 

■トレイ毎の剥離電圧設定がサポートされている場合（注） 

 

 

 

    (5)                                                            (6) 
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(1)現在設定値 

現在セットされている用紙サイズおよび設定されている用紙タイプ、用紙重

量、印刷位置および剥離電圧が表示されます。 

 

(2)用紙パターン 

①~⑤で設定した用紙サイズ、用紙タイプ、用紙重量、印刷位置および剥離電

圧を用紙トレイ毎に 16通りまでパターンとして登録できます。また、登録し

たパターンの No.を選択することでそれらの設定値が(1)の設定値に設定され

ます。 

 

(3)登録ボタン 

(2)のパターン No.を選択し、   ボタンをクリックすると、選択されたパ

ターンに(1)の値が登録されます。 

 

(4)設定ボタン 

(2)のパターン No.を選択し、   ボタンをクリックすると、選択されたパ

ターンの値が(1)に設定されます。 

【【【【留意事項留意事項留意事項留意事項】】】】 

・トレイの用紙に合ったパターンNo.を選択してください。 

・用紙に合っていないパターンNo.を選択すると正しく印刷されないこと

があります。 

 

(5)現在の選択パターン No. 

現在設定されているパターンNo.を表示します。 

設定されていない場合、無しを表示します。 

 

(6)解除ボタン 

     をクリックすると、現在セットされている用紙サイズおよび設定されている用

紙タイプ、用紙重量、印刷位置および剥離電圧がデフォルト値になります。 

 

入力した設定を有効にするためには     ボタンをクリックしてください。 

 

（注）トレイ毎の剥離電圧設定は、エンジンバージョンマスタ：352/スレーブ：456以上

の場合にサポートされます。 

 

（（（（２２２２））））PostScriptPostScriptPostScriptPostScript    

本項目にアクセスすることにより、ポストスクリプトの各種パラメータを設定 

することができます。 

 

■エラーエラーエラーエラー印刷印刷印刷印刷 

ポストスクリプトエラーが発生したときそのジョブはキャンセルされ印刷されません。

そして、その時のプリンタの動作を選択できます。 

 有効：エラーの内容を印刷します。ポストスクリプト言語プログラムの 

     デバッグに役立ちます。 

 無効：エラーページは印刷されません。 

工場出荷時の設定は「有効」です。 
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■ベストフィットベストフィットベストフィットベストフィット 

ホストからの印刷データで指定した用紙が、どの給紙トレイにもセットされ

ていないときのプリンタの動作を選択できます。 
  有効：指定された用紙より印刷する用紙サイズが小さい場合は、 

印刷イメージを印刷する用紙サイズに合わせて印刷します。 
また、指定された用紙より印刷する用紙が大きい場合は、 
印刷イメージはそのままの大きさで印刷されます。 

  無効：指定したサイズの用紙をセットするようオペレータコントロール 
        パネルに表示します。 
工場出荷時の設定は「有効」です。 

 

■ベストフィットモードベストフィットモードベストフィットモードベストフィットモード 

ベストフィットの動作モードとして標準と互換を選択できます。 
標準：PS3015 の方式でベストフィット有効／無効を実現。 
互換：PS3011 の方式でベストフィット有効／無効を実現。 
工場出荷時の設定は「互換」です。    

 

■ジョブタイムアウトジョブタイムアウトジョブタイムアウトジョブタイムアウト    

 プリンタがジョブの処理にかける時間（秒）を設定できます。 

 工場出荷時の設定は0（無限大）です。 

 

■PS PS PS PS ウェイトタイムアウトウェイトタイムアウトウェイトタイムアウトウェイトタイムアウト 

Post Script の受信待ち状態から次のデータ受信までの待つ時間（秒）を設

定できます。ＰＳウェイトタイムアウトまでに次のデータを受信しない場合、

タイムアウトエラーになります。工場出荷値は 295 秒です。0 に設定した場

合、タイムアウトは検出されません。 
 

■メモリメモリメモリメモリ割割割割りりりり当当当当てててて 

   ポストスクリプトの処理に割り当てるメモリサイズを設定することができます。設定を

変更する場合には、値を入力し、「メモリ割り当てを変更」の横のチェックボックスを

クリックし、チェックマーク(�)をつけてください。 

   この設定を変更した場合、プリンタは自動的に再起動します。 

 

【【【【留意事項留意事項留意事項留意事項】】】】 

メモリの使用状況によっては、指定された数値を割り当てられ

ない場合があります。その場合、割り当てが可能な範囲内で最

大値が自動的に設定されますので、プリンタ再起動後に、設定

値を再度ご確認ください。    

 

     入力した設定を有効にするためには      ボタンをクリックしてください。 

 

（（（（３３３３））））オプションオプションオプションオプション    

本項目にアクセスすることにより、以下のような印刷時のプリンタ動作を設定 

することができます。 

 

■ジャムリカバリジャムリカバリジャムリカバリジャムリカバリ    

   有効に設定した場合、プリンタは紙詰まりにより正しく印刷されなかったページを再

印刷します。ただし、再印刷するには、多くのプリンタ・メモリが使用されるため、よ

り多くのメモリを解放する必要があるときには、この機能を「無効」にすることをお勧

めします。また、紙詰まりの発生した印刷ジョブは、印刷結果を確認し、必要ならホ

ストから再びジョブを送信してください。工場出荷時の設定は「有効」です。
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 ■ウェイトタイムアウトウェイトタイムアウトウェイトタイムアウトウェイトタイムアウト 

プリンタが使用しているインターフェースにて、受信した最終データから次のデータ

受信まで待つ時間(秒)を設定できます。タイムアウトまでに次のデータを受信しな

い場合そのジョブはキャンセルされます。工場出荷時の設定は300秒です。0に設

定した場合、ウェイトタイムアウトは検出されません。PJL付のジョブの場合、タイム

アウトは設定値の10倍になります。 

 

   入力した設定を有効にするためには      ボタンをクリックしてください。 

 

5.4.2.3 5.4.2.3 5.4.2.3 5.4.2.3 フィニッシャーフィニッシャーフィニッシャーフィニッシャー        

本ページにアクセスすることにより、フィニッシャー、コンテナスタッカの各種設定をすることが

できます。ホストから受信したデータに各設定項目に対しての指定が含まれている場合、その

指定が優先されるため、Webでの設定は無視されます。 

（１）フィニッシャー 

 ・ステープルエラー 

本項目にアクセスすることにより、ステープルが無くなったときの動作について選択できま

す。 

（２）コンテナスタッカ 

 ・スタック量制限 

本項目にアクセスすることにより、コンテナスタッカのスタック量制限の設定ができます。本

項目を有効にすることにより、用紙フルの検出を通常の2/3の量で検出します。 

 

 

 

OG B 07  



 5-16 

5.4.2.4 5.4.2.4 5.4.2.4 5.4.2.4 論理論理論理論理プリンタプリンタプリンタプリンタ        

   本ページにアクセスすることにより、論理プリンタの各種パラメータを設定することができます。 

 

        【【【【留意事項留意事項留意事項留意事項】】】】 

      論理プリンタとは、実際の物理的なプリンタ内に定義された論理的なプリ

ンタであり、ネットワーク上から認識することができるプリンタです。本プリ

ンタでは複数の論理プリンタを定義することができます。工場出荷時には

予め９つの論理プリンタが、プロトコルおよびエミュレーション別に定義さ

れています。各論理プリンタが独立した構成を持つことができるため、一

台の物理的なプリンタで、複数の印刷サービスを提供することができま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 

⑤ 

② 

④ 
③ 
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①①①①DefaultDefaultDefaultDefault    

   論理プリンタを使用しない印刷（パラレルI/F、オフライン印刷）で使用されるチャネル 

    です。論理プリンタではありませんので、ネットワーク上からは認識できません。 

    以下、Defaultチャネルと表記します。 

 

②②②②論理論理論理論理プリンタプリンタプリンタプリンタ    

  工場出荷時にあらかじめ定義されている論理プリンタです。 

  各論理プリンタの初期設定を以下の表に示します。 

  初期設定の内容は、使用しているネットワークモデルの種類によって異なります。 
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 ＜＜＜＜マルチプロトコルマルチプロトコルマルチプロトコルマルチプロトコル対応対応対応対応ネットワークネットワークネットワークネットワークI/FI/FI/FI/Fモデルモデルモデルモデルのののの場合場合場合場合＞＞＞＞    

No.No.No.No.    論理論理論理論理ﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾘﾝﾀﾘﾝﾀﾘﾝﾀﾘﾝﾀ名名名名    ﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾛﾄｺﾙﾛﾄｺﾙﾛﾄｺﾙﾛﾄｺﾙ    ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝｴﾐｭﾚｰｼｮﾝｴﾐｭﾚｰｼｮﾝｴﾐｭﾚｰｼｮﾝ    そのそのそのその他他他他    

1 TEXT TCP/IP     自動選択 TCP Port = 9100 

2 vp-pcl TCP/IP   

NetBIOS   

PCL TCP Port = 3101 

3 postscript TCP/IP 

NetBIOS  

PostScript TCP Port = 3102 

4 ascii_portrait  TCP/IP  PCL TCP Port = 3103 

用紙方向=ﾎﾟｰﾄﾚｰﾄ 

5 ascii_landscape  TCP/IP  PCL TCP Port = 3104 

用紙方向=ﾗﾝﾄﾞｽｹｰﾌﾟ 

6 lp_portrait  TCP/IP  PCL TCP Port = 3105 

用紙方向=ﾎﾟｰﾄﾚｰﾄ 

7 lp_landscape  TCP/IP  PCL TCP Port = 3106 

用紙方向=ﾗﾝﾄﾞｽｹｰﾌﾟ 

8 PSAxxxxxx AppleTalk PostScript xxxxxx は MAC ｱﾄﾞﾚｽの下 6 桁 

9 PSNxxxxxx  NetWare PostScript xxxxxx は MAC ｱﾄﾞﾚｽの下 6 桁 

 

 ＜＜＜＜オンボードネットワークオンボードネットワークオンボードネットワークオンボードネットワークI/FI/FI/FI/Fモデルモデルモデルモデルのののの場合場合場合場合＞＞＞＞    

No.No.No.No.    論理論理論理論理ﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾘﾝﾀﾘﾝﾀﾘﾝﾀﾘﾝﾀ名名名名    ﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚ﾛﾄｺﾙﾛﾄｺﾙﾛﾄｺﾙﾛﾄｺﾙ    ｴﾐｭﾚｰｼｮﾝｴﾐｭﾚｰｼｮﾝｴﾐｭﾚｰｼｮﾝｴﾐｭﾚｰｼｮﾝ    そのそのそのその他他他他    

1 TEXT TCP/IP     自動選択 TCP Port = 9100 

2 vp-pcl TCP/IP     PCL TCP Port = 3101 

3 postscript TCP/IP  PostScript TCP Port = 3102 

4 ascii_portrait  TCP/IP  PCL TCP Port = 3103 

用紙方向=ﾎﾟｰﾄﾚｰﾄ 

5 ascii_landscape  TCP/IP  PCL TCP Port = 3104 

用紙方向=ﾗﾝﾄﾞｽｹｰﾌﾟ 

6 lp_portrait  TCP/IP  PCL TCP Port = 3105 

用紙方向=ﾎﾟｰﾄﾚｰﾄ 

7 lp_landscape  TCP/IP  PCL TCP Port = 3106 

用紙方向=ﾗﾝﾄﾞｽｹｰﾌﾟ 

8 PSAxxxxxx なし PostScript xxxxxx は MAC ｱﾄﾞﾚｽの下 6 桁 

 

③③③③                             ボタンボタンボタンボタン    

  新しい論理プリンタを作成します。 

 作成された論理プリンタの初期状態は、プロトコルはいずれも無効、エミュレー 

ションは PCL となっておりますので、ご利用のネットワーク環境に合わせた設定 

に変更してご使用ください。 

 

OG B 06  



 5-19 

 

④④④④                        ボタンボタンボタンボタン    

 選択した論理プリンタを削除します。 

 論理プリンタの選択は、選択したい論理プリンタの右横にある〇印をクリックしてマークを 

 つけます。Defaultチャネルを削除することはできません。 

    

⑤⑤⑤⑤                        ボタンボタンボタンボタン    

 選択した論理プリンタの各種パラメータを設定するための画面を表示します。 

 論理プリンタの選択は、選択したい論理プリンタの右横にある〇印をクリックして 

 マークをつけます。Defaultチャネルに対しても同様です。 

[[[[論理論理論理論理プリンタプリンタプリンタプリンタののののパラメータパラメータパラメータパラメータ設定設定設定設定]]]] 

論理プリンタを選択し、    ボタンをクリックすることで、各種パラメータを 

設定するための画面が表示されます。Default チャネルに対する設定も同様です。

マルチプロトコル対応ネットワーク I/F モデルの場合、設定項目は大きく分けて 

以下の７種類があります。 

  ・一般 

  ・PostScript 

  ・PCL 

  ・用紙設定 

  ・NetWare (*2) 

  ・AppleTalk (*2) 

  ・オプション (*2) 

 

(*2)オンボードネットワークI/Fモデルでは表示されません。 
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下の図は論理プリンタの「postscript」を選択した場合の「一般」設定画面 

です。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

（（（（１１１１））））一般一般一般一般    

本項目にアクセスすることにより、エミュレーションおよびプロトコルの 

設定ができます。 

 

■名前名前名前名前 

論理プリンタの名前が表示されます。また、名前を変更することができま

す。ただし、工場出荷時にあらかじめ設定されている論理プリンタに対し

ては名前の変更を行わないでください。名前の変更が必要な場合には、 

一度新規に論理プリンタを作成し、作成された論理プリンタの名前を変更

してご使用ください。 

また、Default チャネルの名前を変更することはできません。 

設定項目 
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■エミュレーションエミュレーションエミュレーションエミュレーション 

現在設定されているエミュレーションを表示します。 

また、他のエミュレーションに変更することができます。 

 ・自動選択 ：ホストから送信されてきたジョブが PostScript ジョブ 

                であるか PCL ジョブであるかを自動的に判別して処理 

                を行います。 

 ・PostScript：PostScript ジョブのみを処理します。 

  ・PCL       ：PCL ジョブのみを処理します。 

 

■プロトコルプロトコルプロトコルプロトコル 

各プロトコルの有効／無効および TCP ポート番号を設定できます。 

チェックマーク(�)をつけたプロトコルが有効になります。前ページの図で

は、TCP/IP と NetBIOS が有効になっていることを示しています。 

オンボードネットワーク I/F モデルでは、AppleTalk タイプが表示されます。

AppleTalk タイプには“LaserWriter”を指定してください。 

 

     入力した設定を有効にするためには    ボタンをクリックしてください。 

 

（（（（２２２２））））PostScriptPostScriptPostScriptPostScript    

本項目にアクセスすることにより、ポストスクリプトパラメータを設定する

ことができます。ここでの設定は、「(1)一般」で説明しているエミュレーシ

ョンの設定が“PostScript”または“自動選択”であるときの印刷処理に反

映されます。 

  

■PostScript I/O PostScript I/O PostScript I/O PostScript I/O モードモードモードモード    

PostScript バイナリを含むデータを印刷する場合、“Raw”に設定して 

ください。 

   

     入力した設定を有効にするためには    ボタンをクリックしてください。 
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（（（（３３３３））））PCLPCLPCLPCL    

本項目にアクセスすることにより、PCL のパラメータを設定することができま

す。ここでの設定は、「(1)一般」で説明しているミュレーションの設定が

“PCL”または“自動選択”であるときの印刷処理に反映されます。 

ただし、ホストからのデータが、同じパラメータに対する指定を含んでいる

場合は、データ内での指定が優先されるため、本項目での設定内容は無視さ

れます。 

 

■用紙方向用紙方向用紙方向用紙方向    

    現在設定されている用紙方向が表示されます。 

 また、設定を変更することができます。 

 

■ページページページページ長長長長 

 現在設定されているページ長(１ページあたりの最大行数)が表示されます。 

 また、設定を変更することができます。 

 

■改行改行改行改行コードコードコードコード変換変換変換変換 

改行(LF)、復帰(CR)、改ページ(FF)の各コードの設定を行います。 

 

■折折折折りりりり返返返返しししし 

用紙幅を超えるテキスト行を自動改行するかどうか設定します。 

 

■フォントフォントフォントフォント 

 現在設定されている PCL フォントのパラメータが表示されます。 

 また、設定を変更することができます。 

 

    入力した設定を有効にするためには    ボタンをクリックしてください。 

    

（（（（４４４４））））用紙設定用紙設定用紙設定用紙設定    

本項目にアクセスすることにより、印刷時の用紙ハンドリングに関する設定

ができます。 

ただし、ホストからのデータが、同じパラメータに対する指定を含んでいる

場合は、データ内での指定が優先されるため、本項目での設定内容は無視さ

れます。 

 

■給紙給紙給紙給紙トレイトレイトレイトレイ    

    現在選択されている給紙トレイが表示されます。 

 また、設定を変更することができます。 

 

■用紙用紙用紙用紙サイズサイズサイズサイズ 

 現在設定されている用紙サイズが表示されます。 

 また、設定を変更することができます。 
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■用紙用紙用紙用紙タイプタイプタイプタイプ 

 現在設定されている用紙タイプが表示されます。 

 また、設定を変更することができます。 

 

■排紙排紙排紙排紙トレイトレイトレイトレイ 

 現在選択されている排紙トレイが表示されます。 

 また、設定を変更することができます。 

 

■部数部数部数部数 

 現在設定されている印刷部数が表示されます。 

 また、設定を変更することができます。 

 

■丁合丁合丁合丁合いいいい 

 有効に設定した場合、プリンタは部単位での印刷を行います。   

 

■ジョブオフセットジョブオフセットジョブオフセットジョブオフセット 

 有効に設定した場合、プリンタはジョブオフセットで排紙します。 

 

■ステープルステープルステープルステープル 

 指定した位置にステープル処理をします。   

 

■両面印刷両面印刷両面印刷両面印刷 

 有効に設定した場合、プリンタは“綴じ方向”の設定に従った両面印刷を 

 行います。 

 

■綴綴綴綴じじじじ方向方向方向方向 

 現在設定されている綴じ方向の設定が表示されます。   

 綴じ方向とは、両面印刷したときの綴じ方です。 

  長辺綴じ：本のように横にめくる綴じ方です。 

  短辺綴じ：カレンダーのように縦にめくる綴じ方です。 

 本項目は“両面印刷”が有効に設定されているときに反映されます。  

  

■全面印刷全面印刷全面印刷全面印刷 

 有効に設定した場合、印刷できる範囲が用紙全体になります。 

 

    入力した設定を有効にするためには    ボタンをクリックしてください。 
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（（（（５５５５））））NetWareNetWareNetWareNetWare    

本項目にアクセスすることにより、NetWare プロトコルを利用した印刷を 

行うために必要な設定ができます。 

設定についての詳細は、第４章の「4.6.2 各プロトコルの設定－2.  

NetWareIPX/SPX プロトコル設定」を参照してください。 

本項目は Default チャネルにはありません。  

  

【【【【留意事項留意事項留意事項留意事項】】】】 

ここでの設定を行う前に、NetWare サーバに対し必要な設定を

行ってください。NetWare サーバへの設定は、第４章の 

「4.4.3 NetWare IPX/SPX プロトコルを使用した印刷」を参照

してください。 

 

■プリントサーバモードプリントサーバモードプリントサーバモードプリントサーバモード 

 本プリンタの持つプリントサーバを使用する印刷モードです。 

 プリントサーバモードを有効にする場合には、横にある〇印をクリックし 

  てマークをつけてください。 

 

      ・・・・NDSNDSNDSNDS ツリーツリーツリーツリー    

        選択している論理プリンタを登録した NDS ツリー名を入力します。 

 

      ・・・・NDSNDSNDSNDS コンテキストコンテキストコンテキストコンテキスト    

        選択している論理プリンタを登録した NDS コンテキスト名を入力し 

             ます。 

 

      ・・・・ファイルサーバファイルサーバファイルサーバファイルサーバ    

                                バインダリモードにてプリンタを登録した NetWare のファイル 

             サーバ名が表示されます。    

       “バインダリファイルサーバ”の文字をクリックすると、ファイル 

        サーバの設定画面にジャンプします。ファイルサーバの設定につい 

       ては、本章の「5.4.2.5 構成-(2) ②NetWare」を参照して 

       ください。 
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      ・・・・このこのこのこの論理論理論理論理プリンタプリンタプリンタプリンタののののバインダリファイルサーババインダリファイルサーババインダリファイルサーババインダリファイルサーバ    

バインダリモードで登録する場合は、選択している論理プリンタを 

登録した NetWare のファイルサーバ名を入力し、追加にマークを 

つけてください。 

また、登録されているファイルサーバもしくはプリントサーバを 

削除することができます。削除する場合は、該当するファイル 

サーバもしくはプリントサーバを選択し、削除にマークをつけてく

ださい。ここでプリントサーバとはリモートプリンタモードで登録

されたプリントサーバです。 

 

■リモートプリンタモードリモートプリンタモードリモートプリンタモードリモートプリンタモード 

NetWare のプリントサーバを使用する印刷モードです。 

リモートプリンタモードを有効にする場合には、横にある〇印をクリック 

してマークをつけてください。 

 

      ・・・・プリンタプリンタプリンタプリンタ番号番号番号番号    

         NetWare サーバ上のプリントサーバに、選択している論理プリンタを登録し 

             たときの登録プリンタ番号を入力します。 

 

      ・・・・プリントサーバプリントサーバプリントサーバプリントサーバ    

選択している論理プリンタを登録した NetWare サーバ上のプリント 

サーバ名を入力し、登録します。ここで登録されたプリントサーバは、

「この論理プリンタのバインダリファイルサーバ」に表示されます。 

  

     入力した設定を有効にするためには    ボタンをクリックしてください。 
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（（（（６６６６））））AppleTalkAppleTalkAppleTalkAppleTalk 

本項目にアクセスすることにより、AppleTalk プロトコルを利用した印刷を 

行うために必要な設定ができます。 

本項目は Default チャネルにはありません。 

 

■AppleTalkAppleTalkAppleTalkAppleTalk タイプタイプタイプタイプ    

 “LaserWriter”を指定してください。 

  

    入力した設定を有効にするためには    ボタンをクリックしてください。 

    

（（（（７７７７））））オプションオプションオプションオプション    

本項目にアクセスすることにより、データ受信時のオプション設定ができま

す。本項目は Default チャネルにはありません。 

  

■フィルタフィルタフィルタフィルタ 

  受信したデータに、選択したフィルタ処理を施します。 

工場出荷時の設定は“無し”です。Apple EtherTalk プロトコルを使用して

各種フォントをダウンロードする場合、AppleTalk Binary に設定してくだ

さい。ダウンロード後は“無し”に設定してください。 

ただし、TCP/IP 環境にて LPD プロトコルを利用した印刷を行う場合に 

限り、本項目での設定内容は無視されます。 

   ・LF to CRLF 

         データ中の改行(LF)コードを復帰＋改行(CRLF)に変換します。 

   ・AppleTalk Binary 

各種フォントをダウンロードするときに設定します。設定をしたと

きはプリンタを再起動してください。 

   ・ASCII to PostScript 

         ASCII 形式のデータ(テキストデータ)を PostScript データに変換 

         します。 
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■プリンタがビジーの時、Raw TCP ポートへのジョブをキューに入れる 

有効にするためには、左側のチェックボックスをクリックしチェック 

マーク(�)をつけてください。 
 

    入力した設定を有効にするためには    ボタンをクリックしてください。 

 

5.4.2.5 5.4.2.5 5.4.2.5 5.4.2.5 構成構成構成構成        

本ページにアクセスすることにより、プリンタの各種構成に関する設定ができます。 

本ページにて設定できる項目は大きく分けて以下のものがあります。 

・パラレルI/F 

・ネットワーク（NIC）（マルチプロトコル対応ネットワークI/Fモデルの場合）    

・ネットワーク（AUX）（マルチプロトコル対応ネットワークI/Fモデルの場合） 

・ネットワークI/F（オンボードネットワークI/Fモデルの場合） 

・パスワード 

・カレンダー 

・リセット 

・その他 

・AppleTalk（オンボードネットワークI/Fモデルの場合） 

 

   本ページのネットワークに関する項目の表示は、ご使用のネットワークモデルによっ 

   て異なります。 

 

     [[[[マルチプロトコルマルチプロトコルマルチプロトコルマルチプロトコル対応対応対応対応ネットワークネットワークネットワークネットワークIIII/F/F/F/Fモデルモデルモデルモデルのののの場合場合場合場合]]]]    

「ネットワーク（NIC）」と「ネットワーク（AUX）」の 2つのネットワーク

I/F が表示されますが、「ネットワーク（NIC）」が該当するネットワーク I/F

です。 

「ネットワーク（AUX）」への設定は行わないでください。 

 

 

 

 

 

 

        [[[[オンボードネットワークオンボードネットワークオンボードネットワークオンボードネットワークI/FI/FI/FI/Fモデルモデルモデルモデルのののの場合場合場合場合]]]]    

       「ネットワークI/F」という項目が表示されます。  
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   以下に各設定項目の説明をします。 

 

（（（（１１１１））））パラレルパラレルパラレルパラレルI/FI/FI/FI/F    

本項目にアクセスすることにより、パラレルI/Fに関する設定ができます。    

 

■AckAckAckAckパルスパルスパルスパルス幅幅幅幅  

 プリンタがホストに返すAckのパルス幅を設定できます。 

 工場出荷時の設定は1000nsです。通常は変更する必要はありません。 

 

■モードモードモードモード    

    通信モードの設定ができます。 

          IEEE1284  ：IEEE1284に準拠した双方向モードです。 

    セントロニクス：セントロニクスモードです。 

 

入力した設定を有効にするためには    ボタンをクリックして 

ください。 
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（（（（２２２２））））ネットワークネットワークネットワークネットワーク（（（（NICNICNICNIC））））((((マルチプロトコルマルチプロトコルマルチプロトコルマルチプロトコル対応対応対応対応ネットワークネットワークネットワークネットワーク I/FI/FI/FI/F モデルモデルモデルモデルのののの場合場合場合場合))))    

本項目にアクセスすることにより、マルチプロトコル対応ネットワーク I/F 

の各プロトコルの設定ができます。 

下の図は、TCP/IP の設定画面です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①①①①TCP/IPTCP/IPTCP/IPTCP/IP 

  本項目にアクセスすることにより、TCP/IP プロトコルを利用するために 

  必要なパラメータを設定することができます。 

   

■利用可能利用可能利用可能利用可能なななな論理論理論理論理プリンタプリンタプリンタプリンタ 

TCP/IP プロトコル環境で利用できる論理プリンタ名が表示されます。 

論理プリンタ名をクリックすると、[システム]-[論理プリンタ]の該当 

する論理プリンタの設定画面が表示されます。論理プリンタの設定に 

ついては、本章の「5.4.2.4 論理プリンタ」を参照してください。     
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■IPIPIPIP アドレスアドレスアドレスアドレス 

IP アドレスの設定ができます。 

ただし、ここで IP アドレスを変更した場合、プリンタとの接続が断たれ

ます。引き続き Web インターフェース機能を利用する場合には、新しく

設定した IP アドレスでプリンタとの接続を再度確立し直してください。 

 

■サブネットマスクサブネットマスクサブネットマスクサブネットマスク 

  サブネットマスクの設定ができます。 

           

■ゲートウェイアドレスゲートウェイアドレスゲートウェイアドレスゲートウェイアドレス 

  ゲートウェイアドレスの設定ができます。 

 

■IPIPIPIP アドレスアドレスアドレスアドレス取得方法取得方法取得方法取得方法 

IP アドレスの取得方法を設定します。   

工場出荷時の設定は「STATIC」です。 

変更後はプリンタを再起動させる必要があります。 

STATIC：DHCP サーバから IP アドレスを取得しません。 

    手動によって IPアドレスを設定する必要があります。 

DHCP ：プリンタ起動時に DHCP サーバから IP アドレスを取得します。 

    プリンタ起動時に毎回取得します。また、本機能を使用する 

        場合、ネットワーク上で DHCP サーバが動作している必要があ 

        ります。      

 

■HTTPHTTPHTTPHTTP ポートポートポートポート 

  HTTP ポートの設定ができます。 

  工場出荷時の設定は 80です。通常は変更する必要はありません。 

  変更後はプリンタを再起動させる必要があります。 

 

■ホストホストホストホスト名名名名 

DNS サーバにプリンタのホスト名を通知したい場合、このプリンタのホ

スト名を設定します。 
 

■DNSDNSDNSDNS サーバアドレスサーバアドレスサーバアドレスサーバアドレス 

DNS サーバにプリンタのホスト名を通知したい場合、DNS サーバの IP
アドレスを設定します。 

 

■ドメインドメインドメインドメイン名名名名 

DNS サーバにプリンタのホスト名を通知したい場合、このプリンタが属

するドメインの名前を設定します。 

 

       入力した設定を有効にするためには     ボタンをクリックして 

            ください。    
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②②②②NetWareNetWareNetWareNetWare 

  本項目にアクセスすることにより、NetWare プロトコルを利用するために 

  必要なパラメータを設定することができます。    

    

■NetWareNetWareNetWareNetWare 

        NetWare プロトコルの使用を有効または無効にすることができます。 

 無効にした場合、NetWare プロトコルを利用することはできません。 

変更後はプリンタを再起動させる必要があります。 

 

■利用可能利用可能利用可能利用可能なななな論理論理論理論理プリンタプリンタプリンタプリンタ 

NetWare プロトコル環境で利用できる論理プリンタ名が表示されます。 

論理プリンタ名をクリックすると、[システム]-[論理プリンタ]の該当 

する論理プリンタの設定画面が表示されます。論理プリンタの設定に 

ついては、本章の「5.4.2.4 論理プリンタ」を参照してください。        

    

■アクティブアクティブアクティブアクティブななななサーバサーバサーバサーバととととキューキューキューキュー    

    ・・・・プリントサーバモードで登録した場合 

                        このプリンタが接続されている NetWare サーバ名およびプリンタ 

      番号が表示されます。 

  ・リモートプリンタモードで登録した場合 

              このプリンタが登録されている NetWare プリントサーバ名 

       （NetWare サーバの持つプリントサーバ）およびプリント 

       キュー名が表示されます。 

 

■フレームタイプフレームタイプフレームタイプフレームタイプ    

    現在選択されているフレームタイプが表示されます。 

    また、設定を変更することができます。 

 変更後はプリンタを再起動させる必要があります。 

 

■NetWareNetWareNetWareNetWare パスワードパスワードパスワードパスワード    

本プリンタの持つプリントサーバが NetWare サーバに接続するための 

パスワードを設定します。本プリンタを NetWare サーバ上にプリント 

サーバモードで登録する際に設定した NetWare パスワードと同じ 

パスワードを設定してください。 

設定するときには、「パスワードを変更」の横のチェックボックスを 

クリックし、チェックマーク(�)をつけてください。 
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■バインダリファイルサーババインダリファイルサーババインダリファイルサーババインダリファイルサーバ 

 本項目への設定は必要ありませんので行わないでください。 

 

     入力した設定を有効にするためには    ボタンをクリックして 

    ください。    

    

③③③③NetBIOSNetBIOSNetBIOSNetBIOS 

  本項目にアクセスすることにより、NetBEUI/BIOS プロトコルを利用する 

  ために必要なパラメータを設定することができます。    

    

■NetBEUINetBEUINetBEUINetBEUI 

  NetBEUI プロトコルの使用を有効または無効にすることができます。 

 無効にした場合、NetBEUI プロトコルを利用することはできません。 

  

■NetBIOS/IPNetBIOS/IPNetBIOS/IPNetBIOS/IP 

NetBIOS(over IP)プロトコルの使用を有効または無効にすることができ

ます。無効にした場合、NetBIOS(over IP)プロトコルを利用することは

できません。 

■利用可能利用可能利用可能利用可能なななな論理論理論理論理プリンタプリンタプリンタプリンタ 

NetBEUI/BIOS プロトコル環境で利用できる論理プリンタ名が表示されま

す。論理プリンタ名をクリックすると、[システム]-[論理プリンタ]の 

該当する論理プリンタの設定画面が表示されます。論理プリンタの設定

については、本章の「5.4.2.4 論理プリンタ」を参照してください。 

 

■コンピュータコンピュータコンピュータコンピュータ名名名名    

NetBEUI/BIOS プロトコル環境で、このプリンタがプリントサーバとして

認識されるときの名前(DPCxxxxxx)が表示されます。変更することはでき

ません。“xxxxxx”には MAC アドレスの下 6 桁が示されます。 

  

■ドメインドメインドメインドメイン名名名名    

 このプリンタが属するドメインが表示されます。 

 また、ドメインを変更することができます。 
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■WINSWINSWINSWINS のののの設定設定設定設定 

 AUTO ：プリンタ起動時に DHCP サーバから指定された WINS サーバ 

          に、このプリンタを登録します。 

          本設定を使用する場合には TCP/IP 設定の IPアドレス 

          取得方法を DHCP に設定してください。設定方法について 

          は、本章の「5.4.2.5 構成 (2)ネットワーク（NIC） ①TCP/IP」 

          を参照してください。 

     また、DHCP サーバにて WINS サポートの構成が必要です。 

          DHCP サーバにおける WINS サポートの設定については、ご 

          使用の DHCP サーバのマニュアル等を参照してください。 

 STATIC：プライマリ WINS サーバまたはセカンダリ WINS サーバに 

          このプリンタを登録します。 

    

■プライマリプライマリプライマリプライマリ WINSWINSWINSWINS サーバサーバサーバサーバ IPIPIPIP アドレスアドレスアドレスアドレス 

  「WINS の設定」が STATIC に設定されている場合、プリンタは起動時に 

   ここで指定するプライマリ WINS サーバにアクセスし、プリンタの登録 

   を試みます。 

 

■セカンダリセカンダリセカンダリセカンダリ WINSWINSWINSWINS サーバサーバサーバサーバ IPIPIPIP アドレスアドレスアドレスアドレス 

 プライマリ WINS サーバがネットワーク上で見つからない場合、プリンタ 

  はここで指定するセカンダリ WINS サーバにアクセスし、プリンタの登録 

  を試みます。 

 

    【【【【留意事項留意事項留意事項留意事項】】】】 

WINS の設定を無効にしたい場合には、「WINS の設定」で 

STATIC を選択し、「プライマリ WINS サーバ IP アドレス」 

および「セカンダリ WINS サーバ IPアドレス」を 0.0.0.0 

に設定してください。 

 

   入力した設定を有効にするためには    ボタンをクリックして 

  ください。 

④④④④AppleTalkAppleTalkAppleTalkAppleTalk 

  本項目にアクセスすることにより、AppleTalkプロトコルを利用するため 

  に必要なパラメータを設定することができます。    
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■AppleTalkAppleTalkAppleTalkAppleTalk 

 AppleTalkプロトコルの使用を有効または無効にすることができます。 

 無効にした場合、AppleTalk プロトコルを利用することはできません。 

 変更後はプリンタを再起動させる必要があります。 

  

■利用可利用可利用可利用可能能能能なななな論理論理論理論理プリンタプリンタプリンタプリンタ 

AppleTalkプロトコル環境で利用できる論理プリンタ名が表示されます。

論理プリンタ名をクリックすると、[システム]-[論理プリンタ]の該当す

る論理プリンタの設定画面が表示されます。論理プリンタの設定につい

ては、本章の「5.4.2.4 論理プリンタ」を参照してください。 

 

■AppleTalkAppleTalkAppleTalkAppleTalk ゾーンゾーンゾーンゾーン 

 このプリンタが属する AppleTalk ゾーンが表示されます。 

 また、ゾーンを変更することができます。 

 変更後はプリンタを再起動させる必要があります。 

 

   入力した設定を有効にするためには    ボタンをクリックして 

  ください。 

 

（（（（３３３３））））ネットワークネットワークネットワークネットワーク（（（（AUXAUXAUXAUX））））    

                        本項目への設定は行わないでください。 
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（（（（４４４４））））ネットワークネットワークネットワークネットワーク I/F (I/F (I/F (I/F (オンボードネットワークオンボードネットワークオンボードネットワークオンボードネットワーク I/FI/FI/FI/F モデルモデルモデルモデルのののの場合場合場合場合))))    

    本項目にアクセスすることにより、オンボードネットワーク I/F の 

 プロトコルの設定ができます。オンボードネットワーク I/F モデルでは 

 TCP/IP のみをサポートしています。 

 下の図は、本項目にアクセスしたときのものです。TCP/IP に関する設定 

 画面のみが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■IPIPIPIP アドレスアドレスアドレスアドレス 

IP アドレスの設定ができます。 

ただし、ここで IP アドレスを変更した場合、プリンタとの接続が断たれ

ます。引き続き Web インターフェース機能を利用する場合には、新しく設

定した IPアドレスでプリンタとの接続を再度確立し直してください。 

 

■サブネットマスクサブネットマスクサブネットマスクサブネットマスク 

  サブネットマスクの設定ができます。 

 

■ゲートウェイアドレスゲートウェイアドレスゲートウェイアドレスゲートウェイアドレス 

  ゲートウェイアドレスの設定ができます。 

 

■IPIPIPIP アドレスアドレスアドレスアドレス取得方法取得方法取得方法取得方法 

IP アドレスの取得方法を設定します。   

工場出荷時の設定は「STATIC」です。 

変更後はプリンタを再起動させる必要があります。 

STATIC：DHCP サーバから IP アドレスを取得しません。 

    手動によって IPアドレスを設定する必要があります。 

DHCP ：プリンタ起動時に DHCP サーバから IP アドレスを取得します。 

    プリンタ起動時に毎回取得します。また、本機能を使用する 

        場合、ネットワーク上で DHCP サーバが動作している必要があ 

        ります。      
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■HTTPHTTPHTTPHTTP ポートポートポートポート 

  HTTP ポートの設定ができます。 

  工場出荷時の設定値は 80 です。通常は変更する必要はありません。 

  変更後はプリンタを再起動させる必要があります。 

        入力した設定を有効にするためには    ボタンをクリックして 

        ください。 

 

■ホストホストホストホスト名名名名 

DNS サーバにプリンタのホスト名を通知したい場合、このプリンタのホ

スト名を設定します。 
 

■DNSDNSDNSDNS サーバアドレスサーバアドレスサーバアドレスサーバアドレス 

DNS サーバにプリンタのホスト名を通知したい場合、DNS サーバの IP

アドレスを設定します。 
 

■ドメインドメインドメインドメイン名名名名 

DNS サーバにプリンタのホスト名を通知したい場合、このプリンタが属

するドメインの名前を設定します。 

 

（（（（５５５５））））パスワードパスワードパスワードパスワード    

本項目にアクセスすることにより、システムパスワードを変更することがで

きます。工場出荷時のシステムパスワードは”1000”に設定されています。 
 

■システムパスワードシステムパスワードシステムパスワードシステムパスワード 

変更するときには、「システムパスワードを変更」の横のチェックボック 

スをクリックし、チェックマーク(�)をつけ、新しいパスワードを入力し 
た後に    ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

パスワードパスワードパスワードパスワードをををを変更変更変更変更したしたしたした場合場合場合場合にはにはにはには、、、、変更後変更後変更後変更後ののののパスワードパスワードパスワードパスワードをををを紛失紛失紛失紛失しないようしないようしないようしないよう

注意注意注意注意してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。万一紛失万一紛失万一紛失万一紛失したしたしたした場合場合場合場合にはにはにはには、、、、保守員保守員保守員保守員にににに連絡連絡連絡連絡してしてしてしてくださいくださいくださいください。。。。    

 

（（（（６６６６））））カレンダーカレンダーカレンダーカレンダー    

                    本項目にアクセスすることにより、プリンタ内部のカレンダーを設定する 
      ことができます。 
 

■タイムゾーンタイムゾーンタイムゾーンタイムゾーン 

 現在のタイムゾーン設定が表示されます。 
 また、設定を変更することができます。 

 

■夏時間夏時間夏時間夏時間 

夏時間の設定ができます。夏時間を有効にするときには、「夏時間を使用」

の横のチェックボックスをクリックし、チェックマーク(�)をつけてくださ

い。 

 

 

!!!!    
  注意注意注意注意    
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■タイムサーバタイムサーバタイムサーバタイムサーバ 

タイムサーバの設定ができます。タイムサーバを使用して日時を設定する

場合には、「タイムサーバを使用」の横のチェックボックスをクリックし、

チェックマーク(�)をつけてください。プリンタは起動時および同期時刻で

指定された時間に、指定されたタイムサーバにアクセスし時刻を取得しま

す。 

・プロトコル ：タイムサーバのプロトコルとして TIME(RFC868)

あるいは SNTP(RFC1769)を選択できます。 

・プライマリ IP アドレス ：プリンタはここで指定されたタイムサーバにア

クセスし、日時の取得を試みます。 

・セカンダリ IP アドレス ：プライマリ IP アドレスで指定したタイムサー

バが見つからない場合、プリンタはここで指

定されたタイムサーバにアクセスし、日時の

取得を試みます。 

・同期時刻 ：毎日ここで指定した時間(Hour)にタイムサー

バにアクセスし、日時を取得します。 

        

■日付日付日付日付とととと時間時間時間時間 

  カレンダーの日付および時間を設定できます。 

変更するときには、「日付と時間を変更」の横のチェックボックスを 

クリックし、チェックマーク(�)をつけてください。 

 

      入力した設定を有効にするためには    ボタンをクリックして 

   ください。 

    

（（（（７７７７））））リセットリセットリセットリセット    

本項目にアクセスすることにより、システムをリセットすることができます。 

■リセットリセットリセットリセット    

チェックボックスをクリックし、チェックマーク(�)をつけ、     

 ボタンをクリックすることで、システムをリセットすることができます。 

 プリンタは自動的に再起動します。 

    

（（（（８８８８））））そのそのそのその他他他他    

        本項目にアクセスすることにより、以下の設定することができます。 

■省電力省電力省電力省電力モードモードモードモード時間時間時間時間    

ヒータオフモードになるまでの時間を設定します。2～230 分の間で設定が

可能で、デフォルト値は 2 分です（注）。スリープモードはヒーターオフモ

ードの状態になった 5 分後に移行します。本メニューはコントローラレビジ

ョンが「ev415d」以降で有効です。 

（注）2001 年 9 月以前に生産された製品では 5～230 分の間で設定が可能 

  です。デフォルト値は 15 分です。    
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■国番号国番号国番号国番号    

 国際電話で利用されている国番号を入力してください。 

  ・“1”（USA/ｶﾅﾀﾞ）に設定した場合 

    MBT の工場出荷値の用紙サイズが Letter LEF になります。 

  ・“1”（USA/ｶﾅﾀﾞ）以外に設定した場合 

    MBT の工場出荷値の用紙サイズが A4 LEF になります。 

■自動自動自動自動オンラインオンラインオンラインオンライン    

この設定が「有効」のとき、ｵﾌﾗｲﾝ/ﾎﾟｰｽﾞの表示から７分後に自動的にｵﾝﾗｲ

ﾝの表示に変わります。各種メニュー画面を表示していた場合は、100 秒後

に自動的にｵﾝﾗｲﾝの表示に変わります。 

■サンプルサンプルサンプルサンプル印刷印刷印刷印刷    

デフォルト値は「無効」です。この設定が「有効」のとき、印刷部数が２

部以上指定されている印刷データについて、１部目の印刷が終了した時点

で２部目以降の印刷を継続するか、キャンセルするかを選択する画面が表

示されます。 

■給紙給紙給紙給紙モードモードモードモード 

デフォルト値は「用紙補給時」です。給紙トレイのカスケードの切替えタ

イミングとして「用紙補給時」あるいは「用紙切れ時」を選択できます。 

■排紙排紙排紙排紙モードモードモードモード 

デフォルト値は「標準」です。コンテナスタッカのカスケードの優先順位

として「標準」あるいは「上優先」を選択できます。本項目はコンテナス

タッカを接続したときに表示されます。 
 

 入力した設定を有効にするためには    ボタンをクリックしてください。 

    

（（（（９９９９））））AppleTalkAppleTalkAppleTalkAppleTalk（（（（オンボードネットワークオンボードネットワークオンボードネットワークオンボードネットワーク I/FI/FI/FI/F モデルモデルモデルモデルのののの場合場合場合場合））））    

本項目にアクセスすることにより、AppleTalk プロトコルを利用するため  

に必要なパラメータを設定することができます。 

 

■AppAppAppAppleTalkleTalkleTalkleTalk 

 AppleTalkプロトコルの使用を有効または無効にすることができます。 

 無効にした場合、AppleTalk プロトコルを利用することはできません。 

 変更後はプリンタを再起動させる必要があります。 

  

■利用可能利用可能利用可能利用可能なななな論理論理論理論理プリンタプリンタプリンタプリンタ 

 AppleTalkプロトコル環境で利用できる論理プリンタ名が表示されます。 

 論理プリンタ名をクリックすると、[システム]-[論理プリンタ]の該当 

  する論理プリンタの設定画面が表示されます。論理プリンタの設定に 

  ついては、本章の「5.4.2.4 論理プリンタ」を参照してください。 
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■AppleTalkAppleTalkAppleTalkAppleTalk ゾーンゾーンゾーンゾーン 

 このプリンタが属する AppleTalk ゾーンが表示されます。 

 また、ゾーンを変更することができます。 

 変更後はプリンタを再起動させる必要があります。 

 

   入力した設定を有効にするためには    ボタンをクリックして 

  ください。 

 

5.4.2.6 5.4.2.6 5.4.2.6 5.4.2.6 印刷履歴印刷履歴印刷履歴印刷履歴    

    本ページにアクセスすることにより、印刷の履歴を参照することができます。 

 

■保守保守保守保守カウンタカウンタカウンタカウンタ 

保守カウンタ値を表示します。 

保守カウンタはプリンタの定期保守の時期を計るためのカウンタです。この 

カウンタ値は印刷されるごとにカウントダウンされ、0になると定期保守の時期

である旨のメッセージがオペレータコントロールパネルに表示されます。 

 

■印刷履歴印刷履歴印刷履歴印刷履歴 

 を右クリックすることで、各期間ごとの印刷履歴ファイルをダウンロード

することができます。 

・インターネットエクスプローラを使用している場合 

「対象をファイルに保存」を選択し、ファイルとして保存してください。 

・ネットスケープを使用している場合 

「リンクを名前を付けて保存」を選択し、ファイルとして保存してください。 

ファイルは CSV（カンマ区切り）形式で保存されます。 

   

履歴ファイルで示される各項目の説明については、次のページを参照してくだ

さい。 
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＜履歴ファイル表記内容＞ 

項目項目項目項目    説明説明説明説明    

Job ID 履歴ファイルにて管理される印刷ジョブの ID 番号です。 

Record Version 履歴ファイルの記録フォーマットのバージョンを示します。 

Status ジョブのステータスを示します。 

０：正常に印刷終了 

２：キャンセル 

Session ID 印刷ジョブのセッション ID を示します。 

Channel Source 印刷ジョブの転送に使用したチャネル情報を示します。 

０：パラレル I/F 

１：マルチプロトコルネットワーク I/F 

    オンボードネットワーク I/F の VPT ポートへの Raw TCP 印刷 

２：オンボードネットワーク I/F の 9100 ポートへの Raw TCP 印刷 

３：オフライン印刷（ステータスページ、テスト印刷等） 

４：オンボードネットワーク I/F への LPD 印刷 

VPT 使用した論理プリンタを示します。 

０：Text 

１：vp-pcl 

２：postscript 

３：ascii_portrait 

４：ascii_landscape 

５：lp_portrait 

６：lp_landscape 

７：PSAxxxxxx (“xxxxxx”は MAC アドレスの下６桁) 

８：PSNxxxxxx (“xxxxxx”は MAC アドレスの下６桁) 

９～：新規に作成された論理プリンタ 

２５５：Default チャネル（パラレル I/F、オフライン印刷） 

PDL Source 印刷ジョブの PDL（PostScript または PCL）が示されます。 

File Size 印刷ジョブのデータ処理サイズを示します。 

User Name 印刷ジョブの所有者名を示します。 

印刷ジョブ内の記述によっては、正しく記録されない場合があります。 

Document Name 印刷ジョブのドキュメント名を示します。 

印刷ジョブ内の記述によっては、正しく記録されない場合があります。 

Priority 本項目はサポートしておりません。 

Completed Page 印刷が完了し、正常に排紙されたページ数を示します。 

Completed Copies 印刷完了し、正常に排紙されたコピー数を示します。 

PDL Side プリンタコントローラにより展開処理されたページ数を示します。排

紙されたページ数を示すものではありません。 

PDL Copies プリンタコントローラにより展開処理されたコピー数を示します。排

紙されたコピー数を示すものではありません。 

Total Sets 本項目はサポートしておりません。 

Total Sheets プリンタコントローラにより展開処理されたページ数を用紙枚数に換

算した値を示します。排紙された用紙枚数を示すものではありません。 

Added Side 「両面パスモード」が有効に設定されているときに、追加されたペー

ジ数を示します。 
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項目 説明 

Toner Coverage トナーカバレッジを示します。 

Date Created 履歴ファイルに記録された日付を示します。 

Time Created 履歴ファイルに記録された時間を示します。 

Duration 印刷処理が開始されてから履歴ファイルに記録されるまでの時間 

（秒）を示します。 

Media 1～10 印刷に使用された用紙(Media)ごとに以下の情報を示します。 

（排紙された用紙に関する情報です） 

Media n Size 使用した用紙のサイズを示します。 

０：A5、 ２：SuperB、 ３：B5 LEF、 ４：Letter SEF、 

５：Letter LEF、 ６：B4 SEF、 ７：A4タブ、 ８：A4 SEF、  

９：A4 LEF、１０：A3 SEF、 １２：Folio、 １３：Legal SEF、  

１４：Ledger SEF、 １５：Letter タブ、 １６：カスタムサイズ、 

３３：Statement SEF、 ３４：Executive LEF 

Media n Type 使用した用紙のタイプを示します。 

１：普通紙、 ２：ボンド紙、 ３：カラー紙、 ４：ラベル紙、 

５：レターヘッド、 ６：プレプリント紙、 ７：穴あき紙、 

８：再生紙、 ９：スペシャル、 １０：ＯＨＰシート、 

１１：穴あきＯＨＰ、 １２：その他 

Media n Weight 使用した用紙の重量(lbs)を示します。 

※PS ジョブ及び用紙重量自動選択がユウコウのときの PCL ジョブは

0（1bs）が表示されます。(PostScript のバージョンが 3011 のと

きのみ表示されます。PostScript のバージョンはステータスペー

ジを参照してください。) 

Media n Hopper 使用した給紙トレイを示します。 

１：トレイ１ 

２：トレイ２ 

４：トレイ３ 

８：ＭＢＴ 

１６：大容量ホッパ（ＨＣＦ） 

Media n Stacker 使用した排紙トレイを示します。 

２：エレベータ・トレイ     ３２：コンテナスタッカ１上 

４：アッパー・トレイ      ６４：コンテナスタッカ２下 

１６：コンテナスタッカ１下   １２８：コンテナスタッカ２上 

１：サンプルトレイ 

Media n Sheet Count 排紙された用紙の枚数を示します。 

Media n Side Count 排紙された印刷ページ数を示します。 

 

■トナトナトナトナーカバレッジーカバレッジーカバレッジーカバレッジ 

最後に印刷された印刷ジョブ、および各期間ごとのトナーカバレッジを表示し

ます。期間については、本章の「5.4.1.6 使用状況 –トナーカバレッジ」で説

明しているものと同じです。 

 

■用紙用紙用紙用紙 

印刷枚数、印刷ページ数および各用紙の使用枚数を表示します。 

    

            【【【【留意事項留意事項留意事項留意事項】】】】 

  Statement、Executive の各用紙はカスタムサイズ 

  としてカウントされます。 
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5.4.2.7 5.4.2.7 5.4.2.7 5.4.2.7 印刷印刷印刷印刷ジョブジョブジョブジョブ    

本ページにアクセスすることにより、印刷中や印刷待ちのジョブの情報を参照する 

ことができます。また、印刷ジョブを削除することもできます。 

下の図は、２つの印刷ジョブがスプールされているときの例です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①①①①印刷印刷印刷印刷ジョブジョブジョブジョブ 

  印刷中や印刷待ちのジョブの状態が表示されます。 

 

        【【【【留意事項留意事項留意事項留意事項】】】】 

    印刷ジョブ内の記述によっては正しく表示されない場合があります。 

 

■選択選択選択選択 

チェックボックスにチェックマーク(�)をつけることで、その印刷ジョブを削除 

の対象とします。選択を解除するときには、チェックマーク(�)のついたチェッ

クボックスをもう一度クリックしてください。 

また、  ボタンをクリックすると全ての選択が解除されます。 

 

■ジョブジョブジョブジョブ名名名名    

 印刷ジョブ名が表示されます。 
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■部数部数部数部数    

    印刷ジョブの印刷部数が表示されます。前の数値は排紙が完了した部数を示し 

 ます。後ろの数値は最終的に印刷される総部数を示します。 

 印刷ジョブの処理の進行状況によって、表示される内容が変化していきます。 

 

■ページページページページ 

印刷ジョブのページ数が表示されます。 

上段：RIP 完了ページ数 

下段：排紙完了ページ数 

 

■ユーザユーザユーザユーザ 

 印刷ジョブの所有者名が表示されます。 

 

■時間時間時間時間 

 プリンタが印刷ジョブの受信を開始した時間が表示されます。 

 

■状態状態状態状態 

 印刷ジョブの状態を表示します。 

 表示されるアルファベットは以下の状態を示します。 

  C：削除中（Cancel） 

   P：停止中（Pause） 

  A：処理中（Active） 

 

     ボタンをクリックすると、表示の内容が最新のものに更新されます。 

 

②②②②印刷印刷印刷印刷ジョブジョブジョブジョブのののの削除削除削除削除    

    「選択ジョブの削除」または「全ジョブの削除」が選択できます。 

 実行する場合には、   ボタンをクリックしてください。 

 

5.4.2.8 5.4.2.8 5.4.2.8 5.4.2.8 テストテストテストテスト印刷印刷印刷印刷    

本ページにアクセスすることにより、各種印刷パターンをテスト印刷することができ

ます。出力結果については、「付録 E テスト印刷」を参照してください。 
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5.4.2.9 5.4.2.9 5.4.2.9 5.4.2.9 問問問問いいいい合合合合せせせせ先設定先設定先設定先設定    

本ページにアクセスすることにより、問い合せ先の情報を設定することができます。 

入力した設定を有効にするためには       ボタンをクリックしてください。 

ここで設定した内容は、上部のメニューの「お問い合せ」で表示されます。 

 

5.4.3 [5.4.3 [5.4.3 [5.4.3 [おおおお問問問問いいいい合合合合せせせせ]]]]ページページページページ    

本ページにアクセスすることにより、お問い合せ先の情報を参照することができます。 

 

5.4.4 [5.4.4 [5.4.4 [5.4.4 [リンクリンクリンクリンク]]]]ページページページページ    

本ページにアクセスすることにより、リコープリンティングシステムズ株式会社のホ

ームページにアクセスすることができます。 

 

    【【【【留意事項留意事項留意事項留意事項】】】】    

 ご使用のコンピュータ（PC）がインターネットにアクセスできる    

 ネットワーク環境に接続されている必要があります。 

 

5.4.5 [5.4.5 [5.4.5 [5.4.5 [サイトマップサイトマップサイトマップサイトマップ]]]]ページページページページ    

本ページを起点に各ページにアクセスすることができます。 
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第第第第 6  6  6  6 章章章章    

メンテナンスメンテナンスメンテナンスメンテナンス 
 

6.16.16.16.1 このこのこのこの章章章章のののの内容内容内容内容 

この章では、以下の事項について説明します。 

■ 始業点検 

■ 消耗品の交換 

■ ユーセージ部品の交換 

■ 用紙ジャムの除去 

■ 詰まったステープルの除去 

■ プリンタの清掃 

■ チャージャの交換方法 

■ コロトロンの交換方法 

■ 消耗品およびユーセージ部品の廃棄について 

■ 剥離電圧の調整 

■ 印刷濃度の調整 

■ 定着温度の調整 

■ レーザパワーの調整 

 

OG B 04  



6-2 

 

6.26.26.26.2 始業点検始業点検始業点検始業点検 

  印刷品質および装置の維持のために定期的な点検、清掃が必要です。このために、下記の項

目については、始業時に点検を行って業務を開始してください。 

 

6.2.16.2.16.2.16.2.1 プリンタプリンタプリンタプリンタののののカウンタカウンタカウンタカウンタ値値値値のののの読読読読みみみみ方方方方    

ページ･カウンタには、プリントされたページの数が示され、その値は 100 ページ分プリントされた

とき１つ増えます。たとえば 1～99 プリントまでは、ページ･カウンタの値は 0 となり、100～199 プリン

トまではページ･カウンタの値は 1、200～299 プリントまではページ･カウンタの値は 2、といった具合

に表示します。このカウンタは、使用量に応じて累積していきます。 

なお、プリント･ページ数は、 片面印刷で、レターサイズ（215.9mm／8.5 インチ）の LEF 印刷を基

準に 1 ページとカウントします。また、B4、A3、レジャー、リーガルは用紙送り長さ比で 8.5 インチを

基準に換算されカウントします。 

 

ページカウンタ
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6.2.26.2.26.2.26.2.2 印刷品質印刷品質印刷品質印刷品質ののののチェックチェックチェックチェック    

点検頻度：始業時・ジャム発生時 

 

オペレータコントロール・パネルからテスト･プリント(テスト･パターンのプリント)を実行して、印刷品

質に異常がないかチェックしてください。 

 
6.2.36.2.36.2.36.2.3 ファンファンファンファンのののの回転回転回転回転ののののチェックチェックチェックチェック    

点検頻度：1,200 ki （ki : x1,000 イメージ）使用時、もしくは６ヶ月使用時の早いほう。 

注意: このチェックは電源を入れたまま行うので、注意して実施してください。 

 

[チェック方法] 

1.1.1.1. テスト･プリントを行っている間に、以下の各ファンの吹出し口に手をあてて、ファンが回転していることをチェッ

クします。 

No. 名称 方向 回転のタイミング 

1 DEV Cooling Fan 流出 初期化時。プリントが行われている間。 

2 DEV Rear Fan 流出 電源が入っている間(24V が ON の時)。 

3 HR Fan 1 流出 初期化時以外。 

4 HR Fan 2  流出 初期化時以外。 

5 Ozone Blower 流出 電源が入っている間(24V が ON の時)。 
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トナー補給カバー 

トナー・ホッパ・ユニット 

５，６回 ５，６回 

6.36.36.36.3 消耗品消耗品消耗品消耗品のののの交換交換交換交換    

消耗品を交換する必要が出てくると、プリンタは印刷を中止し、消耗品を交換してくださいと

いう内容のエラー・メッセージを表示します。下の表は、消耗品の使用基準値を示したもので

す。 

なお、表内の（ ）内の名称は、梱包箱に印刷されている部品名称を示します。 
消耗品消耗品消耗品消耗品 商品商品商品商品コードコードコードコード    使用基準値使用基準値使用基準値使用基準値 

トナー 

HT-4559-70 用トナー 

 (LB070B TONER) 

N215484A 
約 45,000 イメージ／ボトル（トナー非リサイクルモード） 

約 56,000 イメージ／ボトル（トナーリサイクルモード) 

現像剤  

HT-4559-70 用現像剤 

(LB070B DEVELOPER) 

N215485A 

HT-4559-70E 用現像剤 

(LB092A DEVELOPER) 

N215942A 

約 480,000 イメージ／ボトル ( 600,000 ドラムカウント) 

(注 現像剤の寿命の目安は，総ドラム回転数の８０％が

実際に印刷に使用されたことを想定して計算されていま

す。 

  ドラム回転数はエンジンが動作を始めた時の印刷速度

でプリンタに記録されます。 印刷時のドラム回転数の使

用率が８０％を下回った場合，上記予測寿命は短くなるこ

とがあります。) 

ステープル N213588 
5000 ステープル 

トナー回収ボトル － トナー補給１回おきに交換 

低密度印刷や間欠印刷が多いと、２回目のトナー補給前

にトナー回収ボトルが一杯になりトナー回収ボトルが不足

する場合があります。こ の時は、別売の商品コード 

N217885A トナーボトル（W）セットクミ（３個入り/箱）をご購

入ください。 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

•実際の消耗品交換時期は、印刷内容によって変わります。 

•使用済みの消耗品は、地域の法令、条例に従って廃棄してください。また、

火中に投じないでください。 

（6.11 節 消耗品およびユーセージ部品の廃棄についてを参照ください。） 

•イメージとは Letter LEF(Long Edge Feed)の用紙サイズです。 

•消耗品は日立電子サービス（株）または（株）日立情報システムズからご購入

ください。 

 

6.3.16.3.16.3.16.3.1 トナートナートナートナーのののの補給補給補給補給            

「トナーガアリマセン ホキュウシテクダサイ」と表示します。 

1.1.1.1. トナー補給カバーを開けます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2.2. トナー・ボトルの口が開いている場合には、閉めてください。トナー・ボトルを上下に５、６

回振り、さらにボトルを逆さにしてもう一度振ってください。 
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注意注意注意注意    

トナートナートナートナーはははは人体人体人体人体にににに有害有害有害有害なものではありませんがなものではありませんがなものではありませんがなものではありませんが、、、、手手手手やややや衣服衣服衣服衣服ににににトナートナートナートナーがががが付着付着付着付着

したしたしたした場合場合場合場合にはにはにはには、、、、すみやかにすみやかにすみやかにすみやかに冷水冷水冷水冷水でででで洗洗洗洗いいいい流流流流してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

    

3.3.3.3. トナーの封印テープをはがします。 

 

 

注意注意注意注意    

トナートナートナートナーのののの封印封印封印封印テープテープテープテープをはがすをはがすをはがすをはがす前前前前にににに、、、、トナートナートナートナー・・・・ボトルボトルボトルボトルののののキャップキャップキャップキャップのののの突起突起突起突起がががが

正正正正しいしいしいしい位置位置位置位置（（（（カチッカチッカチッカチッとととと鳴鳴鳴鳴るるるる位置位置位置位置））））にににに合合合合っているかっているかっているかっているか確認確認確認確認してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。位位位位

置置置置がががが合合合合っていないときにはっていないときにはっていないときにはっていないときには、、、、ボトルボトルボトルボトルののののキャップキャップキャップキャップをををを左回左回左回左回りりりり（（（（時時時時計計計計とはとはとはとは反対反対反対反対

回回回回りりりり））））にににに回回回回してしてしてして、、、、突起突起突起突起をををを下図下図下図下図のようにのようにのようにのように正正正正しいしいしいしい位置位置位置位置（（（（カチッカチッカチッカチッとととと鳴鳴鳴鳴るるるる位置位置位置位置））））

にににに合合合合わせてからわせてからわせてからわせてから封印封印封印封印テープテープテープテープをはがしてくださいをはがしてくださいをはがしてくださいをはがしてください。。。。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.4.4. トナー・ボトルをトナー・ホッパ・ユニットに差し込み、ボトルの口のところにある三角印とト

ナー・ホッパ・ユニットの三角印の位置を合わせてください。つぎに、ボトルの三角印がト

ナー・ホッパ・ユニットの丸印のところにくるまで、ボトルを１８０度回転させます。 
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5.5.5.5. ボトルの上端を持ち、図のようにボトルを軽く叩いて、トナーをトナー・ホッパ・ユニットに

移します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.6.6.6. トナー・ボトルが空になったら、ボトルを１８０度逆に回転させて、ボトルを取り外してくださ

い。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

ボトルキャップに残ったトナーをこぼさないように注意してください。 

7.7.7.7. トナー補給カバーを閉め、空になったトナー・ボトルは廃棄してください。空になったトナ

ーボトルにはトナーが付着していますので、絶対に火中に投じないで下さい。粉塵爆発

により、けがのおそれがあります。 

 

注意注意注意注意    

廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はははは、、、、国国国国、、、、県県県県、、、、市町村市町村市町村市町村などがなどがなどがなどが定定定定めるめるめるめる規制規制規制規制にしたがっにしたがっにしたがっにしたがってててて、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄またはまたはまたはまたは

焼却焼却焼却焼却してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。地域地域地域地域によってによってによってによって規制規制規制規制はははは異異異異なりますのでなりますのでなりますのでなりますので、、、、ごごごご使用使用使用使用のののの地域地域地域地域

のののの廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理のののの方法方法方法方法についてはについてはについてはについては、、、、各自治体各自治体各自治体各自治体などにごなどにごなどにごなどにご確認確認確認確認くださいくださいくださいください。。。。    

 

OG B 03  
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6.3.26.3.26.3.26.3.2 トナートナートナートナー回収回収回収回収ボトルボトルボトルボトルのののの交換交換交換交換    

OCP に「トナーボトル フル コウカンシテクダサイ」というメッセージが表示されたら、トナー

回収ボトルを新しい空のボトルと取り替えてください。 

1.1.1.1. まず、トナー回収ボトル・カバーを開き、インナカバーを開きます。（プリンタ右側の MBT 

（マルチ・バイパス・トレイ）の隣りにあります。） 

 

2.2.2.2. 古いトナー回収ボトルを外します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.3.3. トナー回収ボトルに付いているキャップを外し、ボトルの口のところに取り付け、密閉して

ください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.4.4. 新しいトナー回収ボトルを取り付けます（手順２の図を参考にしてください）。 

5.5.5.5. 内部のカバーを閉め、トナー回収ボトル・カバーを閉めます。 

 

 

OG B 02  

キャップ 

インナカバー 

古いトナー回収ボトル 

トナー回収ボトル・カバー 

取り付け 

取り外し 
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突起 

切り口 

 
 

6.6.6.6. いっぱいになったトナー回収ボトルは、適切な廃棄処理方法にしたがって、廃棄してく

ださい。絶対に火中に投じないでください。粉塵爆発により、けがのおそれがあります。 

 

注意注意注意注意    

廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はははは、、、、国国国国、、、、県県県県、、、、市町村市町村市町村市町村などがなどがなどがなどが定定定定めるめるめるめる規制規制規制規制にしたにしたにしたにしたがってがってがってがって、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄またはまたはまたはまたは

焼却焼却焼却焼却してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。地域地域地域地域によってによってによってによって規制規制規制規制はははは異異異異なりますのでなりますのでなりますのでなりますので、、、、ごごごご使用使用使用使用のののの地域地域地域地域

のののの廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理のののの方法方法方法方法についてはについてはについてはについては、、、、各自治体各自治体各自治体各自治体などにごなどにごなどにごなどにご確認確認確認確認くださいくださいくださいください。。。。    

 

6.3.3 6.3.3 6.3.3 6.3.3 現像剤現像剤現像剤現像剤のののの交換交換交換交換    

現像剤の交換は、２段階の処理が必要です。まず現像剤を排出して、次に補給を行います。

ＯＣＰでの操作は、以下のようになります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.4 6.3.4 6.3.4 6.3.4 現像剤現像剤現像剤現像剤をををを排出排出排出排出するするするする    

1.1.1.1. 空の現像剤ボトルを機器に添付されているアクセサリ箱から取り出します。 

2.2.2.2. プリンタのフロント・カバーを開きます。 

3.3.3.3. 空の現像剤ボトルを、現像剤排出口に取り付けます。その際、ボトルの切り口が排出口

の突起に当たるようにします。 
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4.4.4.4. 現像剤ボトルのキャップを下の図に示す向きに約 160 度回転して、空の現像剤ボトルを

固定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意注意注意注意    

キャップキャップキャップキャップをををを回回回回すときはすときはすときはすときは、、、、現像剤現像剤現像剤現像剤ボトルボトルボトルボトルががががキャップキャップキャップキャップといっしょにといっしょにといっしょにといっしょに回回回回らないらないらないらない

ようにようにようにように、、、、ボトルボトルボトルボトルをををを押押押押さえておいてくださいさえておいてくださいさえておいてくださいさえておいてください。。。。    

 

5.5.5.5. OCP（オペレータ・コントロール・パネル）で以下の順に選択し、排出処理を開始します。 

環境設定環境設定環境設定環境設定／／／／消耗品消耗品消耗品消耗品／／／／現像剤現像剤現像剤現像剤／／／／排出排出排出排出 （ＯＣＰの操作は 6.3.3 節参照） 

排出処理には、約２分かかります。 

6.6.6.6. ボトルのキャップを、下の図に示す向きに 160 度回転して、現像剤ボトルを取り外します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7.7.7. 排出した現像剤の入った現像剤ボトルは、適切な廃棄処理方法にしたがって、廃棄して

ください。絶対に火中に投じないでください。粉塵爆発により、けがのおそれがあります。 

 

注意注意注意注意    

廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はははは、、、、国国国国、、、、県県県県、、、、市町村市町村市町村市町村などがなどがなどがなどが定定定定めるめるめるめる規制規制規制規制にしたがってにしたがってにしたがってにしたがって、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄またはまたはまたはまたは

焼却焼却焼却焼却してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。地域地域地域地域によってによってによってによって規制規制規制規制はははは異異異異なりますのでなりますのでなりますのでなりますので、、、、ごごごご使用使用使用使用のののの地域地域地域地域

のののの廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理のののの方法方法方法方法についてはについてはについてはについては、、、、各自治体各自治体各自治体各自治体などにごなどにごなどにごなどにご確認確認確認確認くださいくださいくださいください。。。。    

 

OG B 04  
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6.3.5 6.3.5 6.3.5 6.3.5 現像剤現像剤現像剤現像剤のののの注入注入注入注入    

 

    注意注意注意注意    

現像剤現像剤現像剤現像剤のののの注入注入注入注入はははは、、、、プリンタプリンタプリンタプリンタ現像剤投入口直下現像剤投入口直下現像剤投入口直下現像剤投入口直下にににに貼付貼付貼付貼付けてあるけてあるけてあるけてある現像剤識別現像剤識別現像剤識別現像剤識別

ラベルラベルラベルラベルにあるにあるにあるにある現像剤現像剤現像剤現像剤ボトルボトルボトルボトル図図図図ののののラベルラベルラベルラベル色色色色とととと同同同同じじじじ緑色緑色緑色緑色ののののラベルラベルラベルラベルがががが貼貼貼貼られたられたられたられた

現像剤現像剤現像剤現像剤（（（（商品商品商品商品コードコードコードコード：：：：N215942AN215942AN215942AN215942A））））であることをであることをであることをであることを確認確認確認確認のののの上上上上、、、、御使用御使用御使用御使用くださくださくださくださ

いいいい。。。。プリンタプリンタプリンタプリンタ現像剤投入口直下現像剤投入口直下現像剤投入口直下現像剤投入口直下にににに現像剤識別現像剤識別現像剤識別現像剤識別ラベルラベルラベルラベルがないがないがないがない場合場合場合場合はははは、、、、白色白色白色白色

ののののラベルラベルラベルラベルのののの貼貼貼貼られているられているられているられている現像剤現像剤現像剤現像剤（（（（商品商品商品商品コードコードコードコード：：：：N212986AN212986AN212986AN212986A））））をををを使用使用使用使用してくしてくしてくしてく

ださいださいださいださい。。。。    

異異異異なるなるなるなる現像剤現像剤現像剤現像剤のののの使用使用使用使用はははは、、、、故障故障故障故障のののの原因原因原因原因となりますとなりますとなりますとなります。。。。    
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○：注入できます 

①商品コード 

 N215942A 

②商品コード 

 N212986A 

ラベル色：白 

ラベル色：緑 

現像剤識別ラベル無し 

現像剤ボトル図の 

ラベル色：緑 

○：注入できます 

現像剤識別 

ラベル 

×：注入できません 

［現像剤ボトル］ 
［プリンタ内現像剤吸排部］ 

HT-4559-702E/705E 

HT-4559-702/705 
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1.1.1.1. 箱から新しい現像剤ボトルを取り出し、振ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.2. 現像剤注入口のキャップを外します。 

3.3.3.3. 新しい現像剤ボトルを現像剤注入口に据えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.4.4.4. 現像剤ボトルのキャップを、下の図に示す向きに約 160 度回転させることで、ボトルをそ

の位置に固定します。 

 

 

注意注意注意注意    

キャップキャップキャップキャップをををを回回回回すときはすときはすときはすときは、、、、ボトルボトルボトルボトルががががキャップキャップキャップキャップといっしょにといっしょにといっしょにといっしょに回回回回らないようにらないようにらないようにらないように、、、、

現像剤現像剤現像剤現像剤ボトルボトルボトルボトルをををを押押押押さえておいてくださいさえておいてくださいさえておいてくださいさえておいてください。。。。    
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5.5.5.5. OCP（オペレータ・コントロール・パネル）で以下の順に選択し、注入処理を開始します。 

環境設定環境設定環境設定環境設定／／／／消耗品消耗品消耗品消耗品／／／／現像剤現像剤現像剤現像剤／／／／注入注入注入注入 （ＯＣＰの操作は 6.3.3 節参照） 

注入処理には、約２分かかります（最大注入時間は、４分半です）。 

6.6.6.6. 現像剤ボトルのキャップを、下の図に示す向きに 160 度回転して、現像剤ボトルを取り外

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     注意注意注意注意    

空空空空のののの現像剤現像剤現像剤現像剤ボトルボトルボトルボトルはははは、、、、次次次次のののの現像剤排出時現像剤排出時現像剤排出時現像剤排出時にににに使用使用使用使用するためするためするためするため、、、、保管保管保管保管しておいしておいしておいしておい

てくださいてくださいてくださいてください。。。。    

 
 

7.7.7.7. 現像剤注入口のキャップを、注入口に取り付けます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.8.8.8. プリンタから現像剤がこぼれたりした場合、きれいに拭き取ってください。 

 

9.9.9.9. フロント・カバーを閉じます。 

 

 

OG A 00  OG B 03  
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6.3.66.3.66.3.66.3.6 ステープルステープルステープルステープルのののの交換交換交換交換    

ステープル・カートリッジの交換が必要になると（5,000 本ごとに交換）、OCP に「ステープル

ガ アリマセン ： フロント」または「ステープルガ アリマセン ： リア」と表示されます。ステー

プル・カートリッジを交換するには、以下の手順にしたがいます。 

 

 

注意注意注意注意    

フロントフロントフロントフロント・・・・ステープルステープルステープルステープル・・・・カートリッジカートリッジカートリッジカートリッジととととリアリアリアリア・・・・ステープルステープルステープルステープル・・・・カートリッカートリッカートリッカートリッ

ジジジジのののの交換手順交換手順交換手順交換手順はははは、、、、同同同同じですじですじですじです。。。。ステープルステープルステープルステープル・・・・カートリッジカートリッジカートリッジカートリッジはははは、、、、手前側手前側手前側手前側ががががフフフフ

ロントロントロントロント、、、、奥側奥側奥側奥側ががががリアリアリアリアですですですです。。。。    

 

1.1.1.1. フィニッシャー・フロント・カバーを開きます。 

 

 

2.2.2.2. 緑色のレバーを下に押して、カートリッジ・ホルダを外し、取り出します。 

 

 

OG B 02  
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3.3.3.3. 空になったカートリッジをカートリッジ・ホルダから取り外します。 

 

注意注意注意注意    

カートリッジカートリッジカートリッジカートリッジ・・・・ホルダホルダホルダホルダはははは捨捨捨捨てないでくださいてないでくださいてないでくださいてないでください。。。。    

 
 

 

4.4.4.4. 新しいカートリッジをカートリッジ・ホルダに挿し込みます。 

 

 
 

5.5.5.5. ボール紙のストッパをはがします。 

 

 

    

OG B 02  
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6.6.6.6. カートリッジ・ホルダをステープラ・ユニットに挿し込み、緑色のレバーが戻るまで押し込

みます。 

 

7.7.7.7. フィニッシャー・フロント・カバーを閉めます。 

 

OG B 02  
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6.46.46.46.4 ユーセージユーセージユーセージユーセージ部品部品部品部品のののの交換交換交換交換    

ユーセージ部品を交換する必要が出てくると、プリンタは印刷を中止し、ユーセージ部品を

交換してくださいという内容のエラー・メッセージを表示します。下の表は、ユーセージ部品

の使用基準値を示したものです。 

なお、ペーパピックキットとフィニッシャキットに関しては、上記交換要求が表示されませんの

でページカウンタ値を控えていただき、下記交換の目安で交換してください。下記項目で交

換作業が困難と考えられる項目は、保守員にご相談ください。 

なお、表内の（ ）内の名称は、梱包箱に印刷されている部品名称を示します。 

 

ユーセージユーセージユーセージユーセージ部品部品部品部品 商品商品商品商品コードコードコードコード    交換交換交換交換のののの目安目安目安目安 

ドラムユニットドラムユニットドラムユニットドラムユニット（ＯＰＣ（ＯＰＣ（ＯＰＣ（ＯＰＣドラムドラムドラムドラム））））    

 (LB070B DRUM UNIT)    

N000595B 400,000 イメージ（500,000 ドラムカウント） 

（注 ＯＰＣドラムの寿命の目安は，総ドラム回転数の８０％

が実際に印刷に使用されたことを想定して計算されていま

す。 ドラム回転数はエンジンが動作を始めた時の印刷速

度でプリンタに記録されます。 印刷時のドラム回転数の使

用率が８０％を下回った場合，上記予測寿命は短くなること

があります。） 

定着定着定着定着ユニットクリーナユニットクリーナユニットクリーナユニットクリーナ（（（（定着機定着機定着機定着機クリーナクリーナクリーナクリーナ））））    

 (ウェブクミ)    

N212407A 320,000 イメージ 

定着定着定着定着ユニットユニットユニットユニット（（（（定着機定着機定着機定着機））））    

（テイチャクユニットＢクミ）    

N325770A 1,600,000 イメージ（定着機クリーナ付属）、又は 

4,000 時間（定着ユニットのヒータが ON している時間） 

ペーパピックキットペーパピックキットペーパピックキットペーパピックキット    

・ ピックローラ (２個) 

・ セパレータローラ (１個) 

・ セパレータクミ (１個) 

N328971A 600,000 pick（pick:ピック動作の回数） 

 

（注 印刷量の目安としては、ホッパ 1 は，約 1,650,000 イメ

ージ, ホッパ 2,3 は，約 6,600,000 イメージで交換が必要で

す。ただしそれぞれのホッパを均等にご使用いただいたと

きの目安です。） 

フィニッシャキットフィニッシャキットフィニッシャキットフィニッシャキット    

・ミドルスポンジローラ 12 個 

・ ハイシローラ ８個 

・ スポンジローラ 1 個 

（注意；ハイシローラおよびミドルスポン

ジローラは，スポンジつきローラの半分

を１個と数えます） 

N328973A  

約 400,000 イメージ 

約 1,200,000 イメージ 

約 1,200,000 イメージ 

（注.ミドルスポンジローラは，3 回交換分梱包されていま

す。） 

 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

•ユーセージ・チャージ（HT-F4559-UC）適用機器の場合、ドラムユニット、定

着ユニット、ペーパピックキット及びフィニッシャキットの交換は保守員が行い

ます。但し、定着機クリーナの交換は、オペレータ作業となります。 

•部品購入方式の場合は上記の交換作業はオペレータ作業となります。 

•使用済みのユーセージ部品は、地域の法令、条例に従って廃棄してください。

また、火中に投じないでください。 

（6.11 節 消耗品およびユーセージ部品の廃棄についてを参照ください。） 

•イメージとは Letter LEF(Long Edge Feed)の用紙サイズです。 

•ユーセージ部品は日立電子サービス（株）からご購入ください。 

•定着ユニットの交換目安イメージ数は、以下の条件で使用した時に目安値を満足す

るように設計されております。  

月間印刷量：200k イメージ 

月間パワオン時間：200 時間 

月間動作時間：60 時間 

パワオン時間に比べ印刷量がかなり少ないと、定着ユニットのヒートローラが劣化し

て交換目安イメージ数より早く寿命になる場合があります。そのため定着ユニットの

総通電時間でも交換目安を設定しております。 

OG B 05  
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6.4.16.4.16.4.16.4.1ＯＰＣＯＰＣＯＰＣＯＰＣドラムドラムドラムドラムのののの交換交換交換交換    

「ＯＰＣドラムジュミョウ コウカンシテクダサイ」と表示します。 

ＯＰＣドラムを取り外すときは、以下のようにします。 

1.1.1.1. プリンタのフロント・カバーを開けます。 

2.2.2.2. ＯＰＣドラムを外すために、TH ハンドルを右回り（時計方向）に回します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.3.3. ドラム・センター・ロックを、ロックの横のタブが見えるところまで回します。タブを押してロ

ックを外し、中心軸からドラム・センター・ロックを引き出します。 
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4.4.4.4. ＯＰＣドラムの手前の取っ手をもって、ユニットの後ろのストッパにひっかかるところまで引

き出し、上部の取っ手を掴み、ＯＰＣドラムを持ち上げて外します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.5.5. OPC ドラムは、適切な廃棄処理方法にしたがって、廃棄してください。ＯＰＣドラムには、

トナーが含まれていますので、絶対に火中に投じないでください。粉塵爆発により、けが

のおそれがあります。 

 

注意注意注意注意    

廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物はははは、、、、国国国国、、、、県県県県、、、、市町村市町村市町村市町村などがなどがなどがなどが定定定定めるめるめるめる規制規制規制規制にしたがってにしたがってにしたがってにしたがって、、、、廃棄廃棄廃棄廃棄またはまたはまたはまたは

焼却焼却焼却焼却してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。地域地域地域地域によってによってによってによって規制規制規制規制はははは異異異異なりますのでなりますのでなりますのでなりますので、、、、ごごごご使用使用使用使用のののの地域地域地域地域

のののの廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理廃棄物処理のののの方法方法方法方法についてはについてはについてはについては、、、、各自治体各自治体各自治体各自治体などにごなどにごなどにごなどにご確認確認確認確認くださいくださいくださいください。。。。 
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新しいＯＰＣドラムを装着するときは、以下のようにします。 

 

注意注意注意注意    

印刷不良印刷不良印刷不良印刷不良のののの原因原因原因原因となりますとなりますとなりますとなりますのでのでのでので、、、、ドラムドラムドラムドラム表面表面表面表面へへへへ指指指指／／／／物物物物およびつばなどがおよびつばなどがおよびつばなどがおよびつばなどが

つかないようにしてくださいつかないようにしてくださいつかないようにしてくださいつかないようにしてください。。。。    

 

1.1.1.1. ＯＰＣドラムの両側の溝をコンソール・フレームの手前側にあるＯＰＣドラム・ガイドに合わ

せます。ＯＰＣドラムの手前の取っ手を、ＯＰＣドラムが所定の位置にセットされるまで押し

込みます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2.2. ドラム・センター・ロックを元の中心軸に戻します。所定の位置まで、ドラム・センター・ロッ

クを押し込みます。必ずロックがかかるところまで押し込んでください。 

3.3.3.3. TH ハンドルを時計とは反対方向に回して TH ユニットを閉めます。 

4.4.4.4. プリンタのフロント・カバーを閉めます。 

5.5.5.5. ＯＰＣドラムの使用値カウンタをリセット（ゼロに戻す）には、OCP（オペレータ・コントロー

ル・パネル）で以下の順に選択します。 

環境設定環境設定環境設定環境設定／／／／消耗品消耗品消耗品消耗品／／／／OPCOPCOPCOPC ドラムドラムドラムドラム／／／／■■■■    
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6.4.26.4.26.4.26.4.2 定着機定着機定着機定着機クリーナクリーナクリーナクリーナのののの交換交換交換交換    

「テイチャクキクリーナジュミョウ コウカンシテクダサイ」と表示します。 

定着機を取り外すには、以下のようにします。 

1.1.1.1. プリンタのフロント・カバーを開けます。 

 

 

注意注意注意注意    

定着機定着機定着機定着機はははは、、、、非常非常非常非常にににに熱熱熱熱くなりますくなりますくなりますくなります。。。。定着機定着機定着機定着機クリーナクリーナクリーナクリーナをををを交換交換交換交換するときはするときはするときはするときは、、、、定定定定

着機着機着機着機がががが十分冷十分冷十分冷十分冷めてからめてからめてからめてから行行行行ってくださいってくださいってくださいってください。。。。    

定着機定着機定着機定着機ととととトレイトレイトレイトレイをををを同時同時同時同時にににに開開開開けないでくださいけないでくださいけないでくださいけないでください。。。。プリンタプリンタプリンタプリンタがががが倒倒倒倒れてれてれてれて、、、、人人人人にににに

けがをけがをけがをけがを負負負負わせたりわせたりわせたりわせたり、、、、プリンタプリンタプリンタプリンタにににに損傷損傷損傷損傷をもたらすをもたらすをもたらすをもたらす恐恐恐恐れがありますれがありますれがありますれがあります。。。。 

 

2.2.2.2. ラッチを持ち上げ、定着機を引き出します。 
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3.3.3.3. 下の図のようにして、ウェブ・ホルダ・プレートを開けます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.4.4. 定着機クリーナ上部の取っ手を上に引っ張るようにして、定着機から定着機クリーナを持

ち上げて外します。 
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新しい定着機クリーナを装着するには、以下のようにします。 

1.1.1.1. 定着機のスロットに定着機クリーナをセットし、最終まで押し下げます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2.2. ウェブ・ホルダ・プレートを閉め、定着機をラッチがかかるまで押し込みます。 

3.3.3.3. フロント・カバーを閉めます。 

4.4.4.4. 定着機クリーナの使用値カウンタをリセットする（ゼロに戻す）には、OCP（オペレータ・コ

ントロール・パネル）で以下の順に選択します。 

環境設定環境設定環境設定環境設定／／／／消耗品消耗品消耗品消耗品／／／／定着機定着機定着機定着機クリーナクリーナクリーナクリーナ／／／／■■■■    

 

スロット 

取っ手 

スロット 
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6.4.36.4.36.4.36.4.3 定着機定着機定着機定着機のののの交換交換交換交換    

「テイチャクキジュミョウ コウカンシテクダサイ」又は「テイチャクキコウカンジ

キ（ジカン）」と表示します。 

定着機を取り外すには、以下のようにします。また、この作業には、 機器添付のローラデバ

イダが必要です。 

 

警告警告警告警告    

定着機定着機定着機定着機はははは、、、、高温高温高温高温になっていますのでになっていますのでになっていますのでになっていますので、、、、十分十分十分十分さめたことをさめたことをさめたことをさめたことを確認確認確認確認してからしてからしてからしてから（（（（ププププ

リンタリンタリンタリンタのののの電源電源電源電源をををを切切切切ってからってからってからってから３０３０３０３０分以上放置分以上放置分以上放置分以上放置））））交換交換交換交換してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

定着機定着機定着機定着機はははは、、、、約約約約 12121212ｋｇｋｇｋｇｋｇのののの重量重量重量重量がありますのでがありますのでがありますのでがありますので、、、、十分気十分気十分気十分気をつけてをつけてをつけてをつけて交換交換交換交換してくしてくしてくしてく

ださいださいださいださい。。。。    

定着機定着機定着機定着機ととととトレイトレイトレイトレイをををを同時同時同時同時にににに開開開開けないでくださいけないでくださいけないでくださいけないでください。。。。プリンタプリンタプリンタプリンタがががが倒倒倒倒れてれてれてれて、、、、人人人人にににに

けがをけがをけがをけがを負負負負わせわせわせわせたりたりたりたり、、、、プリンタプリンタプリンタプリンタにににに損傷損傷損傷損傷をもたらすをもたらすをもたらすをもたらす恐恐恐恐れがありますれがありますれがありますれがあります。。。。 

 

1.1.1.1. プリンタのフロント・カバーを開けます。 

2.2.2.2. 定着機ラッチを持ち上げ、矢印 A の方向に定着機を引きます。 

3.3.3.3. マイナススクリューをローラデバイダにて外してスライドレールを取り外します。 

4.4.4.4. 定着機 を取り外します。 
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5.5.5.5. スライドレールの溝にあわせ、新しい定着機を取り付けます。 

6.6.6.6. マイナススクリューで定着機を固定します。 

7.7.7.7. 矢印 A と反対方向に定着機を定着機ラッチがカチッと音がするまで押し込みます。 

8.8.8.8. プリンタのフロント・カバーを閉じます。 

9.9.9.9. 定着機の使用値カウンタをリセットする（ゼロに戻す）には、ＯＣＰ（オペレータ・コントロー

ル・パネル）で以下の順に選択します。また、定着機には定着機クリーナが付属していま

すので、定着機クリーナの使用値カウンタをリセットする（ゼロに戻す）必要があります。 

定着機定着機定着機定着機：：：：    

環境設定環境設定環境設定環境設定／／／／消耗品消耗品消耗品消耗品／／／／定着機定着機定着機定着機／／／／■■■■    

定着機定着機定着機定着機クリーナクリーナクリーナクリーナ：：：：    

環境設定環境設定環境設定環境設定／／／／消耗品消耗品消耗品消耗品／／／／定着機定着機定着機定着機クリーナクリーナクリーナクリーナ／／／／■■■■    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OG B 05  

－ スクリュー 

定着機 

－ スクリュー 

ローラデバイダ ローラデバイダ 

環境設定 



6-25 

 

6.4.46.4.46.4.46.4.4 ピックローラピックローラピックローラピックローラ・・・・セパレータクミセパレータクミセパレータクミセパレータクミ・・・・セパレータローラセパレータローラセパレータローラセパレータローラのののの交換交換交換交換    

            （（（（ペーパーピッククミペーパーピッククミペーパーピッククミペーパーピッククミのののの交換交換交換交換））））    

次の手順に従って、ピックローラ、セパレータクミ、セパレータローラを交換してください。 

なお、部品はペーパーピッククミにキットになっています。 

 

給紙部1 、2 および3 の場合 

1.1.1.1. 給紙部1 を引き出してください。    

2.2.2.2.    給紙部2 および給紙部3 を矢印の方向に引いて取り外してください。 

    

3.3.3.3. ラッチを引いて、ガイドプレートを取り外してください。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意注意注意注意    

ガイドプレートガイドプレートガイドプレートガイドプレートにはにはにはには、、、、センサセンサセンサセンサ用用用用ケーブルケーブルケーブルケーブルがつながっているためがつながっているためがつながっているためがつながっているため無理無理無理無理にににに引引引引

張張張張らないでらないでらないでらないで取外取外取外取外してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    
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4.4.4.4. セパレータクミを取り外してください。    

5.5.5.5. フックリングＡ、ピックローラ、セパレータローラを取り外してください。 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.6.6. 新しいピックローラ、セパレータクミ、セパレータローラとフックリングＡを取り付けてくださ

い。 

7.7.7.7. 取り外しの逆の手順で、もとに戻してください。 

8888.... ピックローラ、セパレータクミ、セパレータローラの使用値カウンタをリセットする（ゼロに

戻す）には、ＯＣＰ（オペレータ・コントロール・パネル）で以下の順に選択します。 

        環境設定環境設定環境設定環境設定／／／／消耗品消耗品消耗品消耗品／／／／トレイトレイトレイトレイ１１１１給紙部給紙部給紙部給紙部／／／／■■■■    

        環境設定環境設定環境設定環境設定／／／／消耗品消耗品消耗品消耗品／／／／トレイトレイトレイトレイ２２２２給紙部給紙部給紙部給紙部／／／／■■■■    

        環境設定環境設定環境設定環境設定／／／／消耗消耗消耗消耗品品品品／／／／トレイトレイトレイトレイ３３３３給紙部給紙部給紙部給紙部／／／／■■■■ 

 

OG B 06  

セパレータクミ 

ピックローラ 

フックリングＡ 

セパレータローラ 

環境設定 



6-27 

大容量給紙部の場合 

1.1.1.1. 取っ手をつかんでドアを引き開けてください。 

 

注意注意注意注意    

ドアドアドアドアをををを開開開開くとくとくとくと、、、、給紙部内給紙部内給紙部内給紙部内ののののテーブルテーブルテーブルテーブルはははは自動的自動的自動的自動的にににに下下下下までまでまでまで下下下下がりますがりますがりますがります。。。。テーテーテーテー

ブルブルブルブルがががが一番下一番下一番下一番下のののの位置位置位置位置にににに来来来来てててて止止止止まるまではまるまではまるまではまるまでは、、、、テーブルテーブルテーブルテーブルにににに触触触触らないでくださらないでくださらないでくださらないでくださ

いいいい。。。。足足足足ををををテーブルテーブルテーブルテーブルとととと底部底部底部底部のののの間間間間にににに挟挟挟挟まれないようにまれないようにまれないようにまれないように注意注意注意注意してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

 

2.2.2.2.    カバーラッチをスライドさせて、カバーF を開けてください。 

3.3.3.3. セパレータクミを取り外してください。    

4.4.4.4. ピックローラとセパレータローラ取り外してください。    

5.5.5.5. 新しいセパレータローラ、ピックローラ、セパレータクミの順番でを取り付けてください。 

6.6.6.6. 取り外しの逆の手順で、もとに戻してください。 

!!!!    
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7777.... ピックローラ、セパレータクミ、セパレータローラの使用値カウンタをリセットする（ゼロに戻

す）には、ＯＣＰ（オペレータ・コントロール・パネル）で以下の順に選択します。 

   環境設定環境設定環境設定環境設定／／／／消耗品消耗品消耗品消耗品／ＨＣＦ／ＨＣＦ／ＨＣＦ／ＨＣＦ給紙部給紙部給紙部給紙部／／／／■■■■    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OG B 05  

環境設定 



6-29 

 

6.4.56.4.56.4.56.4.5 ミドルスポンジローラミドルスポンジローラミドルスポンジローラミドルスポンジローラのののの交換交換交換交換    

            （（（（フィニッシャキットクミフィニッシャキットクミフィニッシャキットクミフィニッシャキットクミのののの交換交換交換交換））））    

 
本作業には、 機器添付のローラデバイダが必要です。 

1.1.1.1. フィニッシャー・フロント・カバーを開けて、ガイドプレート D を開いてください。 

 

 

2.2.2.2. ミドルスポンジローラの溝にドライバを差し込み、ミドルスポンジローラをこじ開けます。 

 
 
 
 
 
 

 
フックプレートの使い方 

 

3.3.3.3. ミドルスポンジローラを取り外します 

位置合わせ

位置合わせ
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4.4.4.4. 新しいミドルスポンジローラの溝とシャフトの位置を合わせます。 

5.5.5.5. カチッという音がするまでミドルスポンジローラを押し込み、取り付けます。 

 

 

6.6.6.6. ミドルスポンジローラの使用値カウンタをリセットする（ゼロに戻す）には、ＯＣＰ（オペレー

タ・コントロール・パネル）で以下の順に選択します。 

     環境設定環境設定環境設定環境設定／／／／消耗品消耗品消耗品消耗品／／／／MidMidMidMid スポンジローラスポンジローラスポンジローラスポンジローラ／／／／■■■■    
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6.4.66.4.66.4.66.4.6 スポンジローラスポンジローラスポンジローラスポンジローラのののの交換交換交換交換    

            （（（（フィニッシャキットクミフィニッシャキットクミフィニッシャキットクミフィニッシャキットクミのののの交換交換交換交換））））    

 

1.1.1.1. フィニッシャー・フロント・カバーを開けます。 

2.2.2.2. Fixing Ring を取り外します。 

3.3.3.3. スポンジローラを取り外します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.4.4. 新しいスポンジローラを取りつけます。 

5.5.5.5. Fixing Ring を取りつけます。 

6.6.6.6. フィニッシャー・フロント・カバーを閉めます。 

OG B 03  
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7.7.7.7. スポンジローラの使用値カウンタをリセットする（ゼロに戻す）には、ＯＣＰ（オペレータ・コ

ントロール・パネル）で以下の順に選択します。 

            環境設定環境設定環境設定環境設定／／／／消耗品消耗品消耗品消耗品／／／／スポンジローラスポンジローラスポンジローラスポンジローラ／／／／■■■■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OG A 03  OG B 05  
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6.4.76.4.76.4.76.4.7 ハイシローラハイシローラハイシローラハイシローラのののの交換交換交換交換    

            （（（（フィニッシャキットクミフィニッシャキットクミフィニッシャキットクミフィニッシャキットクミのののの交換交換交換交換）））） 

 

注意注意注意注意    

用紙用紙用紙用紙がががが約約約約 100100100100ｍｍｍｍｍｍｍｍ程度以上程度以上程度以上程度以上スタックスタックスタックスタックしたしたしたした状態状態状態状態でででで電源電源電源電源スイッチスイッチスイッチスイッチををををオフオフオフオフしししし、、、、

エレベータエレベータエレベータエレベータ・・・・トレイトレイトレイトレイをををを下下下下げたげたげたげた状態状態状態状態でででで作業作業作業作業をををを開始開始開始開始してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。エレベーエレベーエレベーエレベー

タタタタ・・・・トレイトレイトレイトレイがががが最上部最上部最上部最上部にににに上上上上がったがったがったがった状態状態状態状態ではではではではローラローラローラローラがががが取取取取りりりり外外外外せませんせませんせませんせません。。。。    

 

1.1.1.1. エレベータ・トレイの上の用紙を取除く。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2.2. ハイシローラの溝にローラデバイダを差し込み、ハイシローラをこじ開けます。 

 
 
 
 
 
 

3.3.3.3. ハイシローラを取り外します。 

位置合わせ

位置合わせ

 

OG B 03  
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4.4.4.4. 新しいハイシローラの溝とシャフトの位置を合わせます。 

5.5.5.5. カチッという音がするまでハイシローラを押し込み、取り付けます。 

 

 

6.6.6.6. ハイシローラの使用値カウンタをリセットする（ゼロに戻す）には、ＯＣＰ（オペレータ・コン

トロール・パネル）で以下の順に選択します。 

            環境設定環境設定環境設定環境設定／／／／消耗品消耗品消耗品消耗品／／／／排紙排紙排紙排紙ローラローラローラローラ／／／／■■■■ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

OG A 03  

位置合わせ

位置合わせ
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6.56.56.56.5 用紙用紙用紙用紙ジャムジャムジャムジャムのののの除去除去除去除去    

プリンタ内部に残留用紙がある場合は、プリンタ全体図が表示され、用紙センサーを示す

四角形が反転表示となり、用紙位置を示します。 

インプットステーション付近に残留用紙がある場合は、最初に ISカバーを開けて用紙を取

り除いてください。 

 

 

 

 

 

 

インプットステーション付近の用紙を取り除かれましたら、IS カバーを閉じて、他の残留

用紙位置を確認してください。 

 

 

OG B 04  
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残留用紙を全て取り除いた後、印刷を継続される場合は、オンライン/復帰ボタンを押下し

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用紙ジャム等、プリンタの障害につきまして、保守員にお問い合わせいただく場合は、４

桁のエラーコード（上記の例では E05B）もご連絡いただけますようお願いいたします。 

 

        ［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

紙詰まりの発生した印刷ジョブは、印刷結果を確認し、必要ならホストから再びジ

ョブを送信してください。 

    

 

 

フィニッシャ 

OG B 05  
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プリンタの部位名称と用紙ジャムのエラーコードの対応は以下のようになっています。 

    

レジスト部 

ＯＰＣドラム 

スイッチバック部 

定着部 

デュプレックスパス 1 

デュプレックスパス 3 

デカーラ 

フリップ部 

ＴＨ部 

ピック部 

ｲﾝﾌﾟｯﾄｽﾃ

ｰｼｮﾝ 

E050 

E051 

E052 

E072 

ﾚｼﾞｽﾄ部 

E056 

E057 

ドラム部 

E05A 

ｽｲｯﾁﾊﾞｯｸ部 

E05B 

ﾃﾞｭﾌﾟﾚｯｸｽﾊﾟｽ 

E05C 

ﾃﾞｭﾌﾟﾚｯｸｽﾊﾟｽ 

E05D 

ﾍﾟｰﾊﾟｰﾌ

ｨｰﾄﾞｱｳﾄ 

E05E 

ﾌﾘｯﾌﾟ部 

E05F 

ﾌｭｰｻﾞｰ部 

E070 

インプットステーション 

フィニッシャフィニッシャフィニッシャフィニッシャ    

アッパトレイ 

エレベータトレイ 

ＭＢＴ 

トレイ 1 
ＨＣＦ 

エンジンエンジンエンジンエンジン    

ﾌｨﾆｯｼｬ部 

E064 

E065 

E066 

E067 

E068 

OG Ｂ 05  
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High Capacity FeederHigh Capacity FeederHigh Capacity FeederHigh Capacity Feeder ｼｼｼｼﾞ゙゙゙ｬﾑｬﾑｬﾑｬﾑ    

(HCF) 

ﾌｨﾆｯｼｬｼﾌｨﾆｯｼｬｼﾌｨﾆｯｼｬｼﾌｨﾆｯｼｬｼﾞ゙゙゙ｬﾑｬﾑｬﾑｬﾑ    

 

レジスト部 

ＯＰＣドラム 

スイッチバック部 

定着部 

デュプレックスパス 1 
デュプレックスパス 3 

デカーラ 

フリップ部 

ＴＨ部 

ピック部 

ﾚｼﾞｽﾄｼﾞｬﾑ 
E110 
E111 
E112 
E113 
E18C 

ｵｰﾊﾞｰｽｷｭｰ 
E150 
E151 
E152 
E153 
E154 
E155 

ﾄﾞﾗﾑﾗｯﾌﾟ 

E118 

E119 

ｽｲｯﾁﾊﾞｯｸｼﾞｬﾑ 
Ｅ130 
Ｅ131 

ﾍﾟｰﾊﾟｰﾌｨｰ

ﾄﾞｱｳﾄｼﾞｬﾑ 
E134 
E135 

ﾌｭｰｻﾞｰｼﾞｬﾑ 

E128 

E134 

ﾃﾞｭﾌﾟﾚｯｸｽ

ﾊﾟｽｼﾞｬﾑ 
E138 
E139 

ﾃﾞｭﾌﾟﾚｯｸｽﾊﾟｽｼﾞｬﾑ 
E13A 
E13B 
E194 

ピックｼﾞｬﾑ 
E180 
E181 
E182 
E183 
E184 
E187 
E188 

ｲﾝﾌﾟｯﾄｽﾃｰｼ

ｮﾝｼﾞｬﾑ 
E185 
E186 
E189 
E18A 
E18B 
E18D 

HCF 

E190 
E191 
E192 
E193 

ﾌｨﾆｯｼｬｲ

ﾝｼﾞｬﾑ 
E1D0 
E1D8 
E1D9 

ｽﾃｰﾌﾟﾙ

ｼﾞｬﾑ 
E1D2 
E1D6 

ﾌｨﾆｯｼｬｱｳﾄ

ｼﾞｬﾑ 
E1D1 
E1D3 
E1D5 
E1D7 

ﾌﾘｯﾌﾟｼﾞｬﾑ 

E129 

OG Ｂ 05  
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6.5.16.5.16.5.16.5.1 インプットインプットインプットインプット・・・・ステーションステーションステーションステーション・・・・カバーカバーカバーカバー    

インプット・ステーション・カバーから紙を取り除くときには、以下の手順にしたがいます。 

 

 

注意注意注意注意    

インプットインプットインプットインプット・・・・ステーションステーションステーションステーション・・・・カバーカバーカバーカバーはははは、、、、IS IS IS IS カバーカバーカバーカバーともいいますともいいますともいいますともいいます。。。。    

 

1.1.1.1. インプット・ステーション・カバーを開き、詰まった用紙を取り除きます。用紙走行部の用

紙は、インプット・ステーション・カバーから自動的に排出されます。 

 
 

 

2.2.2.2. インプット・ステーション・カバーを閉めます。 

 

3.3.3.3. OCP（オペレータ・コントロール・パネル）の � を押し、エラー・メッセージを解除しま

す。 

 

OG B 04  
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6.5.26.5.26.5.26.5.2 フィニッシャーフィニッシャーフィニッシャーフィニッシャー    

フィニッシャーから用紙を取り除くときには、以下の手順にしたがいます。 

1.1.1.1. フィニッシャー・フロント・カバーを開け、 

さらにタブを開けます。 

 

 

 

 

 

2.2.2.2. ３つの青いタブを動かして、用紙を取り除いてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.3. スイッチ・バック・カバーを開け、用紙を取り除いてください。 

    

注意注意注意注意    

スイッチスイッチスイッチスイッチ・・・・バックバックバックバック・・・・カバーカバーカバーカバーははははプリンタプリンタプリンタプリンタのののの左側左側左側左側にありにありにありにあり、、、、フィニッシャーフィニッシャーフィニッシャーフィニッシャーのののの

内側内側内側内側からからからから開開開開けけけけ閉閉閉閉めをめをめをめを行行行行いますいますいますいます。。。。    

 

 

 

 

 

 

 

OG B 04  
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4.4.4.4. フロント・カバーを開け、定着機ハンドルを開放位置のところまで回し、下図のように取り

除きます。また青いノブを下の図に示す向きに回転させることで、詰まっている用紙を取

り除きます。この場合は、カバーの下のスリットから排紙されます。 

 

注意注意注意注意    

詰詰詰詰まっているまっているまっているまっている用紙用紙用紙用紙はははは、、、、カバーカバーカバーカバーのののの下下下下ののののスリットスリットスリットスリットからからからから出出出出てくることもありますてくることもありますてくることもありますてくることもあります。。。。    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5.5.5. 青いノブを動かしてスタッカ・ユニットから用紙を取り除いてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.6.6. エレベータ・トレイ、アッパー・トレイから用紙を取り除いてください。 

7.7.7.7. スイッチ・バック・カバーを閉め、さらにフィニッシャー・フロント・カバーおよびフロント・カ

バーを閉めます。 

8.8.8.8. OCP（オペレータ・コントロール・パネル）の � を押し、エラー・メッセージを解除しま

す。 

OG B 04  
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6.5.36.5.36.5.36.5.3 用紙走行部用紙走行部用紙走行部用紙走行部    

用紙走行部の用紙を取り除くには、以下の手順にしたがいます。 

1.1.1.1. フロント・カバーを開けます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2.2. TH ハンドルと定着機ハンドルを止まるまで回します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.3.3.3. 下図に示すように青いノブを回転させ、詰まっている用紙を取り除きます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.4.4. TH ハンドルを所定の位置まで戻します。 

 

 

定着機ハンドル 

TH ハンドル 

ノブ 

用紙ガイド・タブ 

OG B 04  



6-43 

5.5.5.5. 両面印刷の場合、用紙ガイド・タブを上に持ち上げ、詰まっている用紙を取り除いてくだ

さい。用紙ガイド・タブを上に持ち上げながら、下図のように２箇所ある青いノブをそれぞ

れ回転させて、詰まっている用紙を取り除きます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.6.6.6. 定着機ハンドルを、それぞれ所定の位置まで戻します。 

7.7.7.7. 定着機内に用紙ジャムが発生した場合、定着機ラッチを持ち上げ、定着機を引き出しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

8.8.8.8. 定着機ハンドルを下に下げ、詰まった用紙を取り除きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.9.9.9. 定着機を所定の位置に戻します。 

10.10.10.10. フロント・カバーを閉めます。 

11.11.11.11. OCP（オペレータ・コントロール・パネル）の � を押し、エラー・メッセージを解除しま

す。 

OG B 04  

用紙ガイド・タブ 

TH ハンドル 

定着機 

定着機ラッチ 
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のでのでのでので、、、、ごごごご注意願注意願注意願注意願いますいますいますいます。。。。 

定着機ハンドル 

詰まった用紙 
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6.5.46.5.46.5.46.5.4 トレイトレイトレイトレイ１１１１、、、、２２２２、、、、３３３３    

トレイ１、２、３に詰まっている用紙を取り除くには、以下の手順にしたがいます。 

 

6.5.4.16.5.4.16.5.4.16.5.4.1 トレイトレイトレイトレイ１１１１    

 

注意注意注意注意    

定着機定着機定着機定着機をををを引引引引きききき出出出出してあるしてあるしてあるしてある状態状態状態状態ででででトレイトレイトレイトレイ１１１１をををを開開開開けないでくださいけないでくださいけないでくださいけないでください。。。。プリンプリンプリンプリン

タタタタがががが倒倒倒倒れてれてれてれて、、、、人人人人にけがをにけがをにけがをにけがを負負負負わせたりわせたりわせたりわせたり、、、、プリンタプリンタプリンタプリンタにににに損傷損傷損傷損傷をもたらすをもたらすをもたらすをもたらす恐恐恐恐れがれがれがれが

ありますありますありますあります。。。。    

 

1.1.1.1. トレイ 2 を開け、詰まっている用紙を取り除きます。 

 
 

2.2.2.2. トレイを閉めます。 

3.3.3.3. OCP（オペレータ・コントロール・パネル）の � を押し、エラー・メッセージを解除しま

す。 

 

6.5.4.26.5.4.26.5.4.26.5.4.2 トレイトレイトレイトレイ２２２２、、、、トレイトレイトレイトレイ３３３３    

1.1.1.1. トレイを開け、詰まっている用紙を取り除きます。 

 

2.2.2.2. トレイを閉めます。 

3.3.3.3. OCP（オペレータ・コントロール・パネル）の � を押し、エラー・メッセージを解除しま

す。 

 

OG B 04  
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6.5.5 MBT6.5.5 MBT6.5.5 MBT6.5.5 MBT（（（（マルチマルチマルチマルチ・・・・バイパスバイパスバイパスバイパス・・・・トレイトレイトレイトレイ））））    

MBT（マルチ・バイパス・トレイ）に詰まっている用紙を取り除くときには、以下の手順にしたが

います。 

1.1.1.1. 詰まっている用紙を、下の図に示す向きに引き出すことで取り除きます。 

 

2.2.2.2. OCP（オペレータ・コントロール・パネル）の � を押し、エラー・メッセージを解除しま

す。 

 

6.5.6 HCF6.5.6 HCF6.5.6 HCF6.5.6 HCF（（（（大容量大容量大容量大容量フィーダフィーダフィーダフィーダ））））    

オプションの HCF（大容量フィーダ）に詰まっている用紙を取り除くには、以下の手順にした

がいます。 

 

注意注意注意注意    

HCF HCF HCF HCF 内内内内ののののテーブルテーブルテーブルテーブルはははは、、、、HCF HCF HCF HCF ののののドアドアドアドアをををを開開開開くとくとくとくと自動的自動的自動的自動的にににに下下下下がるようになってがるようになってがるようになってがるようになって

いいいいますますますます。。。。テーブルテーブルテーブルテーブルとととと HCF  HCF  HCF  HCF のののの底底底底のののの部分部分部分部分のののの間間間間にににに何何何何もももも置置置置かないようにしてくだかないようにしてくだかないようにしてくだかないようにしてくだ

さいさいさいさい。。。。    

 

1.1.1.1. HCF のドアを開け、詰まっている用紙を取り除きます。 

 

OG B 04  
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2.2.2.2. トップ・カバーを取り外し、詰まっている用紙を取り除きます。 

 

3.3.3.3. トップ・カバーを元の位置に戻し、HCF のドアを閉めます。 

4.4.4.4. OCP（オペレータ・コントロール・パネル）の � を押し、エラー・メッセージを解除しま

す。 

 

6.5.76.5.76.5.76.5.7 タブタブタブタブ紙紙紙紙ののののジャムジャムジャムジャム・・・・リカバリーリカバリーリカバリーリカバリー    

用紙走行部にタブ紙があるときに用紙ジャムが起こった場合、以下の手順にしたがって用紙

を取り除いてから印刷を再開してください。用紙走行部にタブ紙がない場合は、他の用紙ジ

ャムの除去手順にしたがってください。 

 

1.1.1.1. 詰まっている用紙を取り除き、用紙走行部からタブ紙を取り除いてください。 

2.2.2.2. 用紙ジャムによってタブ紙の順番などに違いがでないかを調べます。 

3.3.3.3. そのタブ紙の入っている用紙トレイを開け、順番に重ねてあるタブ紙から、適当にタブ紙

を取り去り、用紙ジャムを起こしたタブ紙が一番上にくるようにします。用紙トレイを閉めま

す。 

4.4.4.4. プリンタをオンラインに戻すと、自動的に印刷が再開されます。 

 

OG B 04  
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6.66.66.66.6 詰詰詰詰まったまったまったまったステープルステープルステープルステープルのののの除去除去除去除去    

詰まったステープルを除去するには、以下の手順にしたがってください。 

１１１１．フィニッシャー・フロント・カバーを開けます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

２２２２．レバーを下に倒して、カートリッジ受けを外し、ステープラ・ユニットから取り外します。 

 

 
 

３３３３．カバーを引き上げます。 

 

 

 

 

 

OG B 04  
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４４４４．詰まったステープルを取り除きます。 

 

 
 

５５５５．カバーを元の位置に戻します。 

 

 
 

６６６６．カートリッジ受けをステープラ・ユニットに挿し込み、所定の位置まで押し込みます。 

 

 
 

７７７７．フィニッシャー・フロント・カバーを閉じます。 

OG B 04  
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6.76.76.76.7 プリンタプリンタプリンタプリンタのののの清掃清掃清掃清掃    

印刷品質を持続させるために、以下の手順にしたがって、プリンタをていねいに清掃してくだ

さい。プリンタを清掃する場合、安全なメンテナンスを行うための注意や警告に、とくに気を付

けてください。 

また、各清掃項目には、それぞれ清掃頻度がありますので頻度を確認の上実施してくださ

い。  

注意注意注意注意    

清掃清掃清掃清掃をををを行行行行うときはうときはうときはうときは、、、、必必必必ずずずず最初最初最初最初にににに電源電源電源電源をををを切切切切ってくださいってくださいってくださいってください。。。。溶剤溶剤溶剤溶剤はははは使用使用使用使用しなしなしなしな

いでくださいいでくださいいでくださいいでください。。。。溶剤溶剤溶剤溶剤をををを使用使用使用使用するとするとするとすると、、、、プリンタプリンタプリンタプリンタののののプラスチックプラスチックプラスチックプラスチックのののの部分部分部分部分やややや塗塗塗塗

装装装装をををを分解分解分解分解させるさせるさせるさせる場合場合場合場合がありますがありますがありますがあります。。。。プリンタプリンタプリンタプリンタのののの内部内部内部内部やややや周辺部周辺部周辺部周辺部をををを清掃清掃清掃清掃するするするするとととと

きにきにきにきに、、、、洗浄溶液洗浄溶液洗浄溶液洗浄溶液をををを使用使用使用使用しないでくださいしないでくださいしないでくださいしないでください。。。。必必必必ずずずず、、、、水水水水でででで湿湿湿湿らせたらせたらせたらせた布布布布をごをごをごをご使使使使

用用用用くださいくださいくださいください。。。。    

  

注意注意注意注意    

トナートナートナートナーがががが衣服衣服衣服衣服にににに着着着着いたときはいたときはいたときはいたときは、、、、まずまずまずまず乾乾乾乾いたいたいたいた布布布布でででで拭拭拭拭きききき取取取取ったったったった後後後後、、、、冷水冷水冷水冷水でででで洗洗洗洗

ってくださいってくださいってくださいってください。。。。トナートナートナートナーがががが生地生地生地生地にににに染染染染みみみみ込込込込むことになりますのでむことになりますのでむことになりますのでむことになりますので、、、、温水温水温水温水はははは使使使使

用用用用しないでくださいしないでくださいしないでくださいしないでください。。。。トナートナートナートナーにににに毒性毒性毒性毒性はありませんがはありませんがはありませんがはありませんが、、、、トナートナートナートナー粒子粒子粒子粒子をををを吸吸吸吸いいいい

込込込込まないようにしてくださいまないようにしてくださいまないようにしてくださいまないようにしてください。。。。    

 

清  掃  項  目 頻    度 

1.周辺の清掃 

（プリンターカバーの清掃） 

トナー回収ボトル交換時、および 

必要に応じて 

2.プリンタ内部の清掃 ＯＰＣドラム交換時 

3.ドラムラップセンサの清掃 400ki もしくはＯＰＣドラム交換時 

4.イレーズランプの清掃 400ki もしくはＯＰＣドラム交換時 

5.搬送ベルト部分の清掃 

（搬送ベルト、Nip ガイドプレート、TR ガイド、用紙ガイド） 

毎日 

6.転写露光ランプの清掃 400ki もしくはＯＰＣドラム交換時 

7.現像機の清掃 400ki もしくはＯＰＣドラム交換時 

8.トレイ 1,2,3,MBT,HCF の清掃 

Paper Hopper/Tray および Finisher エリアの清掃 

毎日 

9.トナーボトルの継ぎ目の清掃 トナー補給時、および必要に応じて 

10.トナー回収ボトル部分の清掃 トナー補給時、および必要に応じて 

11.定着機 BR 爪の清掃 400ki もしくはＯＰＣドラム交換時 

12.チャージャの交換 400ki もしくはＯＰＣドラム交換時 

13.コロトロンの交換 400ki もしくはＯＰＣドラム交換時 

14.フィニッシャ搬送ローラの清掃 400ki もしくはＯＰＣドラム交換時 

省略記号: ki= 1,000 イメージ 

 

6.7.16.7.16.7.16.7.1 プリンタプリンタプリンタプリンタ・・・・カバーカバーカバーカバーのののの清掃清掃清掃清掃    

1.1.1.1. 水を湿らせた、柔らかい布で拭いてください。 

2.2.2.2. きれいな、柔らかい布で乾拭きしてください。 
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6.7.26.7.26.7.26.7.2 プリンタプリンタプリンタプリンタ内部内部内部内部のののの清掃清掃清掃清掃    

 

注意注意注意注意    

プリンタプリンタプリンタプリンタ内部内部内部内部のののの清掃清掃清掃清掃にはにはにはには、、、、下記下記下記下記のののの項目項目項目項目がありますがありますがありますがあります。。。。    

・ プリンタプリンタプリンタプリンタ内部内部内部内部    

・ ドラムラップセンサドラムラップセンサドラムラップセンサドラムラップセンサのののの清掃清掃清掃清掃    

・ イレーズランプイレーズランプイレーズランプイレーズランプのののの清掃清掃清掃清掃    

・ 搬送搬送搬送搬送ﾍﾍﾍﾍﾞ゙゙゙ﾙﾄﾙﾄﾙﾄﾙﾄのののの清掃清掃清掃清掃    

・ 転写露光転写露光転写露光転写露光ランプランプランプランプのののの清掃清掃清掃清掃    

・ 現像機現像機現像機現像機のののの清掃清掃清掃清掃    

効率効率効率効率よくよくよくよく実施実施実施実施するためするためするためするため、、、、プリンタプリンタプリンタプリンタのののの内部内部内部内部のののの清掃終了清掃終了清掃終了清掃終了までをまでをまでをまでを一連一連一連一連のののの作業作業作業作業とととと

してしてしてして示示示示しますしますしますします。。。。    

またまたまたまた、、、、作業作業作業作業がががが困難困難困難困難とととと思思思思われるわれるわれるわれる項目項目項目項目についてはについてはについてはについては、、、、保守員保守員保守員保守員にごにごにごにご相談相談相談相談くださいくださいくださいください。。。。    

 

1.1.1.1. フロント・カバーを開けます。 

2.2.2.2. フロント・カバーの内側を清掃するときは、乾いた柔らかい布で、付着したトナーを拭き

取ってください。
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6666.7.3.7.3.7.3.7.3 ドラムラップセンサドラムラップセンサドラムラップセンサドラムラップセンサのののの清掃清掃清掃清掃    

1.1.1.1. ＯＰＣドラムを取り出してください。（6.4.1 ＯＰＣドラムの交換を参照してください。） 

2.2.2.2. ドラムラップセンサのガラス板を乾いたきれいなウエスできれいに拭いてください。 

 

注意注意注意注意    

清掃中清掃中清掃中清掃中ににににガラスガラスガラスガラス板板板板をををを割割割割らないようにらないようにらないようにらないように注意注意注意注意ししししてくださいてくださいてくださいてください。。。。    

またまたまたまた、、、、ガラスガラスガラスガラス板板板板はははは軽軽軽軽いいいい力力力力でででで拭拭拭拭いてくださいいてくださいいてくださいいてください。。。。    

 

 
6.7.46.7.46.7.46.7.4 イレーズランプイレーズランプイレーズランプイレーズランプのののの清掃清掃清掃清掃    

1.1.1.1. チャージャを引き出してください。（6.8 チャージャの交換を参照してください。） 

2.2.2.2. コネクタを抜く。 

3.3.3.3. イレーズランプを引き出す。 

コネクタ
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クリーナバー 

転写露光ランプ 

 

4.4.4.4. きれいなウエスを水に浸し、よく絞ってから、イレーズランプを拭く。 

(水のかわりにアルコールを使用しないこと)。 

5.5.5.5. 乾いたきれいなウエスで、もう一度拭く 

6.6.6.6. イレーズランプを取りつけてください。 

7.7.7.7. コネクタを取りつけてください。 

8.8.8.8. チャージャを取りつけてください。 

 

6.7.56.7.56.7.56.7.5 搬送搬送搬送搬送ベルトベルトベルトベルト部分部分部分部分のののの清掃清掃清掃清掃    

1.1.1.1. TH ハンドルを開放位置のところまで回します。 

2.2.2.2. 用紙ガイド、TR ガイド、下側ステイ (C)、NIP ガイドを清掃します。乾いた柔らかい布で、

付着したホコリを拭き取ります。（装置の奥の部分については、機器に添付されたクリー

ナバーを使用して清掃してください。） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

注意：下側ステイ(C)清掃時にはドラムラップセンサ及びドラムラップセンサ取り付け部に触

れないようにしてください。 

 

6.7.66.7.66.7.66.7.6 転写露光転写露光転写露光転写露光ランプランプランプランプのののの清掃清掃清掃清掃    

1.1.1.1. サムスクリュー(2 箇所)を機器添付されたローラデバイダを使用して外し、TH ユニットから

ケーブルカバーを取り外してください。（6.9 節参照） 

2.2.2.2. モータケーブルとセンサケーブルをはずしてください。 

3.3.3.3. コロトロンを引き出して取り外してください。 

4.4.4.4. 転写露光ランプをクリーナバーで清掃してください。 

5.5.5.5. コロトロンを取りつけてください。 

6.6.6.6. モータケーブルとセンサケーブルを取りつけてください。 

7.7.7.7. サムスクリュー(2 個所)でケーブルカバーを取り付けてください。 
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TR ガイド 
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6.7.76.7.76.7.76.7.7 現像機現像機現像機現像機のののの清掃清掃清掃清掃    

 

注意注意注意注意    

トナートナートナートナー対応対応対応対応のののの掃除機以外掃除機以外掃除機以外掃除機以外はははは使用使用使用使用ないでくださいないでくださいないでくださいないでください。。。。静電気静電気静電気静電気がたまりがたまりがたまりがたまり感電感電感電感電しますしますしますします。。。。    

    

1.1.1.1. 現像機の前面を乾いたきれいなウエスで清掃する(掃除機の使用を推奨する)。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

    

6.7.86.7.86.7.86.7.8 プリンタプリンタプリンタプリンタ内部内部内部内部のののの清掃終了清掃終了清掃終了清掃終了    

上記一連の清掃が終了したら、下記手順で取り外した部品を取りつけてください。 

1.1.1.1. 取り外したＯＰＣドラムを取りつけてください。 

2.2.2.2. TH ユニットのハンドルを閉じてください。 

3.3.3.3. フロントカバーを閉じてください。 
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6.7.96.7.96.7.96.7.9 トレイトレイトレイトレイ１１１１、、、、２２２２、、、、３３３３、、、、MBTMBTMBTMBT、、、、HCF HCF HCF HCF のののの清掃清掃清掃清掃    

1.1.1.1. トレイを開け、用紙を取り去ります。 

2.2.2.2. トレイの内側を清掃します。とくに隅々を、乾いた柔らかい布で、付着したトナーを拭き取

ります。 

 

 
 

3.3.3.3. トレイに用紙を戻し、トレイを閉めます。 
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6.7.10 6.7.10 6.7.10 6.7.10 トナートナートナートナー・・・・ボトルボトルボトルボトルのののの継継継継ぎぎぎぎ目目目目のののの清掃清掃清掃清掃    

1.1.1.1. トナー補給カバーを開けます。 

2.2.2.2. トナー補給カバーの内側を清掃します。乾いた柔らかい布で、付着したトナーを拭き取り

ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.3.3. トナー補給カバーを閉めます。 

 
 

6.7.11 6.7.11 6.7.11 6.7.11 トナートナートナートナー回収回収回収回収ボトルボトルボトルボトル部分部分部分部分のののの清掃清掃清掃清掃    

1.1.1.1. トナー回収ボトル・カバーを開け、さらに内部カバーを開けます。 

2.2.2.2. トナー回収ボトルを取り外します。 

3.3.3.3. トナー回収ボトル・カバー、トナー回収ボトル・ボックス、ボトル・シャッター、内部カバーを

清掃します。乾いた柔らかい布で、付着したトナーを拭き取ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.4.4. トナー回収ボトルを元の位置に戻します。 

5.5.5.5. 内部カバーを閉め、さらにトナー回収ボトル・カバーを閉めます。 

 

注意注意注意注意    

清掃清掃清掃清掃をををを行行行行うとうとうとうときはきはきはきは、、、、必必必必ずずずず最初最初最初最初にににに電源電源電源電源をををを切切切切ってくださいってくださいってくださいってください。。。。トナートナートナートナー回収回収回収回収ボトボトボトボト

ルルルル交換時期誤判定交換時期誤判定交換時期誤判定交換時期誤判定のののの原因原因原因原因となりますとなりますとなりますとなります。。。。    
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6.7.12 6.7.12 6.7.12 6.7.12 定着機定着機定着機定着機 B B B BＲＲＲＲ爪爪爪爪のののの清掃清掃清掃清掃 

 

注意注意注意注意    

フューザフューザフューザフューザ････ユニットユニットユニットユニット内部内部内部内部ののののヒートロールヒートロールヒートロールヒートロールのののの温度温度温度温度はははは、、、、稼働中稼働中稼働中稼働中はははは 190190190190 度程度度程度度程度度程度にににに

までまでまでまで達達達達しているしているしているしている。。。。フューザフューザフューザフューザ････ユニットユニットユニットユニットをををを扱扱扱扱うううう時時時時はははは、、、、冷冷冷冷えるまでえるまでえるまでえるまで約約約約３０３０３０３０分以分以分以分以

上待上待上待上待ってくださいってくださいってくださいってください。。。。またまたまたまた、、、、高温部高温部高温部高温部にににに触触触触れないようにれないようにれないようにれないように注意注意注意注意してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

 

1.1.1.1. フロントカバーを開いてください。 

2.2.2.2. 定着機を引き出してください。 

3.3.3.3. 左右のラッチを矢印の方向にスライドさせて、BR セパレータを開けてください。 

4.4.4.4. ４つの BR セパレータを乾いたきれいなウエスで清掃する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.5.5. BR セパレータを閉じて、左右のラッチを矢印と反対方向にスライドさせて閉じてくださ

い。 

6.6.6.6. 定着機をセットしてください。 

7.7.7.7. フロントカバーを閉じてください。 

ラッチ

ラッチ
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6.8 6.8 6.8 6.8 チャージャチャージャチャージャチャージャのののの交換方法交換方法交換方法交換方法    

注意注意注意注意 

チャージャチャージャチャージャチャージャははははアクセサリアクセサリアクセサリアクセサリとしてとしてとしてとして 3333 ココココ添付添付添付添付されておりますされておりますされておりますされております。。。。400,000400,000400,000400,000 イメイメイメイメ

ージージージージ使用時使用時使用時使用時、、、、保守点検時保守点検時保守点検時保守点検時にににに清掃清掃清掃清掃されたされたされたされたチャージャチャージャチャージャチャージャにににに交換交換交換交換しししし、、、、汚汚汚汚れたれたれたれたチャチャチャチャ

ージャージャージャージャはははは、、、、次回保守点検時次回保守点検時次回保守点検時次回保守点検時、、、、清掃清掃清掃清掃しますのでしますのでしますのでしますので、、、、アクセサリアクセサリアクセサリアクセサリ箱箱箱箱のののの中中中中にににに保管保管保管保管

しておいてくださいしておいてくださいしておいてくださいしておいてください。。。。    

1.1.1.1. フロントカバーを開けます。 

2.2.2.2. ＯＰＣドラムを引き出します。 

3.3.3.3. サムスクリューをローラデバイダにて外しチャージャストッパを外します。 

4.4.4.4. チャージャを引き出します。 

注意注意注意注意    

指紋指紋指紋指紋、、、、引引引引っっっっ掻掻掻掻きききき傷傷傷傷、、、、ほこりのほこりのほこりのほこりの付着付着付着付着をををを防防防防ぐためぐためぐためぐため、、、、グリッドグリッドグリッドグリッドののののスリットスリットスリットスリット部部部部にににに

手手手手でででで触触触触ったりったりったりったり、、、、異物異物異物異物がががが接触接触接触接触しないようにしてくださいしないようにしてくださいしないようにしてくださいしないようにしてください。。。。汚汚汚汚れるとれるとれるとれると印刷不印刷不印刷不印刷不

良良良良のののの原因原因原因原因となりますとなりますとなりますとなります。。。。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.5.5. 新しいチャージャを取りつけます。 

6.6.6.6. サムスクリューでチャージャストッパを取り付けます。 

7.7.7.7. ＯＰＣドラムを取り付けます。 

8.8.8.8. フロントカバーを閉めます。 

注意注意注意注意    

チャージャチャージャチャージャチャージャのののの長穴長穴長穴長穴ががががフレームフレームフレームフレームのののの half blankhalf blankhalf blankhalf blank（（（（突起突起突起突起））））にににに挿入挿入挿入挿入されているこされているこされているこされているこ

とをとをとをとを確認確認確認確認してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

 

    

!!!!    

!!!!    

!!!!    

グリッド 

チャージャ 

チャージャストッパ 

サムスクリュー （全長：64ｍｍ） 

ローラデバイダ 

half blank 
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9.9.9.9.チャージャの使用値カウンタをリセットする（ゼロに戻す）には、ＯＣＰ（オペレータ・コントロール・

パネル）で以下の順に選択します。    

  環境設定環境設定環境設定環境設定／／／／消耗品消耗品消耗品消耗品／／／／チャージャチャージャチャージャチャージャ／／／／■■■■    
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センサケーブル 

モータケーブル 

TH ケーブルカバ 

コロトロン 

サムスクリュー 
（全長：42.5ｍｍ） 

  コネクタの接続図 

茶色 
紫色 

赤色 
黒色 

ローラデバイダ 

サムスクリュー （全長：79ｍｍ） 

6.9 6.9 6.9 6.9 コロトロンコロトロンコロトロンコロトロンのののの交換方法交換方法交換方法交換方法    

 

注意注意注意注意    

コロトロンコロトロンコロトロンコロトロンははははアクセサリアクセサリアクセサリアクセサリとしてとしてとしてとして 2222 ココココ添付添付添付添付されていますされていますされていますされています。。。。400,000400,000400,000400,000 イメーイメーイメーイメー

ジジジジ使用時保守点検時使用時保守点検時使用時保守点検時使用時保守点検時にににに清掃清掃清掃清掃されたされたされたされたコロトロンコロトロンコロトロンコロトロンにににに交換交換交換交換しししし、、、、汚汚汚汚れたれたれたれたコロトロコロトロコロトロコロトロ

ンンンンはははは次回保守点検時清掃次回保守点検時清掃次回保守点検時清掃次回保守点検時清掃しますのでしますのでしますのでしますので、、、、アクセサリアクセサリアクセサリアクセサリ箱箱箱箱のののの中中中中にににに保管保管保管保管しておいしておいしておいしておい

てくださいてくださいてくださいてください。。。。    

 

1.1.1.1. フロントカバーを開ける。 

2.2.2.2. TH ハンドルで TH ユニットを開く。 

3.3.3.3. サムスクリュー（２箇所）をローラデバイダにて外し、TH ユニットからケーブルカバーを取

り外す。 

4.4.4.4. モータ・ケーブルとセンサ･ケーブルを外す。 

5.5.5.5. TH ユニットからコロトロン を引き出す。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

6.6.6.6. 新しいコロトロンを取りつける。 

7.7.7.7. モータ・ケーブルとセンサ･ケーブルを取りつける。 

8.8.8.8. サムスクリュー（２箇所）を外し、TH ユニットにケーブルカバーを取りつける。 

9.9.9.9. TH ハンドルで TH ユニットを閉じる。 

10.10.10.10. フロントカバーを閉じる。 

注意注意注意注意    

・・・・コネクタコネクタコネクタコネクタがががが正正正正しくしくしくしく接続接続接続接続されていることをされていることをされていることをされていることを確認確認確認確認してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

・・・・コロトロンコロトロンコロトロンコロトロンのののの突起突起突起突起ががががＯＰＣＯＰＣＯＰＣＯＰＣドラムドラムドラムドラムののののハウジングハウジングハウジングハウジングにににに正正正正しくしくしくしく接触接触接触接触していしていしていしてい    

    ることをることをることをることを確認確認確認確認してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

・・・・ドラムドラムドラムドラムのののの突起突起突起突起ががががコロトロンコロトロンコロトロンコロトロンののののフロントカバーフロントカバーフロントカバーフロントカバーのののの穴穴穴穴にににに納納納納まっていることまっていることまっていることまっていること    

    をををを確認確認確認確認してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

!!!!    

!!!!    
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11.11.11.11.コロトロンの使用値カウンタをリセットする（ゼロに戻す）には、ＯＣＰ（オペレータ・コントロール・

パネル）で以下の順に選択します。 

  環境設定環境設定環境設定環境設定／／／／消耗品消耗品消耗品消耗品／／／／コロトロンコロトロンコロトロンコロトロン／／／／■■■■    
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6.10 6.10 6.10 6.10 フィニッシャフィニッシャフィニッシャフィニッシャ搬送搬送搬送搬送ローラローラローラローラのののの清掃清掃清掃清掃    

    

 

                             注意注意注意注意    

             清掃清掃清掃清掃をををを行行行行うううう前前前前にににに必必必必ずずずず電源電源電源電源スイッチスイッチスイッチスイッチをををを OFFOFFOFFOFF してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

 

清掃用具：乾いたきれいなウエス 

 

[清掃手順] 

１．ゴムローラを手で回しながら、乾いたきれいなウエスで、ゴムローラ及びスポンジローラの表面を

拭いてください。スポンジローラは軽く表面を拭く程度にしてください。 
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6.11 6.11 6.11 6.11 消耗品消耗品消耗品消耗品およびおよびおよびおよびユーセージユーセージユーセージユーセージ部品部品部品部品のののの廃棄廃棄廃棄廃棄についてについてについてについて    

使用済みのトナーボトル、トナー、現像剤、現像剤ボトルは、法令、条例にしたがって産業廃

棄物としてお客様にて処分をお願いします。トナーまたは現像剤が付着しているトナーボト

ル、現像剤ボトルおよびトナー、現像剤は不燃物として処理し、火中には絶対投じないでく

ださい。 

お客様が処理業者に処理を委託する場合で、（財）日本産業廃棄物処理振興業センターが

発行する伝票（産業廃棄マニュフェスト）への記載が必要となる場合、下記に種類、特性など

を示しますので、伝票記載時の参考としてください。 

また、伝票の備考欄に “火中に絶対投じないこと” とご記入ください。 

産業廃棄物処理マニュフェスト情報 

消耗品内訳 マニュフェスト情報 

重金属等 
名  称 具体的内容 種類（コード） 形状 

有無 （コード） 
特性 

トナーボトル トナー補給後のから

になったボトル 
廃プラスチック 

（06） 
固形 無 － － 

トナー 回収トナーとその容

器 
廃プラスチック 

（06） 
固形 無 － － 

現像剤ボトル 現像剤補給後の容器 廃プラスチック 

（06） 

固形 無 － － 

現像剤 回収現像剤とその容

器 

廃プラスチック 

（06） 
金属屑 

（12） 

固形 無 － － 

ＯＰＣドラム 使用済みＯＰＣドラム 廃プラスチック 

（06） 
金属屑 

（12） 

固形 無 － － 

定着機クリーナ 使用済み定着クリー

ニングウェブ 
廃プラスチック 

（06） 

金属屑 
（12） 

固形 無 － － 

定着機 使用済みの定着機 廃プラスチック 
（06） 

金属屑 
（12） 

固形 無 － － 

ペーパピックキット 使用済みの部品 廃プラスチック 
（06） 

金属屑 
（12） 

固形 無 － － 

フィニッシャキット 使用済みの部品 廃プラスチック 

（06） 

固形 無 － － 
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6.12 6.12 6.12 6.12 剥離電圧剥離電圧剥離電圧剥離電圧のののの調整調整調整調整    

通常、ドラムラップは、剥離器に流す電流が強すぎても弱すぎても発生しますが、問題なく流

れる範囲（セイフティウインドウ）があります。プリンタのデフォルト値は、プリンタ用用紙（Ｎｉｐ

用紙）では問題ないような値に設定されておりますが、腰の弱い用紙はこのセイフティウイン

ドウが狭くなり、安定送行する値がデフォルトからずれてきます。 

このため、セイフティウインドウを確認し、お客様の用紙で問題ない設定値に変更することに

よってドラムラップを回避することができます。お客様が使用している用紙を用い、白紙で２０

枚ずつ両面印刷、またはテストプリントで「文字４％テスト印刷」を選択し印刷を行い、セイフ

ティウインドウを確認し、そのウインドウの中心に設定します。また、本確認を行うに当たって、

用紙重量の設定が間違いなく設定されていることを確認してください。 

                        ［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

調整を行う目的以外で本項目を設定しないでください。設定を誤ると

ドラムラップが発生しやすくなります。 

 

6.12.1 6.12.1 6.12.1 6.12.1 トレイトレイトレイトレイ毎毎毎毎のののの剥離電圧設定剥離電圧設定剥離電圧設定剥離電圧設定ががががサポートサポートサポートサポートされているされているされているされている場合場合場合場合    

（（（（エンジンバージョンマスタエンジンバージョンマスタエンジンバージョンマスタエンジンバージョンマスタ：：：：352/352/352/352/スレーブスレーブスレーブスレーブ：：：：456456456456 以上以上以上以上のときのときのときのとき））））    

 

１１１１．．．．剥離電圧剥離電圧剥離電圧剥離電圧のののの調整調整調整調整    

１１１１））））    パネルパネルパネルパネルのののの操作操作操作操作    

（１）オペレータコントロールパネル（ＯＣＰ）から「プリンタプリンタプリンタプリンタ設設設設定定定定／／／／オプオプオプオプ

ションションションション／／／／剥離電圧剥離電圧剥離電圧剥離電圧」の操作を行うと、下記の画面が表示されま

す。 

（２）値は、表面と裏面の値を同じ値で変更します。変更したいトレイ

を選択し、隔離電圧の設定画面を表示します。剥離電圧の値は

「▲」「▼」で設定を行います。それぞれの値は 0～255 までの１

単位づつで設定できます。 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

� トレイ毎に設定する場合は、各トレイを選択し設定値の変更を行います。 

� 「全トレイ」選択時は、最初に初期値を表示し、各トレイに設定した同一の設定値が登

録されます。 

プリンタの初期設定値：112 

� 各トレイの設定を行う場合は、最初に現在の設定値を表示します。 
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（３）値を入力したら「■」キーを押して値を確定してください。 

 

２２２２））））    セイフティウインドウセイフティウインドウセイフティウインドウセイフティウインドウ上限値上限値上限値上限値のののの確認確認確認確認    

（１）剥離電圧の値を“32”上げて“144”に設定します。 

（２）お客様の用紙にて、白紙で連続して２０枚両面印刷または、テストプリントで「文字４％テ

スト印刷」を選択し印刷します。 

このとき、E118、E119、E128、E134 のどれかが発生したら、上記アドレスの値を“８”下げてく

ださい。上記エラーが発生しない場合は上記アドレスの値を更に“８”上げてください。 

（３）下げた場合は、ラップが起きなくなった値が上限値です。 

上げた場合は、ラップが発生した値の一つ手前の値が上限値です。 

 

３３３３））））    セイフティウインドウセイフティウインドウセイフティウインドウセイフティウインドウ下限値下限値下限値下限値のののの確認確認確認確認 

（１）剥離電圧の値を“32”下げて“80”に設定します。 

（２）お客様の用紙にて、白紙で連続して２０枚両面印刷または、テストプリントで「文字４％テ

スト印刷」を選択し印刷します。 

このとき、E118、E119、E128、E134 のどれかが発生したら、上記アドレスの値を“８”上げてく

ださい。上記エラーが発生しない場合は上記アドレスの値を更に“８”下げてください。 

（３）下げた場合は、ラップが発生した値の一つ手前の値が下限値です 

上げた場合は、ラップが起きなくなった値が下限値です。 

112 

112 
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４４４４））））    剥離電圧中心値剥離電圧中心値剥離電圧中心値剥離電圧中心値のののの設定設定設定設定とととと確認確認確認確認    

（１）上記上限と下限の値の中心値に剥離電圧の値を変更してください。 

  (例:上限が「144」で下限が「72」の場合は（144+72）/2 で中心値が「108」となります。) 

（２）お客様の用紙にて、白紙で連続して２０枚両面印刷します。問題ないことを確認してくだ

さい。 

（３）他の用紙でも問題ないことを確認してください。 

（４）本方法でもドラムラップが発生する場合は、その用紙は使用できません。 

 

２．環境変動に対する対応について 

環境温度の変化に従い、セイフティウィンドウがずれる場合があります。目安として、温度が

4℃上昇するごとに推奨値から 8 を引いた値、温度が 4℃下降するごとに推奨値に 8 を足し

た値に設定してください。 

 

6.12.26.12.26.12.26.12.2    トレイトレイトレイトレイ毎毎毎毎のののの剥離電圧設定剥離電圧設定剥離電圧設定剥離電圧設定がががが未未未未サポートサポートサポートサポートのののの場合場合場合場合（（（（6.12.16.12.16.12.16.12.1 以外以外以外以外のときのときのときのとき））））    

１．剥離電圧の調整 

1111））））パネルパネルパネルパネルのののの操作操作操作操作    

（１） オペレータコントロールパネル（ＯＣＰ）から「プリンタプリンタプリンタプリンタ設定設定設定設定／／／／オプションオプションオプションオプション／／／／剥離電圧剥離電圧剥離電圧剥離電圧」の

操作を行うと、下記の画面が表示されます。 

（２） 値は、おもて面とうら面の値を同じ値で変更します。剥離電圧の値は「▲」「▼」で設定

を行います。それぞれの値は 0～255 までの１単位づつで設定できます。 

（３） 値を入力したら「■」キーを押して値を確定してください。 
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2222））））セイフティウインドウセイフティウインドウセイフティウインドウセイフティウインドウ上限値上限値上限値上限値のののの確認確認確認確認    

（1） 剥離電圧の値を“32”上げて“144”に設定します。 

（2） お客様の用紙にて、白紙で連続して２０枚両面印刷または、テストプリントで「文字４％テ

スト印刷」を選択し印刷します。 

このとき、E118、E119、E128、E134 のどれかが発生したら、上記アドレスの値を“８”下げてく

ださい。上記エラーが発生しない場合は上記アドレスの値を更に“８”上げてください。 

（3） 下げた場合は、ラップが起きなくなった値が上限値です。 

上げた場合は、ラップが発生した値の一つ手前の値が上限値です。 

3333））））    セイフティウインドウセイフティウインドウセイフティウインドウセイフティウインドウ下限値下限値下限値下限値のののの確認確認確認確認 

（1） 剥離電圧の値を“32”下げて“80”に設定します。 

（2） お客様の用紙にて、白紙で連続して２０枚両面印刷または、テストプリントで「文字４％テ

スト印刷」を選択し印刷します。 

このとき、E118、E119、E128、E134 のどれかが発生したら、上記アドレスの値を“８”上げてく

ださい。上記エラーが発生しない場合は上記アドレスの値を更に“８”下げてください。 

（3） 下げた場合は、ラップが発生した値の一つ手前の値が下限値です 

上げた場合は、ラップが起きなくなった値が下限値です。 

 

4444）））） 剥離電圧中心値剥離電圧中心値剥離電圧中心値剥離電圧中心値のののの設定設定設定設定とととと確認確認確認確認    

（1） 上記上限と下限の値の中心値に剥離電圧の値を変更してください。 

  (例:上限が「144」で下限が「72」の場合は（144+72）/2 で中心値が「108」となります。) 

（2） お客様の用紙にて、白紙で連続して２０枚両面印刷します。問題ないことを確認してくだ

さい。 

（3） 他の用紙でも問題ないことを確認してください。 

（4） 本方法でもドラムラップが発生する場合は、その用紙は使用できません。 

 

２．環境変動に対する対応について 

環境温度の変化に従い、セイフティウィンドウがずれる場合があります。目安とて、温度が

4℃上昇するごとに推奨値から 8 を引いた値、温度が 4℃下降するごとに推奨値に 8 を足し

た値に設定してください。 

OG A 01  OG B 01  
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6.13 6.13 6.13 6.13 印刷濃度印刷濃度印刷濃度印刷濃度のののの調整調整調整調整    

印刷濃度の設定を５段階で調整できます。調整を行うには以下のように行います。 

（１） オペレータ・コントロール・パネル（ＯＣＰ）で「「「「プリンタプリンタプリンタプリンタ設定設定設定設定／／／／オプションオプションオプションオプション／／／／印刷濃度印刷濃度印刷濃度印刷濃度」」」」の操

作を行うと下記の画面が表示されます。 

（２） 値は「Light」「Semi-Light」「Middle」「Semi-Dark」「Dark」の５段階で設定できます。設定

は OCP の三角形を押すことで調整ができます。 

（３） 値を入力したら「■」キーを押して値を確定してください。 

 

 

 

    

OG Ｂ 01  
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6.14 6.14 6.14 6.14 定着温度定着温度定着温度定着温度のののの調整調整調整調整    

定着温度の設定を３段階で調整できます。調整を行うには以下のように行います。 

（１） オペレータ・コントロール・パネル（ＯＣＰ）で「「「「プリンタプリンタプリンタプリンタ設定設定設定設定／／／／オプションオプションオプションオプション／／／／定着温度定着温度定着温度定着温度」」」」の操 

      作を行うと下記の画面が表示されます。 

（２） 値は「Low」「Normal」「High」の３段階で設定できます。設定は OCP の三角形を押す 

      ことで調整ができます。 

    （３）値を入力したら「■」キーを押して値を確定してください。 

 

 

 

    

OG Ｂ 01  

定着温度を下げると「定着強度も低下」しますので、十分

確認してからご使用ください。尚、使用後は定着温度を元

に戻されることをお奨めいたします。 
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6.15 6.15 6.15 6.15 レーザパワーレーザパワーレーザパワーレーザパワーのののの調整調整調整調整    

レーザパワーの調整を＋１５から－１５までの範囲で調整できます。調整を行うには以下のよ

うに行います。 

（１） オペレータ・コントロール・パネル（ＯＣＰ）で「「「「プリンタプリンタプリンタプリンタ設定設定設定設定／／／／オプションオプションオプションオプション／／／／レーザパワーレーザパワーレーザパワーレーザパワー    

                        調整調整調整調整」」」」の操作を行うと下記の画面が表示されます。 

（２） 値は＋15~－１５までの３１段階で設定できます。レーザ 1、レーザ２の値は常に同じ設      

定にしてください。マイナスに設定すると初期値に比べ線幅が細くなります。プラスに設

定すると初期値に比べ線幅が太くなります。 

    （３）値を入力したら「■」キーを押して値を確定してください。 

 

 

 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

「初期値」キーを押すと、“０”に戻ります。 
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第第第第 7  7  7  7 章章章章    

トラブルシューティングトラブルシューティングトラブルシューティングトラブルシューティング 
 

7.17.17.17.1 このこのこのこの章章章章のののの内容内容内容内容 

この章では、以下の事項について説明します。 

■ ガイドライン・フロチャート 

■ 基本的な問題解決のヒント 

■ 一般的な印刷時の問題 

■ 印刷品質の問題 

■ 両面印刷時の問題 

■ プリンタの留意事項 

■ ネットワークの問題 

■ OCP に表示されるメッセージ 

 

 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

以下では、いろいろな問題を解決する際のガイドラインを紹介します。 

なかなか問題を解決できないときには、お買い上げの販売店または保守会社

である最寄りの日立電子サービス（株）までお問い合わせください。 
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7.27.27.27.2 ガイドラインガイドラインガイドラインガイドライン・・・・フロチャートフロチャートフロチャートフロチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題の種類を把握する 

プリンタの電源を

入れることができ

ない 

プリンタをホスト・

システム に接 続

することができな

い 

印刷品質の問題 プリンタ・エラーが

出て、印刷を行う

ことができない 

主電源スイッチが

オンになっている

か調べてみてくだ

さい。 

ホスト・システム

のネットワーク・ア

ドレス設定を調べ

てみてください。

間違っていれば、

修 正 し て く だ さ

い。 

用紙、トナー、現

像剤の状態や残

量を調べてみてく

ださい。原因とな

りうるものがあれ

ば、すべて解除し

てください（第６章

参照）。 

OCP のエラー・メ

ッ セ ー ジ を 確 認

し、解除方法に従

って対処してくだ

さい。 

プリンタの電源ス

イッチがオンにな

っているか確認し

てください。 

プリンタとのケー

ブル接続（コネク

タ部分）を確認し

てください。 

プリンタ内部の部

品が汚れていな

いか調べてくださ

い 。 汚 れ て い れ

ば、きれいにして

ください。（6-47 ペ

ージ参照） 

これらのガイドラインに従っても問題を解決できない場合には、お買い上げの販売店までお問い

合わせください。 

OG B 03  
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7.3 7.3 7.3 7.3 基本的基本的基本的基本的なななな問題解決問題解決問題解決問題解決ののののヒントヒントヒントヒント 

以下には、問題を解決するための確認事項をいくつか紹介します。問題を特定する際には、

まずこのリストをヒントにしてください。 

 

■ 電源およびプリンタに接続されるすべてのケーブルを確認してください。 

■ プリンタの OCP に表示されるメッセージを確認してください。 

■ 可能なら、レポート印刷メニューのステータス・ページを印刷して、各種設定値が現在の

プリンタの動作環境に一致しているかどうか確認してください。 

■ プリンタの現在のステータスを確認してください。 

� 現在のステータスは OCP に表示されます。 

 

プリンタが印刷を実行中の場合は、このステータス・メッセージには、その印刷処理に関する

情報が示されます。 

ステータス・メッセージにその印刷処理の情報が示されない場合は、その印刷処理の前に別

のユーザのジョブの印刷を行っているか、あるいはその印刷はすでに終了していることが考

えられます。 

ジョブが印刷を待機しているときには、印刷キューのリストにそのジョブが表示されます。 
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7.4 7.4 7.4 7.4 一般的一般的一般的一般的なななな印刷印刷印刷印刷時時時時のののの問題問題問題問題 

問題問題問題問題    対処方法対処方法対処方法対処方法    

用紙をピックする際ジャムが発生

する。用紙がないのに E050、

E051、E052 を検出する。 

・ピック・ローラ、セパレータローラを一旦外し清掃してください。またはペーパーピ

ックキットのローラを交換してください（6.4.4 節参照）。 

・ジャムが発生する給紙トレイの用紙をきちんとセットしてみてください。（付録Ｃ参

照） 

・プリンタドライバでの用紙サイズ、給紙トレイの用紙サイズ（幅と長さ）とＯＣＰで

の用紙サイズ（幅と長さ）が一致しているか確認してください。（3.7 節、3.8 節参

照） 

ド ラ ム ラ ッ プ ま た は ジ ャ ム

(E118,E119,E128,E134)が発生す

る 

・用紙重量の設定値が正しいか確認してください（3.12 節参照）。 

・コロトロンクミが汚れていないか確認してください。 

・吸湿していない用紙（開封直後の用紙）に変えてください。 

・トレイの中での用紙を上下反転してください。 

・剥離電圧を調整してください(6.12 節参照)    

・用紙の送り方向と繊維方向が一致する用紙を使用してください。（B-1-13 参照） 

・用紙を厚めに変更してください（55kg→70kg など） 

・定着温度を下げてください（6.14 節参照） 

同時に複数枚の用紙送り 

(重送) 

・用紙の切断が不完全な場合は、きれいに切断された用紙に交換してください

（付録 B-1-6 参照）。 

・ピック・ローラ、セパレータローラを一旦外し清掃してください、またはペーパーピ

ックキットのローラを交換してください（6.4.4 節参照）。 

・四方から十分に紙をさばいて、ほこりや削りくずを取り除いてください。 

スタック時用紙が丸まりスタッ

キング不良となる、ステープ

ル冊子間で用紙がばらつく、

またはしわが発生する 

・用紙重量の設定値が正しいか確認してください（3.12 節参照）。 

・トレイの中で用紙を上下反転してください。 

・吸湿していない用紙(開封直後の用紙)に変えてください。 

・用紙送り方向に対して繊維方向を逆にしてください 

・用紙を厚めに変更してください（55 kg→70 kg など）。 

・定着温度を下げてください（6.14 節参照）。 

メッセージが指示するサイズの用

紙が手許にないときには、 

・そのジョブをキャンセルしてください。（2.4.5 節参照） 

・アプリケーションの印刷オプションで用紙サイズを変更してください。 

・再度、印刷を実行してください。 

ステータス・ページが印刷されな

い 

・OCP にエラー・メッセージが表示されている場合には、解除方法に従って対処

してください。（7.9 節参照） 

・OCP にまったく何も表示されない場合には、電源を落とし、プリンタを再起動し

てください。OCP のステータス表示がオンラインになったら、レポート・メニューの

ステータス・ページを印刷してみてください。それでもステータス・ページが印刷

されない場合、お買い上げの販売店にお問い合わせください。 

印刷オプションで設定したとおり

に印刷が行われない 

・他の設定をした時に、その設定値を上書きしなかったか確認してください。 

・印刷のオプションや設定値については、第２章を参照してください。 

変な音がする 

・用紙長が 229mm を超える用紙では、フェースアップ排紙を指定すると変な音が

発生する場合がありますので、フェースダウン排紙を指定してください。 

・フィニッシャ内のローラを清掃してください（6.10 節参照）。またはフィニッシャキッ

トのローラを交換してください（6.4.5 節、6.4.6 節、6.4.7 節参照）。 

印刷が途中で中断する ・印刷中にＯＣＰのアイコンを選択して放置しないでください。 

用紙がピック出来ないトレイがあ

る 

・ピック出来ないトレイを選択してテストプリントを実行してください。（2.4.2 節参照） 

ステープルが行われない 

・Web インターフェース機能を使用してステープルの設定を行ってください（5.4.2.4

節参照）*1。その後、テストプリントを実行してください（2.4.2 節参照）。 

・7.7 節プリンタの留意事項を参照してください。 

*1*1*1*1：：：：テストテストテストテスト実行後実行後実行後実行後はははは設定設定設定設定をををを元元元元にににに戻戻戻戻してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    
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問題問題問題問題    対処方法対処方法対処方法対処方法    

ステープルの針がない状態で印

刷が停止しない 

・ステープルが無い状態でステープル指示した場合は、Web インターフェースの

「システム/フィニッシャー/ステープルエラー」での設定に従います（5.4.2.3 節参

照）。 

印刷継続：オフセット印刷します。 

印刷停止：エラーが発生し、印刷を停止します。 

ジョブオフセットが行われない 

・Web インターフェース機能を使用してジョブオフセット（部数＝３部）の設定を行っ

てください（5.4.2.4 節参照）*1。その後、テストプリントを実行してください。 

・7.7 節プリンタの留意事項を参照してください。 

IP アドレスが変わってしまう 

・Web で IP アドレスの設定が DHCP モードになっている場合、DHCP サーバで使

用すると IP アドレスが変わってしまいます。手動で IP アドレスを設定する場合

は、Web インターフェース機能を使用して STATIC モードにしてください。（5-27

ページ参照） 

プリンタが間違ったフォントを印

刷する 

・レポート印刷のフォントリスト（PCL,PostScript）を印刷し、フォントを確認してくだ

さい。 

・プリンタドライバのフォントの設定を確認してください。 

・プリンタドライバ CD-ROM の README を参照してください。 

PostScript エラーが印刷される 

又は OCP に｢ﾎﾟｽﾄｽｸﾘﾌﾟﾄ ｴﾗｰ/

ﾁｪｯｸﾘｾｯﾄ ｦ ｵｼﾃｸﾀﾞｻｲ｣が表示

される 

・印刷データが PostScript フォーマットに合致していません。 

 印刷データを確認してください。 

・UNIX 版 EUR から MBT トレイを指定してカスタム用紙サイズを印刷する場合、印

刷するカスタム用紙サイズを MBT トレイの用紙サイズとして印刷前にプリンタ

の操作パネルで設定しておいてください。印刷するカスタム用紙サイズをプリン

タの操作パネルで設定せずに、MBT トレイ指定して印刷した場合、PS エラーが

発生します。 

7.5 7.5 7.5 7.5 印刷品質印刷品質印刷品質印刷品質のののの問題問題問題問題 
 

問題問題問題問題        対処方法対処方法対処方法対処方法    

きれいな印刷結果が

得られない 

 

 

 

出力結果にトナーの縞が入っている場合は、6-47 ページで説明され

ている方法にしたがって、プリンタを清掃してください。 

黒い縦筋が発生する 

 

 

 

・チャージャを交換してください。（6.8 節参照） 

・コロトロンを交換してください。（6.9 節参照） 

・定着機 BR 爪を清掃してください。（6.7.12 節参照） 

・OPC ドラムを交換してください。（6.4.1 節参照） 

黒点が発生する 

 

 

 

・OPC ドラムにトナーが付着した場合、フロントカバーを開閉すると、

OPC ドラムが回転して、自動的に清掃してトナーが除去される場合

があります。 

・ＯＰＣドラムを交換してください。（6.4.1 節参照） 

・チャージャを交換してください。（6.8 節参照） 

かぶりが発生する 

 

 

 

・チャージャーを交換してください（6.8 節参照） 

・OPC ドラムを交換してください。（6.4.1 節参照） 

用紙の先端または後

端が汚れる 

 

 

 

 

・搬送ベルト部分の NIP ガイド、TR ガイドを清掃してください。 

（6.7.5 節参照） 

・印刷保証領域外に印刷されていないか確認し、印刷領域を変更し

てください（B-3-1 参照） 

文字むらまたはハーフ

トーン(網点)むらが発

生する    

 

・チャージャを交換してください（6.8 節参照）。 

・コロトロンを交換してください（6.9 節参照）。 

・印刷保証領域外に印刷されていないか確認し、印刷領域を変更し

てください（B-3-1 参照） 
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問題問題問題問題        対処方法対処方法対処方法対処方法    

印刷が薄いまたは線

幅が細い 

 ・印刷濃度を調整してください（6.13 節参照）。 

・レーザパワーを調整してください（6.15 節参照）。 

トナーがはがれる 

 ・用紙重量の設定値が正しいか確認してください（3.12 節参照）。 

・定着温度を上げてください。使用後は元に戻してください（6.14 節参

照） 

用紙の後端がにじむ 

 ・吸湿していない用紙(開封直後の用紙)に変えてください。 

・定着温度を下げてください。使用後は元に戻してください。（6.14 節

参照） 

用紙の側面が汚れる  ・フィニッシャ搬送ローラの清掃をしてください（6.10 節参照）。 

注意：印刷濃度が高い場合や写真等ハーフトーン画の多い印刷を行なった場合、装置内汚れが

発生しやすくなります。 

7.6 7.6 7.6 7.6 両面印刷時両面印刷時両面印刷時両面印刷時のののの問題問題問題問題 

問題問題問題問題    対処方法対処方法対処方法対処方法    

両面印刷の出力が逆さになって

いる 

表面と裏面の画像の相対的な関係を指定するための両面印刷オプション(短辺綴

じ／長辺綴じ)を変更してみてください。 

厚紙用紙で E13A が発生する。 

・ＯＣＰで用紙重量が正しく入力されているか確認してください。（3.12 節参照） 

105g/㎡以上の用紙では両面印刷機構が自動的に切り替わります。 

スイッチバックジャム（E130、E138

等）が発生する 

・プリンタドライバでの用紙サイズ、給紙トレイの用紙サイズ（幅と長さ）とＯＣＰで

の用紙サイズ（幅と長さ）が一致しているか確認してください。（3.7 節、3.8 節参

照） 
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7.7.7.7.７７７７    プリンタプリンタプリンタプリンタのののの留意事項留意事項留意事項留意事項    

本プリンタを使用する上での留意点を以下に示します。 

(1) ベストフィット機能 

用紙タイプが OHP シート, 穴あき OHP シート, ラベル紙のいずれか，もしくは用紙サイズが

Letter タブ, A4 タブの場合には、ベストフィット機能を無効に設定しても用紙重量の指定は無

効となります。 

 

(2) PCL の OHP シート印刷指示 

PCL で OHP シート、穴あき OHP およびラベル紙を指定した場合、MBT からのみの印刷となり

ます。 

 

(3) PCL の給紙トレイ指示 

(3)の場合を除いて、PCL（PCL5e、PCLXL）では給紙トレイの自動選択には MBT は含まれま

せん。したがって、自動選択や混在トレイを指定した場合、ジョブの用紙サイズと MBT にセット

している用紙サイズが一致していても MBT からは用紙をピックしません。MBT にセットした用

紙で印刷を行う場合には、給紙トレイは MBT を選択してください。 

 

(4) Duplex/OHP シート印刷指示 

OHP シート、穴あき OHP およびラベル紙にて両面印刷を指定した場合、片面で印刷します。 

 

(5) Duplex/タブ用紙印刷指示 

A4 タブまたは Letter タブにて両面印刷を指定した場合、片面で印刷します。 

 

(6) ステープル/シングルページ印刷指示 

１ページのみのドキュメントをステープル指示した場合、ステープルしません。 

 

(7) ステープル/針切れ 

ステープラが無い状態でステープル指示した場合の動作は、Ｗｅｂインターフェースの［システ

ム/フィニッシャー］での設定に従います。 

印刷継続：オフセット印刷します。 

印刷停止：エラーが発生し、印刷を停止します。 
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(8) ステープル上限枚数 

50 ページを超えるドキュメントをステープル指示した場合、ステープルせずにオフセット 

します。 

 

(9) ステープル/丁合しない/複数部数印刷指示 

複数部数印刷時において、丁合せずにステープル指示した場合、ステープルしません。 

 

(10) ステープル/フェースアップ指示 

ステープルとフェースアップを指示した場合、ステープルせずにオフセット動作となり、フェー

スアップにて排紙します。 

 

(11) ステープル/アッパートレイ指示 

ステープルとアッパートレイを指示した場合、アッパートレイには排紙せずにステープル 

します。 

 

(12) ステープル/用紙タイプ指示 

OHP シート、穴あき OHP およびラベル紙に対しステープル指示した場合、ステープルせずに

オフセットします。 

 

(13) オフセット/アッパートレイ指示 

オフセットとアッパートレイを指示した場合、オフセットせずにアッパートレイに排紙します。 

 

(14) ステープル可能用紙重量 

34 lb(128 g/m

2

)を超える用紙に対しステープル指示した場合、ステープルせずにオフセットし

ます。 

 

(15) ステープル/オフセット指示 

ステープルとオフセットを指示した場合、オフセットせずにステープルします。 

 

(16)丁合指示 

アプリケーションソフトの丁合を無効、プリンタドライバの丁合を有効にしてください。 

 

(17) レポート印刷、テスト印刷 

ジョブの印刷中にＯＣＰメニューからレポート印刷、テスト印刷を選択した場合、印刷中のジョブ

の終了時に、前に選択したレポート印刷、テスト印刷が出力されます。  

 

(18) 用紙の排紙 

アッパー・トレイは、用紙フルのセンサがついておりません。そのためアッパー・トレ

イの許容量２００枚（６４g/㎡の場合）を超えた場合、用紙ジャム等が発生する場合が

ありますので、アッパー・トレイを使用するときにはご注意ください。
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(19) パラレルインターフェースからの印刷 

プリンタドライバのレビジョンが Revision4 以前で作成した PostScript の印刷ジョブ（ファイル）を、

パラレルインターフェース経由で印刷する場合、印刷領域が上下左右端でカットされることがあ

ります。 

 

(20) 印刷速度低下 

1 部印刷または複数部数印刷の 1 部目印刷中に用紙切れ、用紙ジャムなどのエンジンエラー

が発生した場合、エラー要因のクリア後のリカバリ印刷において、一時的に印刷速度が低下す

る場合があります。 

 

(21) 印刷位置 

印刷位置は、動作環境や使用する用紙の種類によって、約±2.5mm 程度ばらつくことがありま

す。 

 

(22) パラレル I/F でのジョブキャンセル 

パラレル I/F を使用する場合、ジョブを連続して送信し、OCP からジョブをキャンセルすると、後

続のジョブもキャンセルされる場合があります。 

 

(23) PCL フォントリソース上限値 

添付のプリンタドライバを使わずに印刷を行う場合、メモリダウンロードによる PCL フォントリソー

スが、下記容量を超えないようにしてください。超えた場合、印刷が正しく行われないことがあり

ます。 

・300dpi フォント：1M Byte 

・600dpi フォント：3M Byte 

(24)OCR-B とバーコード印刷 

プリンタにインストールするオプションの増設フォント２，３のＯＣＲ－Ｂフォントは Print Data 

Exchange からのみ印刷が可能です。 

このため、その他のソフトウェアからＯＣＲ－Ｂフォントを使用する場合には､アプリケーションで

ＯＣＲ－Ｂフォントを作成した上で、十分な評価を行った上で運用してください。また、バーコー

ドはアプリケーションでＯＣＲ－Ｂを作成した上で、十分な評価を行った   上で運用してくださ

い。尚、詳細については、販売店、または、弊社担当営業にご相談ください。 
 

(25)ＥＡＮ128 バーコード印刷 

HT-4559-702/705, HT-4559-702E/705E の解像度は 600dpi です。ANSI 規格のＢグレードを

確保するためには，黒バー幅を１ドット狭くかつ白スペース幅を１ドット太くしたドット補正を行い，

さらにバーの印字方向は用紙走行方向に対して平行（用紙長に平行）とする必要があります。 

上記のドット補正を行わない場合またはバーの印字方向が用紙走行方向に対して垂直の場合

は，グレードが下がります。 

上記のドット補正はアプリケーションで行いますので，ご使用のアプリケーションが上記のドット

補正に対応しているかをご確認ください。 

尚､詳細については、販売店、または、弊社担当営業にご相談ください。 

 

(26)省電力時間 

省電力時間は工場出荷時、2 分に設定されています。省電力時間は 2～230 分に任意に

設定可能ですので、使用状況に合わせて設定を変更してください。（2-12 ページ参照） 
（注）2001 年 9 月以前に生産された製品で且つコントローラレビジョンが ev415d 以降

の場合は 15 分に設定されています。 

 

(27)安定してプリンタをお使いいただくため、定期的（3 ヶ月に 1 度程度）に電源を OFF/ON してく

ださい。 

 

(28)マルチプロトコル対応ネットワークモデルで EtherTalk プロトコルを使用する場合、印刷処理中

にプリンタが受信出来るジョブは最大 60 ジョブですので、ジョブ最大数を超えたジョブをプリン

タに送信しないでください。 
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7.8 7.8 7.8 7.8 ネットワークネットワークネットワークネットワークのののの問題問題問題問題    

7.8.17.8.17.8.17.8.1    NetwareNetwareNetwareNetware プロトコルプロトコルプロトコルプロトコルでででで発生発生発生発生するするするする    

１．印刷が行われない。 

原因調査： 

（１）NetWare サーバ上のプリントサーバを起動させていますか。 

（２）NetWare サーバ上のプリントサーバに、プリンタの論理プリンタが登録されてい

ますか。 

（３）プリンタの論理プリンタ名を、正しくキューに割り当てていますか。 

（４）プリントサーバモード（プリンタの持つプリントサーバを使用）でプリンタを登

録していますか。 

（５）リモートプリンタモード（NetWare サーバ上のプリントサーバを使用）でプリン

タを登録していますか。 

（６）印刷キュー名に半角英数字,"- "および"_"以外の文字を使用していませんか。 

対処方法： 

（１）NetWare サーバ上のプリントサーバを起動してください。 

（２）プリンタのNetWare 用論理プリンタをNetWare サーバ上のプリントサーバに登録

し、起動してください。 

（３）プリンタの論理プリンタをキューに正しく設定してください。 

（４）プリンタに持つプリントサーバ名が正しく登録されているか確認してください。

また、Webを使用して、NetWare設定を行っているか確認してください。 

（５）Webを使用して、NetWare設定を行っているか確認してください。 

（６）印刷キュー名を半角英数字,"- "および"_"を使用して登録し直してください。 

２．Windows 上から印刷が行われない。 

原因調査： 

（１）出力先ポートの接続先をネットワークに指定していますか。 

（２）出力先の設定時に、バナーページやフォームフィードの指定を解除（指定なし）

しましたか。 

対処方法： 

（１）Windows のコントロールパネルの中のプリンタを選び、プリンタの接続先をロー

カルではなく、NetWare サーバに登録されているプリンタのキュー名にしてくだ

さい。 

（２）バナーページやフォームフィードの指定を解除してください。 

   Windows NT からNetWare を経由して印刷している場合、［見出しページ印刷］ 

   のチェックボックスからチェックをはずしてください。チェックボックスは、 

   以下の場所にあります。 

     ・Windows NT Server の場合：［コントロールパネル］の［GSNW ］ 

     ・Windows NT Workstation の場合：［コントロールパネル］の［CSNW ］ 
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３．Windows でプリンタの接続先をNetWare サーバに登録されている印刷キューに設定で

きない。 

原因調査： 

（１）NetWare のクライアント用の設定を正しく行っていますか。 

（２）NetWare にログインしていますか。 

対処方法： 

（１）NetWare のマニュアルを参照し、クライアント用ホストの設定を正しく行ってく

ださい。 

（２）NetWare にログインしてください。 

４．NetWare用論理プリンタをプリントサーバが認識しない 

原因調査： 

（１）プリントサーバに登録している論理プリンタ名は正しいですか。 

対処方法： 

（１）プリントサーバに正しいNetWare用論理プリンタ名を登録し直してください。 

 

7.8.27.8.27.8.27.8.2    EtherTalkEtherTalkEtherTalkEtherTalk プロトコルプロトコルプロトコルプロトコルでででで発生発生発生発生するするするする問題問題問題問題    

１．セレクタにプリンタの論理プリンタが表示されない。 

原因調査： 

（１）Ethernet ケーブルが正しく接続されていますか。 

（２）Macintosh のネットワークは、EtherTalk が選択されていますか。 

（３）論理プリンタのEtherTalk プロトコル設定がDISABLED になっていませんか。 

（４）ネットワーク上でWindows NT を使用していますか。 

（５）プリンタが属しているゾーンを選択していますか。 

（６）EtherTalk ネットワークは安定して動作していますか。 

対処方法： 

（１） ネットワークケーブルが正しく接続されているか確認してください。 

（２）Macintosh のコントロールパネルの中から[ AppleTalk] を起動、[ 経由先] を

"Ethernet"にしてください。OS のバージョンによっては、[ AppleTalk] ではなく、

[ネットワーク] を起動し、"EtherTalk"に切り替えてください。 

（３）Webを使用して、論理プリンタのEtherTalk プロトコルをENABLED に設定してくだ

さい。 

（４）プリンタをWindows NT に[ AppleTalk Printing Device] として登録する場合、[印

刷装置の確保] を設定すると、論理プリンタのプリンタタイプが変更されます。

WindowsNT からプリンタを削除後、Webを使用して論理プリンタのTYPE を

"LaserWriter"に変更してください。 

（５）Webを使用して、AppleTalkゾーンの設定を行ってください。 

（６）ネットワーク環境が安定して、正しく動作しているか調査してください。 
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２．印刷が行われない。 

原因調査： 

（１）セレクタによってプリンタの論理プリンタが正しく選択されていますか。 

（２）印刷処理中に60個以上のジョブを送信していませんか。 

対処方法： 

（１）セレクタによりプリンタを選択し直してください。 

（２）印刷処理中にプリンタが受信可能なジョブの最大数は60ジョブまでですので、ジ

ョブ最大数を超えないように送信してください。 

 

7.8.37.8.37.8.37.8.3    TCP/IPTCP/IPTCP/IPTCP/IP プロトコルプロトコルプロトコルプロトコルでででで発生発生発生発生するするするする問題問題問題問題    

１．pingを使用してプリンタから応答がない。 

原因調査： 

（１）ネットワークプリンタの電源はON になっていますか。 

（２）Ethernet ケーブルが正しく接続されていますか。 

（３）ネットワークプリンタのIP アドレスは設定されていますか。 

（４）ホスト側とプリンタ側のIP アドレスのクラスが合っていますか。 

（５）ホスト側とプリンタ側のサブネットマスクの設定が合っていますか。 

（６）ネットワーク接続されているプリンタとホストとの間にGateway またはRouter が

存在しますか。 

対処方法： 

（１）ネットワークプリンタの電源をＯＮ にしてください。 

（２）Ethernet ケーブルを正しく接続してください。 

（３）ホスト側とプリンタ側のIP アドレスのクラスを合わせてください。 

（４）ホスト側とプリンタ側のIP アドレスのクラスを合わせてください。 

（５）サブネットマスクを合わせてください 

（６）プリンタにデフォルトゲートウェイの設定を行ってください。 

 

２．TIME LIMIT EXPIRED と表示される。 

原因調査： 

（１）実在しないIP アドレスを指定していませんか。 

対処方法： 

（１）プリンタ側のIP アドレスをもう一度確認してください。 

３．NODE name NOT KNOWN またはxxx :Unknown host と表示される。 

原因調査： 

（１）サーバに、ノード名とIP アドレスを対応づけて登録していますか。 

対処方法： 

（１）サーバのノードテーブル(hosts ファイル)に、ノード名とIP アドレスを登録して

ください。 

４．印刷が行われない 

（“オンライン”表示のままデータを受け付けなくなる。または、エラー印刷を有効

に設定した場合、timeout のエラーを印刷することがある。） 

OG B 05  



 7-13 

原因調査： 

（１）pingでプリンタから応答がありますか。 

（２）printcap ファイルは正しく設定されていますか。（UNIXの場合） 

（３）Windows 2000/XP/Server2003を使用し、{LPRバイトカウントを有効にする}をOFF

にしていませんか。 

（４）2Gbyteを超えるデータを転送していませんか。 

対処方法： 

（１）pingで応答がない場合、この項目の"pingを使用してプリンタから応答がない"を

参照してください。 

（２）正しく設定されているか確認してください。 

（３）使用するプリンタのネットワークI/Fにより、Windowsの{LPRバイトカウントを有

効にする}が正しく設定されているか確認してください。 

（４）ファイルを分割し、2Gbyte以下のデータを転送してください。 

 

7.8.47.8.47.8.47.8.4    NetBEUINetBEUINetBEUINetBEUI プロトコルプロトコルプロトコルプロトコルでででで発生発生発生発生するするするする問題問題問題問題    

１．印刷先のポートにプリンタのサーバ名が表示されない。 

原因調査： 

（１）Ethernet ケーブルが正しく接続されていますか。 

（２）プリンタが属している Microsoft ドメイン（ワークグループ）を選択していますか。 

対処方法： 

（１）ネットワークケーブルが正しく接続されているか確認してください。 

（２）Web を使用して、Microsoft ドメイン（ワークグループ）を確認または設定してく

ださい。 

 

7.8.57.8.57.8.57.8.5    ネットワークネットワークネットワークネットワークとのとのとのとの接続接続接続接続におけるにおけるにおけるにおける共通問題共通問題共通問題共通問題    

原因調査： 

（１）Ethernet ケーブルに断線等の異常はないですか。 

（２）ホストのインターフェースは正常に動作していますか。 

（３）プリンタ自身に問題はないですか。 

（４）プリンタのネットワークボードを交換していませんか。 

（５）ネットワークケーブルが接続されていますか。 

対処方法： 

（１）Ethernet ケーブルを交換してください。 

（２）異なるホストを使用して印刷してください。 

（３）プリンタのテスト印刷を実行し、プリンタ自身に問題ないことを確認してくださ

い。 

（４）ネットワークボードには、それぞれ固有のEthernet アドレスが決められており、

ボード交換時にはEthernet アドレスが変わります。ホストのEthernet アドレス

を設定するファイルの変更を行ってください。また交換した場合、論理プリンタ 

は工場出荷時に設定されているものだけですので、今まで追加した論理プリンタ 

は、もう一度登録しなおしてください。 

（５）プリンタにネットワークケーブルを接続し、ケーブルのもう一端を電源の入った

ネットワーク機器（ＨＵＢ等）に接続してプリンタの電源を入れてください。 
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7.97.97.97.9    OCPOCPOCPOCP にににに表示表示表示表示されるされるされるされるメッセージメッセージメッセージメッセージ 

OCP 上には１，２行のメッセージでプリンタの状態が表示されます。以下の表では、それぞれのメッ

セージについて説明するとともに、適当な解除方法があれば、それも示してあります。また、OCP の

表示が英語になっていた場合、以下の操作を行えば、日本語の表示に切り替わります。 

  環境設定環境設定環境設定環境設定／／／／LanguageLanguageLanguageLanguage／／／／日本語日本語日本語日本語    

（（（（１１１１））））プリンタプリンタプリンタプリンタのののの動作状態動作状態動作状態動作状態    

  プリンタはステータス・バーにおいてプリンタの動作状態を表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メッセージメッセージメッセージメッセージ    内容内容内容内容    解除方法解除方法解除方法解除方法    

ｵﾝﾗｲﾝ オンライン状態 - 

ｵﾌﾗｲﾝ/ﾎﾟｰｽﾞ オフライン状態 

オンラインキーを押してください 

ｲﾝｻﾂﾁｭｳ:x/x 印刷ジョブのコピー数 

印刷が終了するまで待ってくだ

さい 

ｲﾝｻﾂﾁｭｳ 印刷中 

“ｵﾝﾗｲﾝ”表示になるまで待って

ください 

ｼｮﾘﾁｭｳ 印刷ジョブの処理中 

処理が終了するまで待ってくだ

さい 

ﾂｷﾞﾉ ﾃﾞｰﾀﾏﾁ 

印刷データ待ち、巨大なジョ

ブの処理中 

“ｵﾝﾗｲﾝ”表示になるまで待って

ください 

ｳｫｰﾐﾝｸﾞｱｯﾌﾟﾁｭｳ 

定着機のウォーミングアップ

中 

“ｵﾝﾗｲﾝ”表示になるまで待って

ください 

ﾈｯﾄﾜｰｸ ﾛｰﾄﾞﾁｭｳ ネットワークＩ／Ｆの起動中 

“ｵﾝﾗｲﾝ”表示になるまで待って

ください 

ｱﾀﾗｼｲﾊﾟｽﾜｰﾄﾞｦ ﾆｭｳﾘｮｸｼﾃｸﾀﾞｻｲ パスワードの変更時に表示 

パスワードはシステム管理者か

保守員のみ変更します 

ｶｸﾆﾝﾉﾀﾒ ｻｲﾄﾞ ﾆｭｳﾘｮｸｼﾃｸﾀﾞｻｲ パスワードの変更時に表示 

パスワードはシステム管理者か

保守員のみ変更します 

AppleTalk ｼﾞｭｼﾝﾁｭｳ AppleTalk ジョブの処理中 

処理が終了するまで待ってくだ

さい 
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メッセージメッセージメッセージメッセージ    内容内容内容内容    解除方法解除方法解除方法解除方法    

ﾖｳｼｶﾞ ｱﾘﾏｾﾝ ﾄﾚｲ指定 給紙トレイに用紙がない 

指定された給紙トレイに用紙を 

セットしてください 

ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞｦ ﾆｭｳﾘｮｸｼﾃｸﾀﾞｻｲ 

システムメニューに入るときに

表示 

システムメニューはシステム管

理者のみ使用します 

ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞｦ ﾆｭｳﾘｮｸｼﾃｸﾀﾞｻｲ 保守メニューに入るときに表示 

保守メニュー時のみ使用します 

(ﾄﾚｲ指定) ｼﾖｳﾁｭｳ 

印刷中に使用している給紙トレ

イを表示 

- 

ﾘｮｳﾒﾝﾊﾟｽﾓｰﾄﾞ 

片面印刷の印刷ジョブでも、両

面パスを通ります 

－ 

ﾋｰﾀｵﾌﾓｰﾄﾞ ヒータオフモード中です 
注 1 

ｽﾘｰﾌﾟﾓｰﾄﾞ スリープモード中です 
注 1 

Insufficient disk space 

One Copy Job 

ハードディスクの容量不足のた

め１部印刷となります 

注 2 

ﾀｲﾑｻｰﾊﾞｰ xxx.xxx.xxx 

タイムサーバーから時刻を取得

しています 

－ 

ﾀｲﾑｻｰﾊﾞｰｶﾞ ﾐﾂｶﾘﾏｾﾝ 

タイムサーバーが見つかりませ

んでした 

タイムサーバーの設定を確認し

てください（5.4.2.5 節参照） 

ｲﾝｻﾂｼﾞｮﾌﾞｻｸｼﾞｭﾁｭｳ 

削除したジョブに含まれるﾍﾟｰｼﾞ

を PDL が処理中です 

オンライン表示になるまで待っ

てください 

ｼﾞﾄﾞｳﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ 

自動バックアップ中です 

(AM1：00 およびプリンタ電源投

入時) 

－ 

 

注 1：省電力モードは､下記の条件のいずれかが成立した場合､解除されます。 

・オンライン時、印刷起動がかかったとき 

・OCP のキーを押したとき 

・Web から消耗品リセット、用紙設定、等の操作を行ったとき 

・Web からプリンタの状態表示等を行ったとき 

 

注 2：複数部数印刷時の印刷枚数制限の目安は以下の通りです。ただし実際の印刷環境によっては下記印

刷ページ数が変わる場合があります。 

インフォメーションプリンターコントローラバージョンに表示されるコントローラ 

ソフトウェアにより印刷ページの上限が下記の通り変わります。 

（１） コントローラレビジョンが ev415a より前の場合 

用紙サイズ 印刷ページ 

Ａ５ ８００ 

Ｂ５ ５００ 

Ａ４ ４００ 

Ｂ４ ２５０ 

Ａ３ ２００ 

 
（２） コントローラレビジョンが ev415a 以上の場合 

最大印刷ページ 

用紙サイズ 

両面印刷 片面印刷 

Ａ５ ３０００ １５００ 

Ｂ５ ３０００ １５００ 

Ａ４ ３０００ １５００ 

Ｂ４ ２０００ １５００ 

Ａ３ ２０００ １５００ 

OG B 10  



 7-16 

 

（（（（２２２２））））プリンタプリンタプリンタプリンタ・・・・ワーニングワーニングワーニングワーニング・・・・メッセージメッセージメッセージメッセージ 

プリンタにて、印刷を停止して表示するほどの緊急でない問題が発生した場合、プリンタは

ステータスバーにワーニングメッセージを表示します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
メッセージメッセージメッセージメッセージ    内容内容内容内容    解除方法解除方法解除方法解除方法    

ﾌﾟﾘﾝﾀﾉ ｾｲｿｳｼﾞｷｶﾞ ﾁｶﾂﾞｲﾃｲﾏｽ 

プリンタの清掃時期が近づいて

います 

本ﾒｯｾｰｼﾞは３９万ページ印刷を

すると表示されます 

－ 

ﾌﾟﾘﾝﾀﾉ ｾｲｿｳｦ ｼﾃﾃｸﾀﾞｻｲ 

プリンタの清掃をしてください 

本ﾒｯｾｰｼﾞは４０万ページ印刷を

すると表示されます 

注１ 

ｱﾀｲｶﾞ ﾁｶﾞｲﾏｽ 入力値が間違っている 正しい値を入力してください 

ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞｶﾞ ﾁｶﾞｲﾏｽ  パスワードが間違っている 正しい値を入力してください 

ｽﾃｰﾌﾟﾙｶﾞ ｱﾘﾏｾﾝ : ﾌﾛﾝﾄ ステープルの針が無くなった 

ステープルカートリッジを交換

してください 

ｽﾃｰﾌﾟﾙｶﾞ ｱﾘﾏｾﾝ : ﾘｱ ステープルの針が無くなった 

ステープルカートリッジを交換

してください 

(ﾄﾚｲ指定) ｶﾞ ｱｲﾃｲﾏｽ 

指定された給紙トレイが開いて

いる 

カバーを閉じてください 

ﾈｯﾄﾜｰｸ ﾛｰﾄﾞ ｴﾗｰ ネットワークＩ／Ｆの起動エラー 

ネットワークケーブルを確認し

てください 

ﾄﾅｰ ﾎｷｭｳｼﾞｷ トナーが少ない トナーを補給してください 

ﾄﾚｲ 1 ﾉﾖｳｼｻｲｽﾞｶﾞﾌｾｲﾃﾞｽ 

トレイ 1 内の用紙サイズ設定タ

ブが異常な設定となっている 

トレイ 1 の用紙サイズ設定タブ

を正常な位置に合わせて下さ

い 
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メッセージメッセージメッセージメッセージ    内容内容内容内容    解除方法解除方法解除方法解除方法    

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ１ｼﾀ ﾌﾙ 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ１下の用紙がいっぱ

いになった 

用紙を取り出してください 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ１ｳｴ ﾌﾙ 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ１上の用紙がいっぱ

いになった 

用紙を取り出してください 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ２ｼﾀ ﾌﾙ 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ２下の用紙がいっぱ

いになった 

用紙を取り出してください 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ２ｳｴ ﾌﾙ 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ２上の用紙がいっぱ

いになった 

用紙を取り出してください 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ１ｼﾀ ﾌﾛﾝﾄｶﾊﾞｰｶﾞｱｲﾃｲﾏｽ 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ１下のフロントカバー

が開いている 

カバーを閉じてください 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ１ｳｴ ﾌﾛﾝﾄｶﾊﾞｰｶﾞｱｲﾃｲﾏｽ 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ１上のフロントカバー

が開いている 

カバーを閉じてください 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ２ｼﾀ ﾌﾛﾝﾄｶﾊﾞｰｶﾞｱｲﾃｲﾏｽ 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ２下のフロントカバー

が開いている 

カバーを閉じてください 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ２ｳｴ ﾌﾛﾝﾄｶﾊﾞｰｶﾞｱｲﾃｲﾏｽ 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ２上のフロントカバー

が開いている 

カバーを閉じてください 

ﾃｲﾁｬｸｷｺｳｶﾝｼﾞｷ（ｼﾞｶﾝ）注 2 

定着機のヒーターON 時間が

4000 時間を越えると表示されま

す 

定着機の寿命時期になりまし

た。これ以上印刷を行うと印刷

品質が劣化する恐れがありま

す。定着機を交換することをお

勧めします。交換した場合は、

カウンターをリセットしてくださ

い。6.4.3 節参照 

 

注 1： 

「ﾌﾟﾘﾝﾀﾉ ｾｲｿｳｦ ｼﾃｸﾀﾞｻｲ」のメッセージとともに下記（ａ）の画面が表示されましたら、

プリンタの清掃後下記の手順で保守カウンタをクリアしてください。清掃方法は 6.7 節を参

照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

       （ａ）                  （ｂ） 

  

注 2： 

保守メニューで定着機寿命警告が表示のとき表示されます。 
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（（（（３３３３））））プリンタプリンタプリンタプリンタ・・・・エラーエラーエラーエラー・・・・メッセージメッセージメッセージメッセージ 
プリンタにてエラーが発生した場合、プリンタはエラーメッセージを表示します。又、オプショ

ンのアテンションライトが点灯します。エラー要因を取り除いた後「�」キーを押してください。 
「ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON」のエラー発生時は、印刷中のジョブは保証されま

せん。「�」キーを押してもエラーが解除できない場合プリンタの電源を OFF/ON し

てください。それでもエラーが発生するようでしたら、保守員へ連絡してください。 

 

 

 

 

 

 

 

スイッチ 機   能 

� 

（復帰/ｵﾝﾗｲﾝ） 

エラーをリセットしてオンライン画面へ遷移。 

ただしエラーが解除できない場合は、再度エラー画面を表示する。 

� 

（前の画面） 

エラーをリセットしないでオフライン画面へ遷移。 

 
メッセージメッセージメッセージメッセージ    内容内容内容内容    解除方法解除方法解除方法解除方法    

ﾖｳｼ ｻｲｽﾞ ｶﾞ ﾏﾁｶﾞｯﾃｲﾏｽ ﾄﾚｲ x 

テスト印刷時の用紙サイズ

エラー 

「�」キーを押して用紙サイズを

変更してください 

ﾖｳｼ ｼﾞｭｳﾘｮｳ ｶﾞ ﾏﾁｶﾞｯﾃｲﾏｽ ﾄﾚｲ x 

テスト印刷時の用紙重量エ

ラー 

「�」キーを押して用紙重量を変

更してください 

ﾖｳｼ ﾀｲﾌﾟ ｶﾞ ﾏﾁｶﾞｯﾃｲﾏｽ ﾄﾚｲ x 

テスト印刷時の用紙タイプ

エラー 

「�」キーを押して用紙タイプを

変更してください 

(ﾄﾚｲ指定) 

ｾｯﾄｼﾃｸﾀﾞｻｲ 用紙ｻｲｽﾞ 

給紙トレイに指定されたサイ

ズの用紙が入っていない 

指定されたトレイに、指定された 

サイズの用紙をセットしてくださ

い 

(ﾄﾚｲ指定) 

ｾｯﾄｼﾃｸﾀﾞｻｲ 用紙ﾀｲﾌﾟ, 用紙ｻｲｽﾞ 

給紙トレイに指定されたタイ

プの用紙が入っていない 

指定されたトレイに、指定された 

タイプの用紙をセットしてくださ

い 

(ﾄﾚｲ指定) 

ｾｯﾄｼﾃｸﾀﾞｻｲ 用紙重量, 用紙ｻｲｽﾞ 

給紙トレイに指定された重

量の用紙が入っていない 

指定されたトレイに、指定された 

重量の用紙をセットしてください 

MBT 

ｾｯﾄｼﾃｸﾀﾞｻｲ 用紙ﾀｲﾌﾟ 

MBT に指定されたタイプの

用紙が入っていない 

MBT に、指定されたタイプの用

紙をセットしてください 

MBT ｲｶﾞｲﾉ ﾄﾚｲ 

ｾｯﾄｼﾃｸﾀﾞｻｲ 用紙ｻｲｽﾞ 

MBT 以外の給紙トレイに指

定されたサイズの用紙が入

っていない 

MBT 以外のトレイに、指定され

たサイズの用紙をセットしてくだ

さい 

ﾎﾟｽﾄｽｸﾘﾌﾟﾄ ｴﾗｰ 

ﾁｪｯｸﾘｾｯﾄ ｦ ｵｼﾃｸﾀﾞｻｲ 

PostScript データでエラーを

検出しました 

7.4 節参照 

ﾖｳｼｶﾞ ｱﾘﾏｾﾝ ﾄﾚｲ 1 

ｾｯﾄｼﾃｸﾀﾞｻｲ xxx        E001 

トレイ１の用紙が無くなった 

xxx で指定された用紙を給紙ト

レイ１にセットしてください 

ﾖｳｼｶﾞ ｱﾘﾏｾﾝ ﾄﾚｲ 2 

ｾｯﾄｼﾃｸﾀﾞｻｲ xxx        E002 

トレイ 2 の用紙が無くなった 

xxx で指定された用紙を給紙ト

レイ 2 にセットしてください 

ﾖｳｼｶﾞ ｱﾘﾏｾﾝ ﾄﾚｲ 3 

ｾｯﾄｼﾃｸﾀﾞｻｲ xxx        E003 

トレイ３の用紙が無くなった 

xxx で指定された用紙を給紙ト

レイ３にセットしてください 
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メッセージメッセージメッセージメッセージ    内容内容内容内容    解除方法解除方法解除方法解除方法    

ﾖｳｼｶﾞ ｱﾘﾏｾﾝ MBT 

ｾｯﾄｼﾃｸﾀﾞｻｲ xxx        E004 

MBT の用紙が無くなった 

xxx で指定された用紙を MBT に 

セットしてください 

ﾖｳｼｶﾞ ｱﾘﾏｾﾝ HCF 

ｾｯﾄｼﾃｸﾀﾞｻｲ xxx        E005 

HCF の用紙が無くなった 

xxx で指定された用紙を HCF に 

セットしてください 

ｴﾚﾍﾞｰﾀﾄﾚｲ ﾌﾙ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E009 

エレベータトレイの用紙が

一杯になった 

エレベータトレイから用紙を取り 

除いてください 

ｴﾚﾍﾞｰﾀﾄﾚｲ ﾌﾙ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E00A 

エレベータトレイが適切にス

タックできない 

エレベータトレイから用紙を取り 

除いてください 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ１ｼﾀ ﾌﾙ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ   E00B 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ１下の用紙が一

杯になった 

用紙を取り出してください 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ１ｳｴ ﾌﾙ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ   E00C 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ１上の用紙が一

杯になった 

用紙を取り出してください 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 ｼﾀ ﾌﾙ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ   E00E 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 下の用紙が一

杯になった 

用紙を取り出してください 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 ｳｴ ﾌﾙ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ   E00F 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 上の用紙が一

杯になった 

用紙を取り出してください 

ﾄﾅｰﾎﾞﾄﾙ ﾌﾙ 

ｺｳｶﾝｼﾃｸﾀﾞｻｲ           E010 

トナー回収ボトルが一杯に

なっている 

トナー回収ボトルを交換してくださ

い 6.3.2 節参照 

ﾄﾅｰｶﾞ ｱﾘﾏｾﾝ 

ﾎｷｭｳｼﾃｸﾀﾞｻｲ           E011 

エラー表示：トナーがない 

トナーを補給してください 

6.3.1 節参照 

ｹﾞﾝｿﾞｳｻﾞｲ ｼﾞｭﾐｮｳ 

ｺｳｶﾝｼﾃｸﾀﾞｻｲ           E012 

現像剤の交換時期 

現像剤を交換してください 

6.3.3 節参照 

ﾄﾅｰﾎﾞﾄﾙ ﾌﾙ 

ｺｳｶﾝｼﾃｸﾀﾞｻｲ           E013 

トナー回収ボトルが一杯に

なっている 

トナー回収ボトルを交換してくださ

い 6.3.2 節参照 

ﾃｲﾁｬｸｷｸﾘｰﾅ ｼﾞｭﾐｮｳ 

ｺｳｶﾝｼﾃｸﾀﾞｻｲ           E014 

定着機クリーナの交換時期 

定着機クリーナを交換してください

6.4.2 節参照 

ﾃｲﾁｬｸｷ ｼﾞｭﾐｮｳ 

ｺｳｶﾝｼﾃｸﾀﾞｻｲ           E015 

定着機の交換時期 

定着機を交換してください 

6.4.3 節参照 

OPC ﾄﾞﾗﾑ ｼﾞｭﾐｮｳ 

ｺｳｶﾝｼﾃｸﾀﾞｻｲ           E016 

ＯＰＣドラムの交換時期 

ＯＰＣドラムを交換してください 

6.4.1 節参照 

ﾃｲﾁｬｸｷｸﾘｰﾅ ｼﾞｭﾐｮｳ 

ｺｳｶﾝｼﾃｸﾀﾞｻｲ           E017 

定着機クリーナの交換時期 

定着機クリーナを交換してください

6.4.2 節参照 

ﾄﾞﾗﾑﾗｯﾌﾟｾﾝｻ 

ｾｲｿｳｼﾃｸﾀﾞｻｲ           E018 

ドラムラップセンサのレベル

に異常あり 

清掃を実施してください 

6.7.3 節参照 

ｽﾃｰﾌﾟﾙｶﾞｱﾘﾏｾﾝ：ﾘｱ 

ｶｰﾄﾘｯｼﾞｦ ｺｳｶﾝｼﾃｸﾀﾞｻｲ E019 

リア側ステープルの針がな

くなった 

ステープルカートリッジを交換して

ください 6.3.6 節参照 

ｽﾃｰﾌﾟﾙｶﾞｱﾘﾏｾﾝ：ﾌﾛﾝﾄ 

ｶｰﾄﾘｯｼﾞｦ ｺｳｶﾝｼﾃｸﾀﾞｻｲ E01A 

フロント側ステープルの針

がなくなった 

ステープルカートリッジを交換して

ください 6.3.6 節参照 

ﾄﾅｰﾎﾞﾄﾙｶﾞ ｾｯﾄｻﾚﾃｲﾏｾﾝ 

ｾｯﾄｼﾃｸﾀﾞｻｲ            E01D 

トナーボトルが適切にセット

されていない 

トナーボトルを適切にセットしてく

ださい 

ｹﾞﾝｿﾞｳｻﾞｲﾎﾞﾄﾙｶﾞ ｾｯﾄｻﾚﾃｲﾏｾﾝ 

ｾｯﾄｼﾃｸﾀﾞｻｲ            E01E 

現像剤ボトルが適切にセッ

トされていない 

現像剤ボトルを適切にセットしてく

ださい 
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ﾄﾚｲ 1 ｶﾞ ｱｲﾃｲﾏｽ 

ﾄｼﾞﾃｸﾀﾞｻｲ             E020 

トレイ 1 が開いている トレイ１を閉じてください 

ﾄﾚｲ 2 ｶﾞ ｱｲﾃｲﾏｽ 

ﾄｼﾞﾃｸﾀﾞｻｲ             E021 

トレイ 2 が開いている トレイ２を閉じてください 

ﾄﾚｲ 3 ｶﾞ ｱｲﾃｲﾏｽ 

ﾄｼﾞﾃｸﾀﾞｻｲ             E022 

トレイ 3 が開いている トレイ３を閉じてください 

HCF ｶﾞ ｱｲﾃｲﾏｽ 

ﾄｼﾞﾃｸﾀﾞｻｲ             E023 

HCF カバーが開いている カバーを閉じてください 

ﾊﾞｽｹｯﾄｶﾞｾｯﾄｻﾚﾃｲﾏｾﾝ:ｺﾝﾃﾅ 1 ｼﾀ 

ﾊﾞｽｹｯﾄｦｾｯﾄｼﾃｸﾀﾞｻｲ       E029 

コンテナスタッカ１下のバスケ

ットがセットされていない 

バスケットをセットしてください 

ﾊﾞｽｹｯﾄｶﾞｾｯﾄｻﾚﾃｲﾏｾﾝ:ｺﾝﾃﾅ 1 ｳｴ 

ﾊﾞｽｹｯﾄｦｾｯﾄｼﾃｸﾀﾞｻｲ       E02A 

コンテナスタッカ１上のバスケ

ットがセットされていない 

バスケットをセットしてください 

ﾊﾞｽｹｯﾄｶﾞｾｯﾄｻﾚﾃｲﾏｾﾝ:ｺﾝﾃﾅ 2 ｼﾀ 

ﾊﾞｽｹｯﾄｦｾｯﾄｼﾃｸﾀﾞｻｲ       E02B 

コンテナスタッカ２下のバスケ

ットがセットされていない 

バスケットをセットしてください 

ﾊﾞｽｹｯﾄｶﾞｾｯﾄｻﾚﾃｲﾏｾﾝ:ｺﾝﾃﾅ 2 ｳｴ 

ﾊﾞｽｹｯﾄｦｾｯﾄｼﾃｸﾀﾞｻｲ       E02C 

コンテナスタッカ２上のバスケ

ットがセットされていない 

バスケットをセットしてください 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 ﾄｯﾌﾟｶﾊﾞｰｶﾞ ｱｲﾃｲﾏｽ 

ﾄｼﾞﾃｸﾀﾞｻｲ                E02D 

コンテナスタッカ１のトップカ

バーが開いている 

カバーを閉じてください 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 ｼﾀﾌﾛﾝﾄｶﾊﾞｰｶﾞ ｱｲﾃｲﾏｽ 

ﾄｼﾞﾃｸﾀﾞｻｲ                E02E 

コンテナスタッカ１下のフロン

トカバーが開いている 

カバーを閉じてください 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1V ﾊﾟｽｶﾊﾞｰｶﾞ ｱｲﾃｲﾏｽ 

ﾄｼﾞﾃｸﾀﾞｻｲ                E038 

コンテナスタッカ１の縦パスカ

バーが開いている 

カバーを閉じてください 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2V ﾊﾟｽｶﾊﾞｰｶﾞ ｱｲﾃｲﾏｽ 

ﾄｼﾞﾃｸﾀﾞｻｲ                E039 

コンテナスタッカ２の縦パスカ

バーが開いている 

カバーを閉じてください 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 ｳｴ ﾌﾛﾝﾄｶﾊﾞｰｶﾞ ｱｲﾃｲﾏｽ 

ﾄｼﾞﾃｸﾀﾞｻｲ                E03A 

コンテナスタッカ１上のフロン

トカバーが開いている 

カバーを閉じてください 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 ﾄｯﾌﾟｶﾊﾞｰｶﾞ ｱｲﾃｲﾏｽ 

ﾄｼﾞﾃｸﾀﾞｻｲ                E03B 

コンテナスタッカ２のトップカ

バーが開いている 

カバーを閉じてください 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 ｼﾀ ﾌﾛﾝﾄｶﾊﾞｰｶﾞ ｱｲﾃｲﾏｽ 

ﾄｼﾞﾃｸﾀﾞｻｲ                E03C 

コンテナスタッカ２下のフロン

トカバーが開いている 

カバーを閉じてください 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 ｳｴ ﾌﾛﾝﾄｶﾊﾞｰｶﾞ ｱｲﾃｲﾏｽ 

ﾄｼﾞﾃｸﾀﾞｻｲ                E03D 

コンテナスタッカ２上のフロン

トカバーが開いている 

カバーを閉じてください 
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ﾌｨﾆｯｼｬｰﾌﾛﾝﾄｶﾊﾞｰｶﾞ ｱｲﾃｲﾏｽ 

ﾄｼﾞﾃｸﾀﾞｻｲ             E03F 

ﾌｨﾆｯｼｬｰﾌﾛﾝﾄｶﾊﾞｰが開いている カバーを閉じてください 

ﾌﾛﾝﾄｶﾊﾞｰｶﾞ ｱｲﾃｲﾏｽ 

ﾄｼﾞﾃｸﾀﾞｻｲ             E043 

フロントカバーが開いている カバーを閉じてください 

ｲﾝﾌﾟｯﾄｽﾃｰｼｮﾝｶﾊﾞｰｶﾞ ｱｲﾃｲﾏｽ 

ﾄｼﾞﾃｸﾀﾞｻｲ             E044 

ｲﾝﾌﾟｯﾄｽﾃｰｼｮﾝｶﾊﾞｰが開いてい

る 

カバーを閉じてください 

ｽｲｯﾁﾊﾞｯｸｶﾊﾞｰｶﾞ ｱｲﾃｲﾏｽ 

ﾄｼﾞﾃｸﾀﾞｻｲ             E045 

スイッチバックカバーが開いてい

る 

カバーを閉じてください 

HCF ﾄｯﾌﾟｶﾊﾞｰｶﾞ ｱｲﾃｲﾏｽ 

ﾄｼﾞﾃｸﾀﾞｻｲ             E046 

HCF トップカバーが開いている カバーを閉じてください 

ｹﾞﾝｿﾞｳｻﾞｲ ｴﾗｰ 

ﾃｼﾞｭﾝｦ ｶｸﾆﾝｼﾃｸﾀﾞｻｲ   E047 

現像剤交換時に発生するエラー 

再実行（同じエラーが発生し

た時は保守員へ連絡） 

ｹﾞﾝｿﾞｳｻﾞｲ ｴﾗｰ 

ﾃｼﾞｭﾝｦ ｶｸﾆﾝｼﾃｸﾀﾞｻｲ   E048 

現像剤交換時に発生するエラー 

再実行（同じエラーが発生し

た時は保守員へ連絡） 

ｿｰﾀ ｴﾗｰ 

ｿｰﾀﾉ ｴﾗｰｦｶｲｼﾞｮｼﾃｸﾀﾞｻｲ  E04B 

カットシートソータ側の異常を検

出 

カットシートソータ側のエラー

を解除してください 

ｿｰﾀｶﾞ ｵﾌﾗｲﾝﾆﾅｯﾃｲﾏｽ 

ｿｰﾀｦ ｵﾝﾗｲﾝﾆｼﾃｸﾀﾞｻｲ  E04C 

カットシートソータ側がオフライン 

カットシートソータをオンライン

にしてください 

ｲﾝﾌﾟｯﾄｽﾃｰｼｮﾝﾆ ﾖｳｼｶﾞ ｱﾘﾏｽ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E050 

ｲﾝﾌﾟｯﾄｽﾃｰｼｮﾝにジャム用紙があ

る 

ジャム用紙を取り除いてくださ

い 6.5.1 節参照 

ｲﾝﾌﾟｯﾄｽﾃｰｼｮﾝﾆ ﾖｳｼｶﾞ ｱﾘﾏｽ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E051 

ｲﾝﾌﾟｯﾄｽﾃｰｼｮﾝにジャム用紙があ

る 

ジャム用紙を取り除いてくださ

い 6.5.1 節参照 

ｲﾝﾌﾟｯﾄｽﾃｰｼｮﾝﾆ ﾖｳｼｶﾞ ｱﾘﾏｽ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E052 

ｲﾝﾌﾟｯﾄｽﾃｰｼｮﾝにジャム用紙があ

る 

ジャム用紙を取り除いてくださ

い 6.5.1 節参照 

ｲﾝﾌﾟｯﾄｽﾃｰｼｮﾝﾆ ﾖｳｼｶﾞ ｱﾘﾏｽ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E056 

レジスト部にジャム用紙がある 

ジャム用紙を取り除いてくださ

い 6.5.1 節参照 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ﾚｼﾞｽﾄｽﾃｰｼｮﾝ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ    E057 

レジスト部にジャム用紙がある 

ジャム用紙を取り除いてくださ

い 6.5.3 節参照 

ﾊﾝｿｳﾕﾆｯﾄﾆ ﾖｳｼｶﾞ ｱﾘﾏｽ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E05A 

OPC ドラムにジャム用紙がある 

ジャム用紙を取り除いてくださ

い 6.5.3 節参照 

ｽｲｯﾁﾊﾞｯｸﾆ ﾖｳｼｶﾞ ｱﾘﾏｽ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E05B 

ｽｲｯﾁﾊﾞｯｸ部にジャム用紙がある 

ジャム用紙を取り除いてくださ

い 6.5.3 節参照 

ﾃﾞｭﾌﾟﾚｯｸｽﾊﾟｽﾆ ﾖｳｼｶﾞ ｱﾘﾏｽ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E05C 

ﾃﾞｭﾌﾟﾚｯｸｽﾊﾟｽ１にジャム用紙が

ある 

ジャム用紙を取り除いてくださ

い 6.5.3 節参照 

ﾃﾞｭﾌﾟﾚｯｸｽﾊﾟｽﾆ ﾖｳｼｶﾞ ｱﾘﾏｽ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E05D 

ﾃﾞｭﾌﾟﾚｯｸｽﾊﾟｽ３にジャム用紙が

ある 

ジャム用紙を取り除いてくださ

い 6.5.3 節参照 

ﾊｲｼｭﾂﾌﾞﾆ ﾖｳｼｶﾞ ｱﾘﾏｽ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E05E 

ﾍﾟｰﾊﾟｰﾌｨｰﾄﾞｱｳﾄにジャム用紙が

ある 

ジャム用紙を取り除いてくださ

い 6.5.2 節参照 

ｽｲｯﾁﾊﾞｯｸﾆ ﾖｳｼｶﾞ ｱﾘﾏｽ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E05F 

ﾌﾘｯﾌﾟ部にジャム用紙がある 

ジャム用紙を取り除いてくださ

い 6.5.3 節参照 

ﾌｨﾆｯｼｬｰﾆ ﾖｳｼｶﾞ ｱﾘﾏｽ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E064 

フィニッシャーの入り口にジャム

用紙がある 

ジャム用紙を取り除いてくださ

い 6.5.2 節参照 

ﾌｨﾆｯｼｬｰﾆ ﾖｳｼｶﾞ ｱﾘﾏｽ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E065 

フィニッシャーの排紙口にジャム

用紙がある 

ジャム用紙を取り除いてくださ

い 6.5.2 節参照 

ﾌｨﾆｯｼｬｰﾆ ﾖｳｼｶﾞ ｱﾘﾏｽ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E066 

フィニッシャーのバイバスにジャ

ム用紙がある 

ジャム用紙を取り除いてくださ

い 6.5.2 節参照 

ﾌｨﾆｯｼｬｰﾆ ﾖｳｼｶﾞ ｱﾘﾏｽ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E067 

エレベータトレイにジャム用紙が

ある 

ジャム用紙を取り除いてくださ

い 6.5.2 節参照 

ﾌｨﾆｯｼｬｰﾆ ﾖｳｼｶﾞ ｱﾘﾏｽ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E068 

アッパートレイにの排紙口にジャ

ム用紙がある 

ジャム用紙を取り除いてくださ

い 6.5.2 節参照 
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ﾃｲﾁｬｸｷﾆ ﾖｳｼｶﾞ ｱﾘﾏｽ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E070 

定着機にジャム用紙がある 

ジャム用紙を取り除いてください

6.5.3 節参照 

ｲﾝﾌﾟｯﾄｽﾃｰｼｮﾝﾆ ﾖｳｼｶﾞ ｱﾘﾏｽ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E072 

HCF にジャム用紙がある 

ジャム用紙を取り除いてください

6.5.6 節参照 

LED ｲﾚｰｻｶﾞ ｾｯﾄｻﾚﾃｲﾏｾﾝ 

ｾｯﾄｼﾃｸﾀﾞｻｲ            E080 

LED イレーサが外れている 

コネクタを確認してください 

6.7.4 節参照 

MBT 

ｾｯﾄｼﾃｸﾀﾞｻｲ xxx        E090 

MBT に要求と異なる用紙が

入っている 

要求された用紙を MBT にセットし

てください 

ｻｲｽﾞｶﾞ ﾏﾁｶﾞｯﾃｲﾏｽ:ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 ｼﾀ 

ﾖｳｼｻｲｽﾞｦ ｶｸﾆﾝｼﾃｸﾀﾞｻｲ     E092 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ１下のﾊﾞｽｹｯﾄｻｲｽﾞ

がﾋﾟｯｸ用紙ｻｲｽﾞと不一致 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶのﾊﾞｽｹｯﾄｻｲｽﾞと給紙

ﾄﾚｲのｻｲｽﾞを合わせてください 

ｻｲｽﾞｶﾞ ﾏﾁｶﾞｯﾃｲﾏｽ:ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 ｳｴ 

ﾖｳｼｻｲｽﾞｦ ｶｸﾆﾝｼﾃｸﾀﾞｻｲ     E093 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ１上のﾊﾞｽｹｯﾄｻｲｽﾞ

がﾋﾟｯｸ用紙ｻｲｽﾞと不一致 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶのﾊﾞｽｹｯﾄｻｲｽﾞと給紙

ﾄﾚｲのｻｲｽﾞを合わせてください 

ｻｲｽﾞｶﾞ ﾏﾁｶﾞｯﾃｲﾏｽ:ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 ｼﾀ 

ﾖｳｼｻｲｽﾞｦ ｶｸﾆﾝｼﾃｸﾀﾞｻｲ     E094 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ2下のﾊﾞｽｹｯﾄｻｲｽﾞ

がﾋﾟｯｸ用紙ｻｲｽﾞと不一致 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶのﾊﾞｽｹｯﾄｻｲｽﾞと給紙

ﾄﾚｲのｻｲｽﾞを合わせてください 

ｻｲｽﾞｶﾞ ﾏﾁｶﾞｯﾃｲﾏｽ:ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 ｳｴ 

ﾖｳｼｻｲｽﾞｦ ｶｸﾆﾝｼﾃｸﾀﾞｻｲ     E095 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ2上のﾊﾞｽｹｯﾄｻｲｽﾞ

がﾋﾟｯｸ用紙ｻｲｽﾞと不一致 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶのﾊﾞｽｹｯﾄｻｲｽﾞと給紙

ﾄﾚｲのｻｲｽﾞを合わせてください 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ xxx ﾖｳｼｻｲｽﾞ ｺﾝｻﾞｲ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ       E096 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ内のスタックサイ

ズがピック用紙と不一致 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶのﾊﾞｽｹｯﾄｻｲｽﾞと給紙

ﾄﾚｲのｻｲｽﾞを合わせてください 

ｻｲｽﾞｶﾞ ﾏﾁｶﾞｯﾃｲﾏｽ : ｿｰﾀ 

ｼﾞｮﾌﾞｦ ｷｬﾝｾﾙｼﾃｸﾀﾞｻｲ     E097 

A4LEF 以外の用紙サイズを

指定している 

ジョブ内容（用紙サイズ）を確認し

てください 

ｺﾝﾃﾅ 1 ﾖｳｼﾊﾟｽ 1 ﾆ ﾖｳｼｶﾞｱﾘﾏｽ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ       E0B0 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 の用紙パス１上

に用紙がある 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 

ｺﾝﾃﾅ 1 ﾖｳｼﾊﾟｽ 2 ﾆ ﾖｳｼｶﾞｱﾘﾏｽ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ       E0B1 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 の用紙パス２上

に用紙がある 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 

ｺﾝﾃﾅ 1 ﾖｳｼﾊﾟｽ 3 ﾆ ﾖｳｼｶﾞｱﾘﾏｽ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ       E0B2 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 の用紙パス３上

に用紙がある 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 

ｺﾝﾃﾅ 1 ﾖｳｼﾊﾟｽ 4 ﾆ ﾖｳｼｶﾞｱﾘﾏｽ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ       E0B3 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 の用紙パス４上

に用紙がある 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 

ｺﾝﾃﾅ 1 ﾖｳｼﾊﾟｽ 5 ﾆ ﾖｳｼｶﾞｱﾘﾏｽ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ       E0B4 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 の用紙パス５上

に用紙がある 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 

ｺﾝﾃﾅ 1 ﾖｳｼﾊﾟｽ 6 ﾆ ﾖｳｼｶﾞｱﾘﾏｽ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ       E0B5 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 の用紙パス６上

に用紙がある 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 

ｺﾝﾃﾅ 1 ﾖｳｼﾊﾟｽ 7 ﾆ ﾖｳｼｶﾞｱﾘﾏｽ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ       E0B6 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 の用紙パス７上

に用紙がある 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 ｼﾀ ﾆ ﾖｳｼｶﾞｱﾘﾏｽ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ       E0B7 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 下に用紙がある 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 ｳｴ ﾆ ﾖｳｼｶﾞｱﾘﾏｽ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ       E0B8 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 上に用紙がある 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 

ｺﾝﾃﾅ 2 ﾖｳｼﾊﾟｽ 1 ﾆ ﾖｳｼｶﾞｱﾘﾏｽ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ       E0B9 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 の用紙パス１上

に用紙がある 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 
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ｺﾝﾃﾅ 2 ﾖｳｼﾊﾟｽ 2 ﾆ ﾖｳｼｶﾞｱﾘﾏｽ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E0BA 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 の用紙パス２上に

用紙がある 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 

ｺﾝﾃﾅ 2 ﾖｳｼﾊﾟｽ 3 ﾆ ﾖｳｼｶﾞｱﾘﾏｽ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E0BB 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 の用紙パス３上に

用紙がある 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 

ｺﾝﾃﾅ 2 ﾖｳｼﾊﾟｽ 4 ﾆ ﾖｳｼｶﾞｱﾘﾏｽ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E0BC 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 の用紙パス４上に

用紙がある 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 

ｺﾝﾃﾅ 2 ﾖｳｼﾊﾟｽ 5 ﾆ ﾖｳｼｶﾞｱﾘﾏｽ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E0BD 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 の用紙パス５上に

用紙がある 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 

ｺﾝﾃﾅ 2 ﾖｳｼﾊﾟｽ 6 ﾆ ﾖｳｼｶﾞｱﾘﾏｽ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E0BE 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 の用紙パス６上に

用紙がある 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 

ｺﾝﾃﾅ 2 ﾖｳｼﾊﾟｽ 7 ﾆ ﾖｳｼｶﾞｱﾘﾏｽ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E0BF 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 の用紙パス７上に

用紙がある 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 ｼﾀ ﾆ ﾖｳｼｶﾞｱﾘﾏｽ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E0C0 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 下に用紙がある 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 ｳｴ ﾆ ﾖｳｼｶﾞｱﾘﾏｽ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E0C1 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 上に用紙がある 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ﾚｼﾞｽﾄｽﾃｰｼｮﾝ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E110 

レジスト部の手前にて両面印

刷の表面が用紙ジャム 

ジャム用紙を取り除いてください

6.5.3 節参照 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ﾚｼﾞｽﾄｽﾃｰｼｮﾝ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E111 

レジスト部にて両面印刷の表

面が用紙ジャム 

ジャム用紙を取り除いてください

6.5.3 節参照 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ﾚｼﾞｽﾄｽﾃｰｼｮﾝ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E112 

レジスト部の手前にて両面印

刷の裏面が用紙ジャム 

ジャム用紙を取り除いてください

6.5.3 節参照 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ﾚｼﾞｽﾄｽﾃｰｼｮﾝ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E113 

レジスト部にて両面印刷の裏

面が用紙ジャム 

ジャム用紙を取り除いてください

6.5.3 節参照 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : OPC ﾄﾞﾗﾑ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E118 

両面印刷のおもて面印刷にて

ラップジャム発生 

ジャム用紙を取り除いてください

6.5.3 節参照 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : OPC ﾄﾞﾗﾑ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E119 

両面印刷のうら面印刷にてラッ

プジャム発生 

ジャム用紙を取り除いてください

6.5.3 節参照 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ﾃｲﾁｬｸｷ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E128 

フリップ部の手前にて用紙ジャ

ム発生 

ジャム用紙を取り除いてください

6.5.3 節参照 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ﾃｲﾁｬｸｷ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E129 

フリップ部にて用紙ジャム発生 

ジャム用紙を取り除いてください

6.5.3 節参照 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ｽｲｯﾁﾊﾞｯｸ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E130 

スイッチバック部の手前にて用

紙ジャム発生 

ジャム用紙を取り除いてください

6.5.3 節参照 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ｽｲｯﾁﾊﾞｯｸ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E131 

スイッチバック部にて用紙ジャ

ム発生 

ジャム用紙を取り除いてください

6.5.3 節参照 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ﾊｲｼｭﾂﾌﾞ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E134 

ﾍﾟｰﾊﾟｰﾌｨｰﾄﾞｱｳﾄの手前にて用

紙ジャム発生 

ジャム用紙を取り除いてください

6.5.2 節参照 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ﾊｲｼｭﾂﾌﾞ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E135 

ﾍﾟｰﾊﾟｰﾌｨｰﾄﾞｱｳﾄにて用紙ジャ

ム発生 

ジャム用紙を取り除いてください

6.5.2 節参照 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ﾃﾞｭﾌﾟﾚｯｸｽﾊﾟｽ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E138 

デュプレックスパス１の手前に

て用紙ジャム発生 

ジャム用紙を取り除いてください 

6.5.3 節参照 
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ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ﾃﾞｭﾌﾟﾚｯｸｽﾊﾟｽ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E139 

デュプレックスパス１にて用紙

ジャム発生 

ジャム用紙を取り除いてください

6.5.3 節参照 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ﾃﾞｭﾌﾟﾚｯｸｽﾊﾟｽ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E13A 

デュプレックスパス３の手前に

て用紙ジャム発生 

ジャム用紙を取り除いてください

6.5.3 節参照 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ﾃﾞｭﾌﾟﾚｯｸｽﾊﾟｽ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E13B 

デュプレックスパス３にて用紙

ジャム発生 

ジャム用紙を取り除いてください

6.5.3 節参照 

ｽｷｭｰ : ﾄﾚｲ 1 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E150 

トレイ 1 にてスキューが発生 

スキュー用紙を取り除いてくださ

い 6.5.4 節参照 

ｽｷｭｰ : ﾄﾚｲ 2 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E151 

トレイ２にてスキューが発生 

スキュー用紙を取り除いてくださ

い 6.5.4 節参照 

ｽｷｭｰ : ﾄﾚｲ 3 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E152 

トレイ 3 にてスキューが発生 

スキュー用紙を取り除いてくださ

い 6.5.4 節参照 

ｽｷｭｰ : MBT 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E153 

MBT にてスキューが発生 

スキュー用紙を取り除いてくださ

い 6.5.5 節参照 

ｽｷｭｰ : ﾃﾞｭﾌﾟﾚｯｸｽﾊﾟｽ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E154 

リターンパスにてスキューが発

生 

スキュー用紙を取り除いてくださ

い 6.5.3 節参照 

ｽｷｭｰ : HCF 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E155 

HCF にてスキューが発生 スキュー用紙を取り除いてくださ

い 6.5.6 節参照 

ｼﾞｭｳｿｳ : ﾄﾚｲ 1 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E157 

トレイ１からの用紙が重送した

（先頭頁） 

ジャム用紙を取り除いてください

6.5.4 節参照 

ｼﾞｭｳｿｳ : ﾄﾚｲ 1 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E158 

トレイ１からの用紙が重送した ジャム用紙を取り除いてください

6.5.4 節参照 

ｼﾞｭｳｿｳ : ﾄﾚｲ 2 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E159 

トレイ 2 からの用紙が重送した

（先頭頁） 

ジャム用紙を取り除いてください

6.5.4 節参照 

ｼﾞｭｳｿｳ : ﾄﾚｲ 2 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E15A 

トレイ 2 からの用紙が重送した ジャム用紙を取り除いてください

6.5.4 節参照 

ｼﾞｭｳｿｳ : ﾄﾚｲ 3 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E15B 

トレイ 3 からの用紙が重送した

（先頭頁） 

ジャム用紙を取り除いてください

6.5.4 節参照 

ｼﾞｭｳｿｳ : ﾄﾚｲ 3 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E15C 

トレイ 3 からの用紙が重送した ジャム用紙を取り除いてください

6.5.4 節参照 

ｼﾞｭｳｿｳ : HCF 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E15D 

HCF からの用紙が重送した

（先頭頁） 

ジャム用紙を取り除いてください

6.5.6 節参照 

ｼﾞｭｳｿｳ : HCF 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E15E 

HCF からの用紙が重送した ジャム用紙を取り除いてください

6.5.6 節参照 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ﾄﾚｲ 1 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E180 

ｲﾝﾌﾟｯﾄｽﾃｰｼｮﾝの手前にて用

紙ジャム発生 

ジャム用紙を取り除いてください

6.5.1 節参照 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ｲﾝﾌﾟｯﾄｽﾃｰｼｮﾝ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E181 

ｲﾝﾌﾟｯﾄｽﾃｰｼｮﾝにて用紙ジャ

ム発生 

ジャム用紙を取り除いてください

6.5.1 節参照 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ｲﾝﾌﾟｯﾄｽﾃｰｼｮﾝ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E182 

ｲﾝﾌﾟｯﾄｽﾃｰｼｮﾝの手前にて用

紙ジャム発生 

ジャム用紙を取り除いてください

6.5.1 節参照 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ﾄﾚｲ 1 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E183 

ｲﾝﾌﾟｯﾄｽﾃｰｼｮﾝにて用紙ジャ

ム発生 

ジャム用紙を取り除いてください

6.5.1 節参照 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ﾄﾚｲ 2 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E184 

ｲﾝﾌﾟｯﾄｽﾃｰｼｮﾝの手前にて用

紙ジャム発生 

ジャム用紙を取り除いてください

6.5.1 節参照 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ｲﾝﾌﾟｯﾄｽﾃｰｼｮﾝ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E185 

ｲﾝﾌﾟｯﾄｽﾃｰｼｮﾝにて用紙ジャ

ム発生 

ジャム用紙を取り除いてください

6.5.1 節参照 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ｲﾝﾌﾟｯﾄｽﾃｰｼｮﾝ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E186 

ｲﾝﾌﾟｯﾄｽﾃｰｼｮﾝの手前にて用

紙ジャム発生 

ジャム用紙を取り除いてください

6.5.1 節参照 

 

OG B 08  



 7-25 

 
メッセージメッセージメッセージメッセージ    内容内容内容内容    解除方法解除方法解除方法解除方法    

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ﾄﾚｲ 2 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E187 

ｲﾝﾌﾟｯﾄｽﾃｰｼｮﾝにて用紙ジャム

発生 

ジャム用紙を取り除いてください

6.5.1 節参照 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ﾄﾚｲ 3 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E188 

ｲﾝﾌﾟｯﾄｽﾃｰｼｮﾝの手前にて用紙

ジャム発生 

ジャム用紙を取り除いてください

6.5.1 節参照 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ｲﾝﾌﾟｯﾄｽﾃｰｼｮﾝ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E189 

ｲﾝﾌﾟｯﾄｽﾃｰｼｮﾝにて用紙ジャム

発生 

ジャム用紙を取り除いてください

6.5.1 節参照 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ｲﾝﾌﾟｯﾄｽﾃｰｼｮﾝ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E18A 

レジスト部の手前にて用紙ジャ

ム発生 

ジャム用紙を取り除いてください

6.5.1 節参照 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ｲﾝﾌﾟｯﾄｽﾃｰｼｮﾝ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E18B 

レジスト部にて用紙ジャム発生 ジャム用紙を取り除いてください

6.5.1 節参照 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : MBT 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E18C 

レジスト部の手前にて用紙ジャ

ム発生 

ジャム用紙を取り除いてください

6.5.3 節参照 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ﾄﾚｲ 3 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E18D 

ｲﾝﾌﾟｯﾄｽﾃｰｼｮﾝにて用紙ジャム

発生 

ジャム用紙を取り除いてください

6.5.1 節参照 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : HCF 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E190 

ｲﾝﾌﾟｯﾄｽﾃｰｼｮﾝの手前にて用紙

ジャム発生 

ジャム用紙を取り除いてください

6.5.1 節参照 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ｲﾝﾌﾟｯﾄｽﾃｰｼｮﾝ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E191 

ｲﾝﾌﾟｯﾄｽﾃｰｼｮﾝにて用紙ジャム

発生 

ジャム用紙を取り除いてください

6.5.1 節参照 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : HCF 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E192 

ｲﾝﾌﾟｯﾄｽﾃｰｼｮﾝにて用紙ジャム

発生 

ジャム用紙を取り除いてください

6.5.1 節参照 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ｲﾝﾌﾟｯﾄｽﾃｰｼｮﾝ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E193 

ｲﾝﾌﾟｯﾄｽﾃｰｼｮﾝの手前にて用紙

ジャム発生 

ジャム用紙を取り除いてください

6.5.1 節参照 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ﾃﾞｭﾌﾟﾚｯｸｽﾊﾟｽ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E194 

ﾘﾀｰﾝﾊﾟｽ３にて用紙ジャム発生 

ジャム用紙を取り除いてください

6.5.3 節参照 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 ｼﾀ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ       E198 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 下の手前で用紙ジ

ャム発生 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 ｼﾀ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ       E199 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 下で用紙ジャム発

生 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 ｳｴ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ       E19A 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 上の手前で用紙ジ

ャム発生 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 ｳｴ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ       E19B 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 上で用紙ジャム発

生 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 ｼﾀ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ       E19C 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 下の手前で用紙ジ

ャム発生 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 ｼﾀ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ       E19D 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 下で用紙ジャム発

生 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 ｳｴ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ       E19E 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 上の手前で用紙ジ

ャム発生 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 ｳｴ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ       E19F 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 上で用紙ジャム発

生 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ｺﾝﾃﾅ 1 ﾖｳｼﾊﾟｽ 1 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ       E1A0 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ1用紙パス１の手前で

用紙ジャム発生 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ｺﾝﾃﾅ 1 ﾖｳｼﾊﾟｽ 1 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ       E1A1 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 用紙パス１で用紙ジ

ャム発生 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 
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ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ｺﾝﾃﾅ 1 ﾖｳｼﾊﾟｽ 2 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ       E1A2 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 用紙パス２の手

前で用紙ジャム発生 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ｺﾝﾃﾅ 1 ﾖｳｼﾊﾟｽ 2 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ       E1A3 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 用紙パス２で用

紙ジャム発生 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ｺﾝﾃﾅ 1 ﾖｳｼﾊﾟｽ 3 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ       E1A4 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 用紙パス３の手

前で用紙ジャム発生 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ｺﾝﾃﾅ 1 ﾖｳｼﾊﾟｽ 3 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ       E1A5 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 用紙パス３で用

紙ジャム発生 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ｺﾝﾃﾅ 1 ﾖｳｼﾊﾟｽ 4 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ       E1A6 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 用紙パス４の手

前で用紙ジャム発生 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ｺﾝﾃﾅ 1 ﾖｳｼﾊﾟｽ 4 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ       E1A7 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 用紙パス４で用

紙ジャム発生 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ｺﾝﾃﾅ 1 ﾖｳｼﾊﾟｽ 7 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ       E1A8 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 用紙パス７の手

前で用紙ジャム発生 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ｺﾝﾃﾅ 1 ﾖｳｼﾊﾟｽ 7 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ       E1A9 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 用紙パス７で用

紙ジャム発生 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ｺﾝﾃﾅ 1 ﾖｳｼﾊﾟｽ 5 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ       E1AA 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 用紙パス５の手

前で用紙ジャム発生 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ｺﾝﾃﾅ 1 ﾖｳｼﾊﾟｽ 5 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ       E1AB 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 用紙パス５で用

紙ジャム発生 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ｺﾝﾃﾅ 1 ﾖｳｼﾊﾟｽ 6 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ       E1AC 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 用紙パス６の手

前で用紙ジャム発生 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ｺﾝﾃﾅ 1 ﾖｳｼﾊﾟｽ 6 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ       E1AD 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 用紙パス６で用

紙ジャム発生 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ｺﾝﾃﾅ 2 ﾖｳｼﾊﾟｽ 1 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ       E1AE 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 用紙パス１の手

前で用紙ジャム発生 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ｺﾝﾃﾅ 2 ﾖｳｼﾊﾟｽ 1 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ       E1AF 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 用紙パス１で用

紙ジャム発生 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ｺﾝﾃﾅ 2 ﾖｳｼﾊﾟｽ 2 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ       E1B0 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 用紙パス２の手

前で用紙ジャム発生 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ｺﾝﾃﾅ 2 ﾖｳｼﾊﾟｽ 2 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ       E1B1 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 用紙パス２で用

紙ジャム発生 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ｺﾝﾃﾅ 2 ﾖｳｼﾊﾟｽ 3 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ       E1B2 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 用紙パス３の手

前で用紙ジャム発生 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ｺﾝﾃﾅ 2 ﾖｳｼﾊﾟｽ 3 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ       E1B3 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 用紙パス３で用

紙ジャム発生 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ｺﾝﾃﾅ 2 ﾖｳｼﾊﾟｽ 4 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ       E1B4 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 用紙パス４の手

前で用紙ジャム発生 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ｺﾝﾃﾅ 2 ﾖｳｼﾊﾟｽ 4 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ       E1B5 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 用紙パス４で用

紙ジャム発生 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 
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ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ｺﾝﾃﾅ 2 ﾖｳｼﾊﾟｽ 7 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E1B6 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 用紙パス７の手前

で用紙ジャム発生 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ｺﾝﾃﾅ 2 ﾖｳｼﾊﾟｽ 7 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E1B7 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 用紙パス７で用紙

ジャム発生 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ｺﾝﾃﾅ 2 ﾖｳｼﾊﾟｽ 5 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E1B8 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 用紙パス５の手前

で用紙ジャム発生 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ｺﾝﾃﾅ 2 ﾖｳｼﾊﾟｽ 5 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E1B9 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 用紙パス５で用紙

ジャム発生 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ｺﾝﾃﾅ 2 ﾖｳｼﾊﾟｽ 6 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E1BA 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 用紙パス６の手前

で用紙ジャム発生 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ｺﾝﾃﾅ 2 ﾖｳｼﾊﾟｽ 6 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E1BB 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 用紙パス６で用紙

ジャム発生 

ジャム用紙を取り除いてください 

(ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶﾕｰｻﾞｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞ参照) 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ﾌｨﾆｯｼｬｰ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E1D0 

フィニッシャーにて用紙ジャム

発生 

ジャム用紙を取り除いてください

6.5.2 節参照 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ﾌｨﾆｯｼｬｰ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E1D1 

フィニッシャーにて用紙ジャム

発生 

ジャム用紙を取り除いてください

6.5.2 節参照 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ﾌｨﾆｯｼｬｰ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E1D2 

フィニッシャーにて用紙ジャム

発生 

ジャム用紙を取り除いてください

6.5.2 節参照 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ﾌｨﾆｯｼｬｰ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E1D3 

フィニッシャーにて用紙ジャム

発生 

ジャム用紙を取り除いてください

6.5.2 節参照 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ﾌｨﾆｯｼｬｰ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E1D5 

フィニッシャーの排紙口にて用

紙ジャム発生 

ジャム用紙を取り除いてください

6.5.2 節参照 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ﾌｨﾆｯｼｬｰ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E1D6 

フィニッシャーにて用紙ジャム

発生 

ジャム用紙を取り除いてください

6.5.2 節参照 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ﾌｨﾆｯｼｬｰ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E1D7 

フィニッシャーの排紙口にて用

紙ジャム発生 

ジャム用紙を取り除いてください

6.5.2 節参照 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ﾌｨﾆｯｼｬｰ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E1D8 

フィニッシャーにて用紙ジャム

発生 

ジャム用紙を取り除いてください

6.5.2 節参照 

ﾖｳｼｼﾞｬﾑ : ﾌｨﾆｯｼｬｰ 

ﾖｳｼｦ ﾄﾘﾉｿﾞｲﾃｸﾀﾞｻｲ     E1D9 

アッパートレイにて用紙ジャム

発生 

ジャム用紙を取り除いてください

6.5.2 節参照 

 

OG B 09  



 7-28 

 

メッセージメッセージメッセージメッセージ    内容内容内容内容    解除方法解除方法解除方法解除方法        

 ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

 E210 

ﾄﾞﾗﾑﾓｰﾀに回転異常が発生した 「�」キーを押してください *1 

 ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

 E218 

ﾄﾞﾗﾑﾓｰﾀの立ち上げに失敗した 「�」キーを押してください *1 

 ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

 E224 

ﾏｸﾞﾛｰﾙﾊﾞｲｱｽに異常が発生した 「�」キーを押してください 

現像機の清掃をしてください

（6.7.7 節参照） 

*1 

 ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

 E225 

ﾁｬｰｼﾞｬ/ｸﾞﾘｯﾄﾞ電源に異常が発生し

た 

「�」キーを押してください 

ﾁｬｰｼﾞｬを交換してください 

（6.8 節参照） 

*1 

 ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

 E226 

転写用ｺﾛﾄﾛﾝに異常が発生した 「�」キーを押してください 

コロトロンを交換してください

（6.9 節参照） 

*1 

 ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

 E227 

剥離用ｺﾛﾄﾛﾝに異常が発生した 「�」キーを押してください 

コロトロンを交換してください

（6.9 節参照） 

*1 

 ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

 E228 

ﾏｸﾞﾛｰﾙに回転異常が発生した 「�」キーを押してください *1 

 ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

 E229 

ﾄﾅｺﾝｾﾝｻのﾘｯﾌﾟﾙ異常を検出した 「�」キーを押してください  

 ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

 E22A 

現像機のﾄﾅｰ濃度が異常に高くなっ

た 

「�」キーを押してください  

 ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

 E22B 

現像機のﾄﾅｰ濃度が異常に低くなっ

た 

「�」キーを押してください  

 ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

 E22F 

ﾄﾅｰﾌｨｰﾄﾞﾓｰﾀのﾄﾞﾗｲﾌﾞ異常を検出し

た 

「�」キーを押してください *1 

 ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

 E231 

ﾄﾅｰｽｸﾘｭｰの回転異常が発生した 「�」キーを押してください *1 

 ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

 E233 

転写ｸﾘｰﾅ POS ｾﾝｻの異常を検出し

た 

「�」キーを押してください 

コロトロンを交換してください

（6.9 節参照） 

*1 

 ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

 E238 

BD の立ち上げに失敗した 「�」キーを押してください  

 ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

 E239 

BD 周期の異常が発生した 「�」キーを押してください  

 ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

 E23C 

ﾐﾗｰﾓｰﾀが起動できない 「�」キーを押してください *1 

 ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

 E23E 

ﾐﾗｰﾓｰﾀに回転異常が発生した 「�」キーを押してください *1 

 ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

 E23F 

CVD1 信号がｵﾝ又はｵﾌし放しである 「�」キーを押してください  

 ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

 E240 

CVD2 信号がｵﾝ又はｵﾌし放しである 「�」キーを押してください  

 ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

 E241 

CVD1 CLK 信号がｵﾝし放しである 「�」キーを押してください  

「ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON」エラー発生時は、印刷中のジョブは保証されません。 
「�」キーを押してもエラーが解除できない場合プリンタの電源をOFF/ONしてください。

それでもエラーが発生するようでしたら、保守員へ連絡してください。 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

プリンタの電源を切るときは 1.9 節に従ってプリンタの電源を切ってください。 

 

*1：アテンションライトは点灯しません。 
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 ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

 E242 

CVD2 CLK 信号がｵﾝし放しである 「�」キーを押してください  

 ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

 E243 

頁の先頭ﾁｪｯｸ用 CVD1 CLK 信号が

ｵﾌし放しである 

「�」キーを押してください  

 ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

 E244 

頁の先頭ﾁｪｯｸ用 CVD2 CLK 信号が

ｵﾌし放しである 

「�」キーを押してください  

 ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

 E251 

コマンドの発行条件違反を検出した 用紙ジャムが発生している場

合用紙を取り除いて「�」キー

を押してください（6.5 節参照） 

用紙ジャムが発生していない

場合「�」キーを押してください 

 

 ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

 E252 

ピック動作待ちの用紙が８枚を越え

た 

「�」キーを押してください  

 ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

 E253 

未定義のコマンドまたはデータを受

信した 

「�」キーを押してください  

 ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

 E254 

ｽﾚｰﾌﾞ側の CPU の異常を検出した 「�」キーを押してください *1 

 ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

 E256 

OC P/K の制御ｼｰｹﾝｽ異常を検出

した 

「�」キーを押してください *1 

 ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

 E257 

HP P/K の制御ｼｰｹﾝｽ異常を検出

した 

「�」キーを押してください *1 

 ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

 E258 

HP2 P/K の制御ｼｰｹﾝｽ異常を検出

した 

「�」キーを押してください *1 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E259 

ﾊﾟﾜｰｵﾝ時のｵﾌﾟｼｮﾝﾃﾞｰﾀと実際の

接続情報が異なる 

「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E25B 

CPF/DTP 信号の異常を検出した 「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E25C 

HP P/K の制御ｼｰｹﾝｽ異常を検出

した(ﾏｽﾀ側) 

「�」キーを押してください *1 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E25D 

HP2 P/K の制御ｼｰｹﾝｽ異常を検

出した(ﾏｽﾀ側) 

「�」キーを押してください *1 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E25E 

ﾗｲﾝﾒﾓﾘ用 FIFO のﾃﾞｰﾀ異常を検

出した 

「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E25F 

ﾋﾞｰﾑ同期化 FIFO のﾃﾞｰﾀ異常を検

出した 

「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E260 

FNS.側 CPU の異常を検出した 「�」キーを押してください *1 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E262 

FNS.でｺﾏﾝﾄﾞの発行条件違反を検

出した 

「�」キーを押してください *1 

「ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON」エラー発生時は、印刷中のジョブは保証されません。 

「�」キーを押してもエラーが解除できない場合プリンタの電源をOFF/ONしてください。

それでもエラーが発生するようでしたら、保守員へ連絡してください。 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

プリンタの電源を切るときは 1.9 節に従ってプリンタの電源を切ってください。 

 

*1：アテンションライトは点灯しません。 
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ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E264 

PRINT START 後,60S 以上 FNS.の

ﾄﾞｰﾏﾝﾄﾋﾞｯﾄが ON 

「�」キーを押してください *1 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E266 

PRINT START 後,60S 以上 FNS.

のﾄﾞｰﾏﾝﾄﾋﾞｯﾄが OFF 

「�」キーを押してください *1 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E268 

FNS.の BUSY 信号が規定時間以

上ｵﾝしている 

「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E26A 

FNS. の ST EXIT 信号が既定時

間（３ｓ）以上ｵﾝしている 

「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E26C 

FNS.の PRINT 信号が規定時間以

上ｵﾝしている 

「�」キーを押してください *1 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E270 

ヒータランプが断線した 「�」キーを押してください *1 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E271 

ｻｰﾐｽﾀの断線を検出した 「�」キーを押してください *1 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E272 

ﾋｰﾄﾛｰﾙが加熱した（２００℃以上

になった） 

「�」キーを押してください *1 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E274 

ヒータランプが一定時間（４分）経

過しても既定温度に到達しない 

「�」キーを押してください *1 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E275 

ﾋｰﾄﾛｰﾙの温度が異常に低下した

（１６０℃以下になった） 

「�」キーを押してください *1 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E278 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 下のﾃｰﾌﾞﾙ上昇時間

が規定時間を超えた 

「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E279 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 下のﾃｰﾌﾞﾙ下昇時間

が規定時間を超えた 

「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E27A 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 上のﾃｰﾌﾞﾙ上昇時間

が規定時間を超えた 

「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E27B 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 上のﾃｰﾌﾞﾙ下昇時間

が規定時間を超えた 

「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E27C 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 下のﾃｰﾌﾞﾙ上昇時間

が規定時間を超えた 

「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E27D 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 下のﾃｰﾌﾞﾙ下昇時間

が規定時間を超えた 

「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E27E 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 上のﾃｰﾌﾞﾙ上昇時間

が規定時間を超えた 

「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E27F 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 上のﾃｰﾌﾞﾙ下昇時間

が規定時間を超えた 

「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E281 

LED ｲﾚｰｻの過電流を検出した 「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E282 

重送センサ調整に失敗した 「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E283 

ﾄﾅｰﾚﾍﾞﾙ調整に失敗した 「�」キーを押してください  

「ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON」エラー発生時は、印刷中のジョブは保証されません。 

「�」キーを押してもエラーが解除できない場合プリンタの電源をOFF/ONしてください。

それでもエラーが発生するようでしたら、保守員へ連絡してください。 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

プリンタの電源を切るときは 1.9 節に従ってプリンタの電源を切ってください。 

 

*1：アテンションライトは点灯しません。 
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ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E284 

ホッパ１の用紙幅センサ異常を検

出した 

「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E285 

ホッパ２の用紙幅センサ異常を検

出した 

「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E286 

ホッパ３の用紙幅センサ異常を検

出した 

「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E291 

オゾンブロア用のﾌｧﾝの回転異常

を検出した 

「�」キーを押してください *1 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E292 

光学ﾕﾆｯﾄ用ﾌｧﾝの回転異常を検

出した 

「�」キーを押してください *1 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E293 

DSE4 信号ｵﾝ後,200ms 以内に

STATUS READ ｺﾏﾝﾄﾞが来ない 

「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E294 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 でｺﾏﾝﾄﾞ発行条件違

反を検出した 

「�」キーを押してください *1 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E295 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 でｺﾏﾝﾄﾞ発行条件違

反を検出した 

「�」キーを押してください *1 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E296 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 で排紙信号の異常を

検出した 

「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E297 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 で排紙信号の異常を

検出した 

「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E298 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 の ROM ﾁｪｯｸでｴﾗｰ

が発生した 

「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E299 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 の ROM ﾁｪｯｸでｴﾗｰ

が発生した 

「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E29A 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 の CPU に異常を検出

した 

「�」キーを押してください *1 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E29B 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 の CPU に異常を検出

した 

「�」キーを押してください *1 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E29C 

PRINT START 後,60S 以上ｺﾝﾃﾅｽ

ﾀｯｶのﾄﾞｰﾏﾝﾄﾋﾞｯﾄが ON 

「�」キーを押してください *1 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E29D 

PRINT END後,60S以上ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ

のﾄﾞｰﾏﾝﾄﾋﾞｯﾄが ON 

「�」キーを押してください *1 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E29E 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶの BUSY 信号が規定時

間以上ｵﾝしている 

「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E29F 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶのPRINT信号が規定時

間以上ｵﾝしている 

「�」キーを押してください *1 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E2A0 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 の RAM ﾁｪｯｸでｴﾗｰ

が発生した 

「�」キーを押してください *1 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E2A1 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 の RAM ﾁｪｯｸでｴﾗｰ

が発生した 

「�」キーを押してください *1 

「ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON」エラー発生時は、印刷中のジョブは保証されません。 

「�」キーを押してもエラーが解除できない場合プリンタの電源をOFF/ONしてください。

それでもエラーが発生するようでしたら、保守員へ連絡してください。 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

プリンタの電源を切るときは 1.9 節に従ってプリンタの電源を切ってください。 

 

*1：アテンションライトは点灯しません。 
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ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E2A2 

給紙トレイ１の UP 動作時間がか

かりすぎた 

「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E2A6 

給紙トレイ２の UP 動作時間がか

かりすぎた 

「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E2AA 

給紙トレイ３の UP 動作時間がか

かりすぎた 

「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E2AD 

HCF の DOWN 動作中に SAFTY 

SW が動作した 

「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E2AE 

HCF の UP/DOWN 動作時間がか

かりすぎた。 

「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E2AF 

HCF の UP 動作時、上端センサを

検出できなかった 

「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E2B4 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 下の F ｼﾞｮｶﾞｰ停止位

置異常を検出した 

「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E2B5 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 下の R ｼﾞｮｶﾞｰ停止位

置異常を検出した 

「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E2B6 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 下のｽﾄｯﾊﾟ停止位置

異常を検出した 

「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E2B7 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 上の F ｼﾞｮｶﾞｰ停止位

置異常を検出した 

「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E2B8 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 上の R ｼﾞｮｶﾞｰ停止位

置異常を検出した 

「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E2B9 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 上のｽﾄｯﾊﾟ停止位置

異常を検出した 

「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E2BA 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 下の F ｼﾞｮｶﾞｰ停止位

置異常を検出した 

「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E2BB 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 下の R ｼﾞｮｶﾞｰ停止位

置異常を検出した 

「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E2BC 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 下のｽﾄｯﾊﾟ停止位置

異常を検出した 

「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E2BD 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 上の F ｼﾞｮｶﾞｰ停止位

置異常を検出した 

「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E2BE 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 上の R ｼﾞｮｶﾞｰ停止位

置異常を検出した 

「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E2BF 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 上のｽﾄｯﾊﾟ停止位置

異常を検出した 

「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E2C1 

ｽﾃｰﾌﾟﾗの位置センサの異常を検

出した 

「�」キーを押してください *1 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E2C2 

ｵﾍﾟ側/反ｵﾍﾟ側の同時ステープル

ﾐｽを検出した 

「�」キーを押してください *1 

「ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON」エラー発生時は、印刷中のジョブは保証されません。 

「�」キーを押してもエラーが解除できない場合プリンタの電源をOFF/ONしてください。

それでもエラーが発生するようでしたら、保守員へ連絡してください。 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

プリンタの電源を切るときは 1.9 節に従ってプリンタの電源を切ってください。 

 

*1：アテンションライトは点灯しません。 
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メッセージメッセージメッセージメッセージ    内容内容内容内容    解除方法解除方法解除方法解除方法        

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E2C3 

ｵﾍﾟ側のステープルミスを検出

した 

「�」キーを押してください *1 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E2C4 

反ｵﾍﾟ側のステープルミスを検

出した 

「�」キーを押してください *1 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E2C5 

ｽﾃｰﾌﾟﾗの回転に異常を検出し

た 

「�」キーを押してください *1 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E2C6 

ｽﾃｰﾌﾟﾙ側のテーブルドライブ

時間が長すぎた 

「�」キーを押してください *1 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E2C7 

用紙整合板の位置センサの異

常を検出した 

「�」キーを押してください *1 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E2C8 

ｼﾌﾄ位置センサの異常を検出し

た 

「�」キーを押してください *1 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E2C9 

ﾍﾞﾙﾄ位置センサ（排紙ローラ）

の異常を検出した 

「�」キーを押してください *1 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E2CA 

排出口センサの異常を検出し

た 

「�」キーを押してください *1 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E2CB 

ステープラの回転に異常を検出

した（垂直位置） 

「�」キーを押してください *1 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E2CC 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 のﾊﾟｽｹﾞｰﾄ切り替え

位置異常を検出した 

「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E2CD 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 のﾊﾟｽｹﾞｰﾄ切り替え

位置異常を検出した 

「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E2E0 

CP P/K +24V の異常を検出し

た（24V 電源断） 

「�」キーを押してください *1 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E2E1 

CP P/K +24VS の異常を検出

した（24VS 電源断） 

「�」キーを押してください *1 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E2E2 

HP P/K の異常を検出した 「�」キーを押してください *1 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E2E3 

HCF P/K の異常を検出した(24V

電源断) 

「�」キーを押してください *1 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E2E4 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 1 基板でﾄﾞﾗｲﾌﾞ電圧

の異常を検出した 

「�」キーを押してください *1 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E2E5 

フィニッシャーP/K の異常を検

出した（24V 電源断） 

「�」キーを押してください *1 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E2E6 

ｺﾝﾃﾅｽﾀｯｶ 2 基板でﾄﾞﾗｲﾌﾞ電圧

の異常を検出した 

「�」キーを押してください *1 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E2F0 

マスタＲｏｍの SUM チェックエラ

ーを検出した 

「�」キーを押してください *1 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

E2F1 

スレーブ ROM の SUM チェック

エラーを検出した 

「�」キーを押してください *1 

「ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON」エラー発生時は、印刷中のジョブは保証されません。 

「�」キーを押してもエラーが解除できない場合プリンタの電源をOFF/ONしてください。

それでもエラーが発生するようでしたら、保守員へ連絡してください。 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

プリンタの電源を切るときは 1.9 節に従ってプリンタの電源を切ってください。 

 

*1：アテンションライトは点灯しません。 

OG B 05  OG B 02  



 7-34 

 

メッセージメッセージメッセージメッセージ    内容内容内容内容    解除方法解除方法解除方法解除方法    

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

EC#01 

エンジンから無効なエラー・コー

ドが返されてきた（エラー・コー

ドが Exxx 以外） 

「�」キーを押してください 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

EC#02 

Activate の 時 間 切 れ を 検 出

（Activate コマンド送信から 99 

秒） 

「�」キーを押してください 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

EC#03 

DORMANT コマンドを送信した

にもかかわらず DORMANT ビ

ットがセットされない 

「�」キーを押してください 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

EC#04 

DUPLEX/SIMPLEX コマンドを

送 信 し た に も か か わ ら ず 

DUPLEX/SIMPLEX モードが設

定されない 

「�」キーを押してください 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

EC#05 

DTPS の時間切れを検出（Pick 

コ マ ン ド ま た は 前 の 用 紙 の 

DTPS 検出から 15 秒） 

「�」キーを押してください 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

EC#06 

DTPD の 時 間 切 れ を 検 出

（ DTPS ま た は 前 の 用 紙 の 

DTPD 検出から 15 秒） 

「�」キーを押してください 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

EC#07 

DTPx 受信後にエンジン・デバ

イス・ドライバからのページの

終りが返されてこなかった 

「�」キーを押してください 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

EC#08 

DSE の時間切れを検出（前回

の DTPx から 200 秒） 

「�」キーを押してください 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

EC#09 

PRINT の時間切れを検出（前

回の CPF 信号から 27.5 秒） 

「�」キーを押してください 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

EC#0A 

無効な HV 印刷位置データが

エンジンでセットされた 

「�」キーを押してください 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

EC#0B 

指定されたホッパに、サイズの

違う用紙がセットされた 

「�」キーを押してください 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

EC#0C 

指定されたホッパに、種類の違

う用紙がセットされた 

「�」キーを押してください 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

EC#10 

無効な印刷パラメータが設定さ

れた 

「�」キーを押してください 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

EC#11 

不適当なホッパが指定された 「�」キーを押してください 

接続されていないﾎｯﾊﾟが指定さ

れました。印刷ｼﾞｮﾌﾞを削除して

正しいﾎｯﾊﾟを指定してください。 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

EC#12 

不適当なスタッカが指定された 「�」キーを押してください 

接続されていないｽﾀｯｶが指定

されました。印刷ｼﾞｮﾌﾞを削除し

て正しいｽﾀｯｶを指定してくださ

い。 

「ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON」エラー発生時は、印刷中のジョブは保証されません。 

「�」キーを押してもエラーが解除できない場合プリンタの電源をOFF/ONしてください。

それでもエラーが発生するようでしたら、保守員へ連絡してください。 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

プリンタの電源を切るときは 1.9 節に従ってプリンタの電源を切ってください。 
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メッセージメッセージメッセージメッセージ    内容内容内容内容    解除方法解除方法解除方法解除方法        

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

EC#13 

コントローラプログラムエラー 「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

EC#14 

コントローラプログラムエラー 「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

EC#15 

イメージ・ロック・エラーを検出 「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

EC#16 

イメージ・ロックの時間切れを検

出（60 秒） 

「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

EC#18 

エンジンが無効なコマンドを受

けとった 

「�」キーを押してください *1 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

EC#19 

エンジンのマイクロコード・ファイ

ル読み出しエラーを検出 

「�」キーを押してください *1 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

EC#20 

エンジンアダプタボードクミを正

しく初期化できなかった 

「�」キーを押してください *1 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

EC#21 

シリアル・データの受信時にオ

ーバーラン・エラーを検出（デバ

イス・データ） 

「�」キーを押してください *1 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

EC#22 

シリアル・データの受信時にフレ

ーミング・エラーを検出（デバイ

ス・データ） 

「�」キーを押してください *1 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

EC#23 

シリアル・データの受信時にパ

リティ・エラーを検出（デバイス・

データ） 

「�」キーを押してください *1 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

EC#24 

デバイス・ドライバがデバイス・

データの時間切れ（240ms）を検

出 

「�」キーを押してください *1 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

EC#25 

PCI ターゲット・アボート・エラー

を検出 

「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

EC#26 

PCI マスター・アボート・エラー

を検出 

「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

EC#27 

伸長エラーを検出 「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

EC#28 

インプット側デコンプレッション

FIFO オーバーフローを検出 

「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

EC#29 

アウトプット側デコンプレッション

FIFO オーバーフローを検出 

「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

EC#2A 

ビーム・ディテクト・エラーを検出 用紙ジャムが発生している場

合用紙を取り除いて「�」キー

を押してください（6.5 節参照） 

用紙ジャムが発生していない

場合「�」キーを押してください 

 

「ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON」エラー発生時は、印刷中のジョブは保証されません。 

「�」キーを押してもエラーが解除できない場合プリンタの電源をOFF/ONしてください。

それでもエラーが発生するようでしたら、保守員へ連絡してください。 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

プリンタの電源を切るときは 1.9 節に従ってプリンタの電源を切ってください。 

 

*1：アテンションライトは点灯しません。 
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メッセージメッセージメッセージメッセージ    内容内容内容内容    解除方法解除方法解除方法解除方法        

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

EC#2B 

ビーム・ディテクト・ギャップ・エラ

ーを検出 

用紙ジャムが発生している場

合用紙を取り除いて「�」キー

を押してください（6.5 節参照） 

用紙ジャムが発生していない

場合「�」キーを押してください 

 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

EC#2C 

同期 FIFO エンプティ・エラーを

検出 

「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

EC#2D 

プリント・クロック・エラーを検出 「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

EC#2E 

同期 FIFO 読み出しエラーを検

出 

「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

EC#2F 

コントローラプログラムエラー 「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

EC#30 

コントローラプログラムエラー 「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

EC#31 

コントローラプログラムエラー 「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

EC#32 

コントローラプログラムエラー 「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

EC#33 

ＢＵＳＹタイムアウトエラー 「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

EC#37 

デバイス・ドライバがデバイス・

データの不正受信を検出した 

「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

EC#38 

コントローラプログラムエラー 「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

EC#40 

ＵＮＤＥＦＩＮＥＤエラー 「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

IF#01 

ＩＦエラー 「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

ＩＦ#03 

ネットワークボードサムチェック

エラー 
「�」キーに触れてください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

ＩＦ#04 

ネットワークボードメモリエラー 「�」キーに触れてください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

OP#01 

OCP エラー 「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

OP#02 

OCP エラー 「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

Task Exit 

コントローラプログラムエラー 「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

PPC Exception 

コントローラプログラムエラー 「�」キーを押してください  

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

HDD ｴﾗｰ 

HDD に異常がある プリンタの電源を OFF/ON して

ください 

 

Suspended Task 

 

コントローラプログラムエラー プリンタの電源を OFF/ON して

ください 

*2 

Boot Failed HDD に異常がある プリンタの電源を OFF/ON して

ください 

*1 

「ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON」エラー発生時は、印刷中のジョブは保証されません。 

「�」キーを押してもエラーが解除できない場合プリンタの電源をOFF/ONしてください。

それでもエラーが発生するようでしたら、保守員へ連絡してください。 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

プリンタの電源を切るときは 1.9 節に従ってプリンタの電源を切ってください。 

 

*1：アテンションライトは点灯しません。 

*2：アテンションライトはエラーの状況に応じて点灯しない場合があります。 
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ｅcError コントローラがエンジンの起動を

検出できなかった 

プリンタの電源を OFF/ON して

ください 

*2 

isSdInit HDD に異常がある プリンタの電源を OFF/ON して

ください 

 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

NMI 

コントローラハードウェアエラー プリンタの電源を OFF/ON して

ください 

 

ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON 

BR#XX 

Backup/Restore 時エラー 「�」キーを押してください  

「ｴﾗｰｶｲｼﾞｮ ﾏﾀﾊ ﾃﾞﾝｹﾞﾝ OFF/ON」エラー発生時は、印刷中のジョブは保証されません。 

「�」キーを押してもエラーが解除できない場合プリンタの電源をOFF/ONしてください。

それでもエラーが発生するようでしたら、保守員へ連絡してください。 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

プリンタの電源を切るときは 1.9 節に従ってプリンタの電源を切ってください。 

 

 

自動バックアップ中の電源ＯＦＦを検出すると、次回プリンタ起動時に下のような画面が表示

されます。 

 

 

 

 

 

 

このような画面が表示された時は、画面の指示に従いバックアップを実行して下さい。自動

バックアップは電源投入直後および自動バックアップの設定時刻に実施します。 

 

*2：アテンションライトはエラーの状況に応じて点灯しない場合があります。 
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ＢＬＡＮＫＢＬＡＮＫＢＬＡＮＫＢＬＡＮＫ    



 

付録 A-1 

 

付録付録付録付録 A A A A    

各種仕様各種仕様各種仕様各種仕様 

AAAA----1111 プリンタプリンタプリンタプリンタ本体本体本体本体 

仕様は、予告なく変更されることがあります。 

 
 

項目項目項目項目    仕様仕様仕様仕様    

転写方法 光学式記録 

露光システム 半導体 2 レーザ（レーザ・ダイオード）スキャンニング 

解像度 600 x 600 ドット／インチ（dpi） 

トレイ１からの片面モード

での連続印刷速度 

トレイ１、２、３から A4/レター (LEF) 印刷で最高 70 ページ／分

（ppm）。 

印刷可能領域 用紙の全領域 

コントローラ PowerPC 750 375 MHz 

月間印刷枚数 推奨：20 万頁(最高：40 万頁) 

公称電圧 200 V 

公称周波数 50/60 Hz 

消費電力 Stand-by 時：1KW 以下 

印刷時：2KW 以下 

省電力モード時：75W 以下 

動作音レベル 稼働時 65 dBA 

待機時 54 dBA 

稼働環境条件 温度範囲：10°～32°C 

（印刷品質保証：19°～25°C） 

湿度範囲：20～80%（結露のないこと） 

（印刷品質保証：40～60%） 

寸法 1000 x 650 x 665mm (H x W x D) 

重量 170 kg 

メモリ容量 256 メガバイト 

製品寿命 印刷ページ数２,０００万ページまたは使用年数５年のいずれか早

い方 

補足仕様 

１． 印刷位置精度は、動作環境や使用する用紙の種類によって約±2.5ｍｍばらつくことが

あります 

２． 許容印刷密度は３０％以下です。 

３． ステープルの揃い精度は、弊社推奨用紙を使用した場合、以下のようになります。 

ステープル用紙枚数 排紙方向 サイド方向 

 2 ～ 15 1.5 mm 以下  1.5 mm 以下 

16 ～ 50 3.0 mm 以下  3.0 mm 以下 
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付録 A-2 

 

AAAA----2222 インターフェースインターフェースインターフェースインターフェース 

インターフェースの仕様は以下の通り。 

 
 

インターフェーインターフェーインターフェーインターフェーススススのののの仕様仕様仕様仕様    コネクタコネクタコネクタコネクタのののの種類種類種類種類    

IEEE 1284C パラレル・ポート １２８４－Ｃ 

オンボードネットワーク I/F* 

 イーサネット 

---10BASE-T/100BASE-TX(自動切換) 

ＲＪ－４５ 

マルチプロトコル対応ネットワーク I/F* 

 イーサネット(HT-F4559-70N1) 

---10BASE-T/100BASE-TX(自動切換) 

ＲＪ－４５ 

 

*：プリンタは２種類のネットワーク I/F のうちどちらかをサポートしています。 

  どちらがサポートされているかは、プリンタモデルを確認してください。 

パラレルポートのピン位置と信号名は以下のようになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin18 Pin36 

Pin1 Pin19 
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付録 A-3 

 

ピン番号 信号名 方向 
1 PtrBusy / Busy Output 
2 Xflag / Select Output 
3 PtrClk / nAck Output 
4 nDataAvail / nFault Output 
5 AckDataReq / Perror Output 
6 Data 1 I/O 
7 Data 2 I/O 
8 Data 3 I/O 
9 Data 4 I/O 

10 Data 5 I/O 
11 Data 6 I/O 
12 Data 7 I/O 
13 Data 8 I/O 
14 Ninit Input 
15 HostClk / nStrobe Input 
16 1284Active / nSelectIn Input 
17 HostBusy / nAutoFd Input 
18 Host Logic High Input 
19 Signal Ground (Busy)  
20 Signal Ground (Select)  
21 Signal Ground (nAck)  
22 Signal Ground (nFault)  
23 Signal Ground (PError)  
24 Signal Ground (Data 1)  
25 Signal Ground (Data 2)  
26 Signal Ground (Data 3)  
27 Signal Ground (Data 4)  
28 Signal Ground (Data 5)  
29 Signal Ground (Data 6)  
30 Signal Ground (Data 7)  
31 Signal Ground (Data 8)  
32 Signal Ground (nInit)  
33 Signal Ground (nStrobe)  
34 Signal Ground (nSelectIn)  
35 Signal Ground (nAutoFd)  
36 Peripheral Logic High Output 

 

 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

パラレルポートを使用時、プリンタ起動後、OCP に「ｵﾝﾗｲﾝ」が表示される以前に受信したデ

ータは、正しく印刷できません。 
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付録 A-4 

Ａ－Ａ－Ａ－Ａ－３３３３    印刷速度印刷速度印刷速度印刷速度 

用紙サイズと印刷速度を下表に示します。但し本印刷速度はエレベータトレイへ同一

ページの複数部数を印刷する場合に適用します。 

各トレイで使用できる用紙サイズと用紙タイプについては、3.6 節を参照してください。 

                                           単位：ppm(pages/minutes) 

用紙サイズ 

片面印刷 

(トレイ１,２,３,ＨＣＦ) 

両面印刷 

(トレイ１,２,３,ＨＣＦ) 

片面印刷 

(ＭＢＴ) 

A5 (SEF) 約７０ 約７０ 約６３ 

B5 (LEF) 約７０ 約７０ 約６３ 

A4 (LEF) 約７０ 約７０ 約６３ 

A4 (SEF) 約４０ 約４０ 約３１ 

B4 (SEF) 約４０ 約４０ 約３１ 

A3 (SEF) 約３５ 約３５ 約３１ 

Letter (LEF) 約７０ 約７０ 約６３ 

Letter (SEF) 約４０ 約４０ 約３１ 

Letter ﾀﾌﾞ (LEF) 約４０ - 約３１ 

Folio (SEF) 約４０ 約４０ 約３１ 

Legal (SEF) 約４０ 約４０ 約３１ 

Ledger (SEF) 約３５ 約３５ 約３１ 

Statement (SEF) 約７０ 約７０ 約６３ 

Executive (LEF) 約４０ 約４０ 約３１ 

Super B (SEF) 約３３ 約３３ 約３１ 

カスタム･サイズ  約３３～７０ 約３３～７０ 約３１～６３ 

 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

印刷ジョブによってはデータ量が多いためにデータ転送または処理

に時間がかかっている場合があります。ＯＣＰに「ｼｮﾘﾁｭｳ」のメッセ

ージが表示されていればプリンタにデータは届いています。そのまま

お待ちください。 
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付録 B-1 

 

付録付録付録付録 B B B B    

用紙用紙用紙用紙のののの仕様仕様仕様仕様 

BBBB----1 1 1 1 用用用用紙紙紙紙についてのについてのについてのについてのガイドラインガイドラインガイドラインガイドライン 

本プリンタでは、一定のガイドラインに合致するかぎり、いろいろな種類の用紙を使用するこ

とができます。この付録 B では、印刷用紙を購入する際の条件を紹介します。特殊印刷用紙

への印刷についてもガイドラインを紹介しています。 

 

BBBB----1111----1 1 1 1 用紙用紙用紙用紙についてのについてのについてのについての一般的一般的一般的一般的なななな推奨条件推奨条件推奨条件推奨条件    

印刷には、高品質の乾式複写用紙（コピー用紙）をご使用ください。やれ（切り残し、やぶれ

など）、よごれ、紙片の付着、ほこり、しわ、穴開き、丸まり、角の折れなどのない上質紙をご

使用ください。 

上質コピー用紙には、いろいろな種類のものがあります。用紙を購入する際には、B-2 ペー

ジの「用紙の仕様」を参照してください。 
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BBBB----1111----2 2 2 2 用紙用紙用紙用紙のののの仕様仕様仕様仕様 
 
 

特質特質特質特質    推奨推奨推奨推奨    

用紙の等級 No.1 ないし No.4 のコピー用紙（留意事項 1） 

繊維成分 100% 化学木材パルプ 

色 白またはパステル・カラー 

灰分 最大 18%（留意事項 2、4） 

添加剤 

陶土（カオリン；アルミノケイ酸塩）または炭酸カルシウム 

光沢を増すために、二酸化チタンまたはケイ酸マグネシウムを添加することも可。 

繊維の方向 長手方向に並行（繊維長手） 

CaCO
3
 （炭酸カ

ルシウム）含有 

0%（CaCO
3
 （炭酸カルシウム）を含有する用紙は、定着機の寿命をかなり短縮さ

せることがあります） 

裁断方法 高精度回転カット（Lennox、Will または同等の方法） 

裁断誤差 

縦横：± 0.787 mm (± 0.031 インチ) 

長方形の精度：四隅すべてで 90°±0°6' 

重量 60～199 g/m

2

 （16～53 ポンド）（留意事項 3、4 参照） 

厚さ 

60～72 g/m

2

（16～19 ポンド）時：90～127μm（3.5～5.0 ミル） 

75～90 g/m

2

（20～24 ポンド）時：18～102μm（3.2～4.0 ミル） 

滑らかさ 

（シェフィールド） 

60～72 g/m

2

（16～19 ポンド）時：70～170 シェフィールド単位 

75～90 g/m

2

（20～24 ポンド）時：100～200 シェフィールド単位 

多孔率（ガーリィ） 最小 10 秒／100ml 

静的摩擦係数 0.35～0.62 

表面サイズ剤 糊： 合成表面サイズ剤は使用しないこと 

内部サイズ剤 

酸性ロジンまたは合成サイズ剤／（アルキルケテン・ダイマーまたはアルキル・コ

ハク無水物） 

硬さ（テイバー） 

60～72 g/m

2

（16～19 ポンド）時：最小 MD 1.4 / 最小 CD: 0.5 

75～90 g/m

2

（20～24 ポンド）時：最小 MD 1.7～4.5 /最小 CD: 0.8～2.4 

水分含有量 重量比 3.7～5.5％（留意事項 3、4） 

表面抵抗 5 x 10

9

～1 x 10

12

 Ω（留意事項 3、6） 

 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

1. No.1 ないし No.4 の指定は米国内でのみ適用。 

2. 試験方法：パルプ製紙業技術協会（TAPPI：Technical Association of the 

Pulp and Paper Industry） 

3. 試験方法：米国材料試験協会（ASTM：American Society for Testing and 

Materials） 

4. 試 験 方 法 ： 国 際 標 準 化 機 構 （ ISO ： International Organization for 

Standardization） 

5. 引っ張り速度 127 mm/分（5.0 インチ/分）を使用 

6. 試料と裏側が金属の板とを、滑らかな非導体ポリエステル・フィルムを挟ん

で、少なくとも 0.254 mm（0.010 インチ）離して絶縁する。電圧には 100 V 

を使用。 
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付録 B-3 

 

BBBB----1111----3 3 3 3 用紙用紙用紙用紙のののの重量重量重量重量 

米国市場では、用紙の重量は、特定の等級の用紙の基本サイズの連〔れん〕のポンド単位の

重量で表されます。基本サイズは、それぞれの等級の用紙ごとに異なります。用紙の種類同

士の重量の関係については、以下の表を参照してください。 

メートル法による場合には、重量は紙の１平方メートル当りの重量で表され、グラム（g/m

2

）で

表現されます。 

本プリンタで使用可能な一般的な用紙の目安は、以下のとおりです。 

 

用紙用紙用紙用紙のののの種類種類種類種類（（（（等級等級等級等級））））    メートルメートルメートルメートル法法法法    

    ボンドボンドボンドボンド紙紙紙紙

****

    

レジャーレジャーレジャーレジャー

****

    

コピコピコピコピーーーー用紙用紙用紙用紙    

レーザプリンタレーザプリンタレーザプリンタレーザプリンタ専用専用専用専用

紙紙紙紙    

オフセットオフセットオフセットオフセット

****

    タブタブタブタブ((((インデックスインデックスインデックスインデックス))))紙紙紙紙

****

    

    

基本基本基本基本サイズサイズサイズサイズ    

17 インチ×22 インチ 

432×599 mm 

25 インチ×38 インチ 

635×965 mm 

25.5 インチ×30.5 インチ 

648×775 mm 

g/m

2

 

重量重量重量重量    

16161616    

20202020    

24242424    

28282828    

32323232    

36363636    

40404040    

42 

44444444    

53 

40404040    

50505050    

60606060    

70707070    

80808080    

90909090    

100100100100    

105 

110 

135 

33 

42 

50 

58 

67 

75 

83 

90909090    

92 

110110110110    

60 

75 

90 

105 

120 

135 

150 

163 

175 

199 

 

 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

1. 商業取引されている用紙は太字で示してあります。 

2. ＊を付けた用紙は、レーザ・プリンタ用に特別に製造されたものでないか

ぎり、使用しないでください。詳細については、B-2 ページの用紙の仕様

を参照してください。重量は、すべて、500 枚単位のものです。 

 

 

BBBB----1111----4 4 4 4 紙紙紙紙のののの色色色色    

ここでのカラー紙とは、パステル・カラーの紙のことだけを指します。暗い色の紙は、プリンタ

の動作に影響を及ぼすことがあります。カラー紙も普通紙と同じ仕様に準拠しなければなりま

せん。カラー紙を大量に注文するときは、使用しても問題がないか先に試験してみることをお

薦めします。 
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付録 B-4 

 

BBBB----1111----5 5 5 5 紙紙紙紙のののの成分成分成分成分    

100％ 化学木材パルプの紙を使用してください。砕木パルプや綿を含有する紙は、CaCO
3
 

（炭酸カルシウム）などの自然不純物を含んでおり、OPC ドラムの表面を汚し、OPC ドラムや

定着機の寿命を短縮することになりますので、お薦めできません。高い温度を加えたときに、

溶解したり、蒸発したり、裏移りしたり、脱色したり、有害物質を発生させるような材料を含む

コート紙は使用しないでください。 

 

注意注意注意注意    

CaCOCaCOCaCOCaCO
3333
    （（（（炭酸炭酸炭酸炭酸カルシウムカルシウムカルシウムカルシウム））））をををを含有含有含有含有するするするする紙紙紙紙はははは、、、、定着機定着機定着機定着機のののの寿命寿命寿命寿命をかなりをかなりをかなりをかなり短縮短縮短縮短縮

させることがありますのでさせることがありますのでさせることがありますのでさせることがありますので、、、、使用使用使用使用しないでくださいしないでくださいしないでくださいしないでください。。。。    

 

BBBB----1111----6 6 6 6 紙紙紙紙のののの裁断裁断裁断裁断    

紙の裁断も、プリンタの性能に影響を及ぼす重要な要因です。カット紙は、大量に重ねた紙

を裁断して作られる用紙です。刃先の鋭利でないカッターを使用すると、紙の切り口が雑に

なり、「バリ」のある用紙になってしまいます。このバリは、用紙ジャムや重送（同時に２枚以上

の紙送り）や大量の紙ボコリの発生といった問題を起こす原因となりかねません。詳細につい

ては、B-2 ページの「用紙の仕様」を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

BBBB----1111----7 7 7 7 紙紙紙紙のののの摩擦摩擦摩擦摩擦    

用紙の摩擦特性は、給紙トレイからの用紙の取り込みが確実に行われるようにする上で非常

に重要な意味をもちます。摩擦特性が適当でないと、給紙トレイからの用紙の取り込み動作

不良や、重送を起こしたりします。上質のコピー用紙では、均一な摩擦が得られます。詳細

については、B-2 ページの「用紙の仕様」を参照してください。 

 

用紙 用紙 刃先の鈍い裁断 鋭利な裁断 
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付録 B-5 

 

BBBB----1111----8 8 8 8 紙紙紙紙のののの滑滑滑滑らかさらかさらかさらかさ    

紙の滑らかさは、印刷品質や用紙走行の安定性に影響を及ぼします。表面が目の粗い用紙

は、使用しないでください。表面の目が粗い用紙をしようした場合、「黒べた」の部分で、トナ

ーの定着が不完全なものになります。しかし、逆にあまりにも滑らかな用紙を使用した場合も、

やはりトナーの定着に問題が発生します。過度に滑らかな紙は、摩擦の点で不適当であり、

紙送りなどに問題が生じます。エンボス加工の表面に浮き出しのある用紙は使用しないでく

ださい。印刷にむらがでたり、紙送りがうまくいかなくなることがあります。詳細については、

B-2 ページの「用紙の仕様」を参照してください。 

 

BBBB----1111----9 9 9 9 紙紙紙紙のののの溶解溶解溶解溶解    

本プリンタで使用される紙は、溶融過程の熱に耐えるものでなければなりません。0.5 秒間

摂氏 205°（華氏 401°）の熱を加えたときに、溶解したり、脱色したり、蒸発したり、裏移り

したり、薄層分離したりしないものでなければなりません。 

 

BBBB----1111----10 10 10 10 水分水分水分水分    

水分は、紙の丸まりや印刷品質に関係します。水分含有率が多すぎると、以下のような問題

を起こします。 

■ 紙のへりの波打ち 

■ 紙のへりの反り 

■ 紙の丸まり 

■ 印刷の薄れ 

湿度が高くなると、紙のへりが波打ったりすることがあります。これは、紙のへりが水分を吸収

するのに対して、他の部分は何も影響を受けないからです。こうしたことが起こると、紙が歪

み、給紙トレイからの用紙の取り込みがうまくいかない場合があります。波打ちは、以下のよう

にして計量します。2 mm 以上の波打ちのある紙は使用しないでください。 

 

 

 

 
 

湿度が下がると、紙のへりは水分を失います。そうすると紙のへりは縮み、反り上がります。紙

のへりの反りは、以下のようにして計量します。へりの反りが 6 mm 以上の紙は使用しないで

ください。 

 

 

 

 

Less than 2 mm 2mm 以下 

6mm 以下 
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付録 B-6 

 

BBBB----1111----11 11 11 11 紙紙紙紙のののの丸丸丸丸まりまりまりまり    

紙の丸まりは、プリンタの性能を左右する非常に重要な要因です。以下の点でプリンタの性

能に関係してきます。 

■ 用紙ジャム、紙の歪み、給紙トレイからの用紙の取り込み 

■ 出力トレイ内で紙がきれいに積み重ねられるかどうか 

■ 定着機を通る際の用紙のシワ 

ほとんどすべての紙が、ある程度の丸まりをもちます。紙がプリンタ内部の定着機を通過する

際、高い温度にさらされることで、丸まりが起こり得ます。ほとんどの紙では、著しく広い範囲

で急激に、場合によっては非均一な水分含有量の変化によって丸まりが起こります。 

紙の丸まりの許容範囲は以下の測定方法で１０mm 以下です。 

紙の丸まり測定方法 

①印刷密度５％未満のジョブを、片面印刷かつフェースダウン排紙で５枚印刷する。 

②①で印刷した用紙を、カール面を上向きにして平坦なテーブルに置く。 

③テーブルからカールの先端部までの高さを四隅で測定する。このとき、測定は印刷終了か

ら２分以内で行ってください。 

④測定した四隅の高さのうち、最大値が紙の丸まり量となります。 

 

 

 

 

BBBB----1111----11111111----1 1 1 1 紙紙紙紙のののの丸丸丸丸まりをまりをまりをまりを防止防止防止防止するにはするにはするにはするには    

■ 上質のコピー用紙を使用する。 

■ 適度な環境（40%～60% の湿度）に用紙を保管する。 

■ プリンタを設置してある部屋の１日の湿度変化を最小限に抑える。 

■ 紙を保管している場所とプリンタを稼働させる部屋の湿度の差を最小限に抑える。湿度

の差が激しいときには、用紙を、使用する何日か前からプリンタのある部屋にもってきて

おき、その部屋の環境に用紙を慣らしておく。 

■ 使用しない紙は、耐湿性の包装カバーで包み、紙が水分を吸収したり失ったりしないよ

うにしてください。 
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紙の丸まりの許容範囲 

10 mm 以下 



 

付録 B-7 

 

BBBB----1111----12 12 12 12 再生紙再生紙再生紙再生紙    

再生紙とは、古紙から作られた用紙を指します。古紙は、繊維に分解された後、新しい紙繊

維と混ぜ合わされます。しかし、良質でないいろいろな種類の古紙（新聞や雑誌）も良質な

紙に混ぜ合わせられます。製紙メーカは、再生紙を製造する際、高度な専門知識を駆使し

て、古紙の使用を厳密に制御する必要があります。したがって、再生コピー用紙として売られ

ている紙を使用する場合には、充分に試験したほうがよいでしょう。もっとも重要な要素は、

紙が安定した品質を保持できる期間がどの程度かということです。ある程度サンプルの再生

紙を本プリンタで試験してみて（2,000 枚程度）、紙送りや印刷品質についての信頼性を何

ヶ月かにわたって確認してみるのがよいでしょう。 

 

BBBB----1111----13 13 13 13 繊維繊維繊維繊維のののの方向方向方向方向    

紙の繊維の方向は、紙の丸まりや変形に大きく関係してきます。上質コピー用紙は、繊維を

同じ方向に揃えて製造されます。用紙の送り方向と繊維方向が一致する用紙（縦目用紙）を

使用してください。繊維の方向は、紙は破ってみればわかります。下図のように、きれいに破

れるほうが、繊維の方向です。 

 

BBBB----1111----14 14 14 14 紙紙紙紙のののの滑滑滑滑らかさらかさらかさらかさ    

紙の滑らかさは、印刷品質や紙送りなどに関係してきます。表面の目の粗い紙は、よくありま

せん。表面の目が粗いと、とくに「黒べた」の部分で、トナーの定着が不完全なものになりま

す。といって、あまりにも滑らかな紙でもよくなく、やはりトナーの定着に問題が出てきます。

過度に滑らかな紙は、摩擦の点で不適当であり、紙送りなどに問題が生じます。エンボス加

工の表面に浮き出しのある用紙は使用しないでください。印刷にむらがでたり、紙送りがうま

くいかなくなることがあります。 

 

繊維の方向 繊維の方向 
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付録 B-8 

 

BBBB----2 2 2 2 特殊用紙特殊用紙特殊用紙特殊用紙 

本プリンタでは、コピー用に製造加工された特殊印刷用紙を使用することができます。 

■ プレプリント紙 

■ 穴あき紙 

■ ラベル紙 

■ ミシン目入り用紙 

■ タブ紙 

■ OHP シート 

特殊用紙は、大量に発注する前に、ある程度（500～1000 枚）試験してみることをお薦めしま

す。ある程度試験してみることで、印刷品質やトナーの定着がどんなものになるかをよく把握

できることになります。ただし、長期間にわたり何千枚かの用紙を試験してみないと、環境的

な変化、紙送りの安定性、紙ボコリの出具合、ルーズリーフ紙への印刷といったいろいろな

特性について信頼性のあるデータは、なかなか得られません。特殊な補給品を最初に注文

するときには、長期的に問題なく印刷できることがわかるようになるまでは、30～60 日ぶんの

補給だけにしておくことをお薦めします。 

 

BBBB----2222----1 1 1 1 プレプリントプレプリントプレプリントプレプリント紙紙紙紙    

プレプリント紙を設計して注文するときは、用紙納入業者と綿密な打合せを行うことがとても

重要です。プレプリント紙に関係するトラブルを避けるために、以下の注意点に気を付けてく

ださい。 

■ 用紙は、熱を加えたときに溶けたり、蒸発したり、薄層分離したり、有害物質を発生させ

ることのない耐熱性のインクで事前印刷するようにしてください。詳細については、B-5

ページの「紙の溶解」を参照してください。 

■ 事前印刷に使用するインクの量を最小限にしてください。〔印刷業者のところで〕事前印

刷を行う際に大量のインクを使用するような設計は行わないでください。広い領域を事前

印刷する必要がある場合には、スクリーン印刷を行うようにしてください。 
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付録 B-9 

 

BBBB----2222----1111----1 1 1 1 インクインクインクインクにににに関関関関するするするする注意注意注意注意    

事前印刷に使用するインクは、不揮発性の油性のものを使用してください。事前印刷に適し

たインクは、以下の方法で乾燥します。 

■ 紫外線や熱（１日で乾燥） 

■ 酸化重合（７日で乾燥） 

■ 熱乾燥したインク（錫メッキ・インク） 

プレプリント紙を使用するときは、インクが完全に乾燥していること確認し、プリンタのローラに

インクが移ってプリンタの内部機構を汚さないようにしてください。 

下に挙げたインクは事前印刷には不向きです。 

■ 速結インク 

■ 蒸発乾燥用インク 

■ 低温固着インク 

■ 沈殿乾燥用インク 

■ 浸透乾燥用インク 

 

 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

事前印刷処理後のプレプリント紙も、用紙の仕様を満足するものでなければ

なりません。 

 

 

BBBB----2222----1111----2 2 2 2 プレプリントプレプリントプレプリントプレプリント紙紙紙紙のののの紙紙紙紙のののの丸丸丸丸まりまりまりまり    

前処理の印刷は、紙の丸まりを招くことがあります。通常、紙の丸まりの程度は、どちらの面を

先に印刷するかで違ってきます。詳細については、B-6 ページの「紙の丸まり」を参照してく

ださい。 
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付録 B-10 

 

BBBB----2222----2 2 2 2 穴穴穴穴あきあきあきあき紙紙紙紙    

穴あき紙は、平坦で変形のないものでなければなりません。穴の切り口が雑であったり、破損

している用紙は使用しないでください。穴開け処理で出た紙片や紙ボコリは、印刷する前に

取り除いてください。 

以下の仕様を満たす穴あき紙を使用してください。 

■ 穴の数は、最大４個。 

■ 穴の直径は、最大 8.0 mm（0.315 インチ） 

■ 穴は、以下の図の陰を付けた部分にかかってはならない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5mm 

(0.2in) 

5mm 

(0.2in) 

5mm 

(0.2in) 

5mm 

(0.2in) 
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付録 B-11 

 

BBBB----2222----3 3 3 3 ラベルラベルラベルラベル紙紙紙紙    

ラベル紙とは、圧をかけると裏が粘着性をもつ用紙のことです。ラベル紙は、表面の紙、粘着

性物質および裏地の紙の３つのもので構成されています。ラベル紙については、以下の点

に注意してください。 

■ 定着機で熱を加える際に、ラベル紙があまり丸まらず、また粘着物質も変化せずに有害

物質を発生させないこと。詳細については、B-5 ページの「紙の溶解」を参照してくださ

い。 

■ ラベルの間や裏地の紙の端に、粘着物質の剥き出しになっている部分がないこと。 

 

注意注意注意注意    

プリンタプリンタプリンタプリンタにににに粘着物質粘着物質粘着物質粘着物質がががが接触接触接触接触するとするとするとすると、、、、OPCOPCOPCOPC ドラムドラムドラムドラムややややプリンタプリンタプリンタプリンタのののの内部機構内部機構内部機構内部機構をををを

汚汚汚汚すすすす恐恐恐恐れがありますれがありますれがありますれがあります。。。。ラベルラベルラベルラベル紙紙紙紙のののの粘着物質粘着物質粘着物質粘着物質がががが剥剥剥剥きききき出出出出しになっているかどしになっているかどしになっているかどしになっているかど

うかはうかはうかはうかは、、、、ラベルラベルラベルラベル紙紙紙紙にににに普通紙普通紙普通紙普通紙をををを押押押押しししし付付付付けてけてけてけて調調調調べてくださいべてくださいべてくださいべてください。。。。普通紙普通紙普通紙普通紙にににに少少少少しししし

でもでもでもでも付着付着付着付着するようなするようなするようなするようなラベルラベルラベルラベル紙紙紙紙はははは、、、、使用使用使用使用しないでくださいしないでくださいしないでくださいしないでください。。。。    

 

■ シワや気泡、あるいは薄層分離しかかっているようなラベル紙は使用しないでください。 

■ ラベル紙を給紙トレイにセットするときには、用紙を数回さばいてからセットしてください。 

■ ラベル紙は、両面モードでの印刷に使用しないでください。 

■ 使いかけのラベル紙は使用しないでください。 

■ 製造から６ヶ月以上保管することがないように、ラベル紙の購入は最小限に留めてくださ

い。 

■ ラベル紙を使用するときには、まずテスト印刷を行い、このプリンタにうまく適合するかど

うかを確認してください。 
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BBBB----2222----3333----1 1 1 1 粘着粘着粘着粘着ラベルラベルラベルラベルのののの配置配置配置配置    

下の左側の図は、個々のラベルの間にすき間のあるラベル紙を表しています。この種のラベ

ル紙の場合、用紙ジャムを起こしたり、印刷中にラベルが剥がれたりする可能性があります。

右側の図は、個々のラベルの間にすき間のないラベル紙を表したもので、こちらのタイプの

用紙を使用することをお薦めします。ラベル紙を購入する際には、B-13 ページの「粘着ラベ

ルの仕様」を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BBBB----2222----3333----2 2 2 2 ラベルラベルラベルラベル紙紙紙紙のののの保管保管保管保管    

■ ラベル紙は、温度が摂氏 18°～24°C（華氏 64°～70°）で相対湿度が 55％以下

の、清潔で乾燥した場所に保管してください。 

■ ラベル紙を入れている箱や包みを開ける前に、プリンタのある部屋に置いておき、慣ら

すようにしてください。 

■ ラベル紙を入れている箱や包みは、少なくともそれを開ける 24 時間前には、プリンタの

ある部屋にもってきておいてください。 

■ そして、印刷を開始するまでは、ラベル紙を元の箱に入れておいてください。使用しなか

ったラベル紙は、元の箱に戻して箱にテープで封をするか、あるいは未使用のラベル紙

をビニールの袋に入れて保管してください。 

■ ラベル紙は、電源を切ったプリンタの給紙トレイに一晩あるいは長期間入れたままにして

おかないでください。 

■ ラベル紙は、パッケージから取り出してきたものから順に使っていくようにしてください。 

 

このタイプのものはお薦めできません このタイプのものをお使いください 

裏地の紙 ラベル ラベル 裏地の紙 
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BBBB----2222----3333----3 3 3 3 粘着粘着粘着粘着ラベルラベルラベルラベルのののの仕様仕様仕様仕様    

ラベル紙を購入するときは、以下の仕様のものを購入してください。 

 
 

特性特性特性特性    推奨推奨推奨推奨    

全体の斤量 

注意 2、4 

160 g/m

2

（42 ポンド）（表面の紙、粘着物質、裏

地の紙全部を含めて） 

厚さ 

注意 1、2、4 

最大 145μm（5.7 ミル）（表面の紙、粘着物質、

裏地の紙全部を含めて） 

表面の紙の滑らかさ（シェフィールド） 

注意 1、2、3 

100～200 シェフィールド単位 

静的摩擦係数 0.35～0.62 

表面サイズ剤 糊：合成表面サイズ剤は使用しないこと 

内部サイズ剤 

酸性ロジンまたは合成サイズ剤（アルキルケテ

ン・ダイマーまたはアルキル・コハク無水物） 

 

 

［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

1. 試験方法： パルプ製紙業技術協会（TAPPI：Technical Association of 

the Pulp and Paper Industry） 

2. 試験方法：国際標準化機構（ISO：International Organization for 

Standardization） 

3. 試験は、ラベル表面の切れ目のない広い部分で行い、切れ目による干渉

がないこと。 

4. 表面のラベル、粘着物質、および裏地の紙を含めた粘着ラベルの値 
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BBBB----2222----4 4 4 4 ミシンミシンミシンミシン目入目入目入目入りりりり用紙用紙用紙用紙    

ミシン目とは、用紙の一部を切り取りやすいようにするために、用紙に入れた一連の小さな穴

のことです。ミシン目入り用紙は、用紙ジャム、紙送りの不具合、あるいはプリンタに対する危

害を招くことがあります。ミシン目入り用紙を購入する際には、以下の注意点に気を付けてく

ださい。 

■ 重送や汚損、用紙ジャムといった問題を引き起こすことになりますので、バリ〔まくれなど

の雑な切り口〕や紙ボコリのあるミシン目はよくありません。 

■ ミシン目が盛り上がっているもの（平坦になっていないもの）は使用しないでください。 

 

 

 
 

■ ミシン目の切れている部分で切れていない部分の比が 1:1 のものにしてください。 

 

 

 

 

 

■ ミシン目は、用紙の端までかからないようにしてください。ミシン目の端から用紙の端まで

は、最低 50 mm 確保してください。 

■ ミシン目の数は、最大で水平方向 3 本、垂直方向 2 本としてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

このようなものはお薦めできません 

切れている 
部分 

切れていない 
部分 

垂直方向のミシン目は、 

最大 2 本 

紙送りの方向 

ミシン目は用紙の端まで 
続いていないこと 

水平方向のミシン目は、 

最大 3 本 
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■ ミシン目の周囲 5 mm の範囲内には印刷しないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

BBBB----2222----5 5 5 5 タブタブタブタブ紙紙紙紙    

タブ紙は、以下のサイズおよび重量のものがサポートされています。 

 

タブタブタブタブ数数数数    用紙用紙用紙用紙サイズサイズサイズサイズ    用紙重量用紙重量用紙重量用紙重量    

3 A4/レター 163 ～ 199 g/㎡ 

5 A4/レター 163 ～ 199 g/㎡ 

8 A4/レター 163 ～ 199 g/㎡ 

 

BBBB----2222----6 6 6 6 OHPOHPOHPOHP シートシートシートシート    

OHP シートは、主として、映写機（OHP）で使用するための絵や図を印刷するために使用さ

れます。OHP シートは、トナーが付着するように特殊なコーティングのなされたポリエステル

のフィルムでできています。OHP シートを両面モードで印刷することはできません。 

OHP シートを使うときは、以下の点に注意すると、印刷性能を向上させることができます。 

■ べたつきを起こさないようにするために、セットする前に OHP シートを数回さばいてくださ

い。 

 

■ 溶融過程後の用紙走行部での用紙ジャムがしつこく起こる場合には、ＯＨＰシートを 

MBT にセットしてフェイスアップで印刷してください。 

5mm 

(0.2in) 

5mm 

(0.2in) 
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2.5 mm
(0.1 in)

2.5 mm
(0.1 in)

2.5 mm
(0.1 in)

Line

Line Line

罫線 

罫線 罫線 

2.5mm 
(0.10in) 

2.5mm 
(0.10in) 

2.5mm 
(0.10in) 

2.5 mm
(0.1 in)

2.5 mm
(0.1 in)

2.5 mm
(0.1 in)

Line

Line Line

罫線 

罫線 罫線 

2.5mm 
(0.10in) 

2.5mm 
(0.10in) 

2.5mm 
(0.10in) 

2.5 mm
(0.1 in)

2.5 mm
(0.1 in)

2.5 mm
(0.1 in)

Line

Line Line

罫線 

罫線 罫線 

2.5mm 
(0.10in) 

2.5mm 
(0.10in) 

2.5mm 
(0.10in) 

2.5 mm
(0.1 in)

2.5 mm
(0.1 in)

2.5 mm
(0.1 in)

Line

Line Line

罫線 

罫線 罫線 

2.5mm 
(0.10in) 

2.5mm 
(0.10in) 

2.5mm 
(0.10in) 

 

BBBB----3 3 3 3 印刷時印刷時印刷時印刷時のののの注意点注意点注意点注意点 

BBBB----3333----1111 印刷保証領域印刷保証領域印刷保証領域印刷保証領域    

印刷保証領域とは、１枚の用紙の中で印刷が保証される領域のことを表します。以下に示す

印刷領域以外に印刷を行うと、印刷品質が低下する可能性があります。 

■ 穴あき紙の場合、プリンタ内部の汚れをできるだけ抑えるために、穴の切り口から 3 mm

（0.12 インチ）までが印刷保証領域となります。 

■ 印刷保証領域は、下の図のかげを付けた部分です。 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、下記条件下では、上下左右とも5mm(両面印刷の場合の裏面下端は、6mm) まで印刷品質

の低下するおそれのある範囲を狭められます。 

1）用紙に関しては、推奨紙（B-1-2参照）のＨｉＮＩＰ 55kg紙であること。 

2）用紙含水率は、3.7Wt%から5.5Wt%内であること。 

3）装置環境は、下記条件下であること。 

温度：19-25℃ 湿度：40-60％ 

4）印刷密度は、Ａ４サイズの用紙で4％以下であること。 

なお、用紙サイズをはみ出て印刷した場合は、印刷汚れが発生する可能性があるのでご注意くだ

さい。 

 

BBBB----3333----2 2 2 2 印刷済印刷済印刷済印刷済みのみのみのみの罫線罫線罫線罫線    

罫線が印刷済みの用紙を使用する場合は、テキストは、罫線から少なくとも 2.5 mm（0.10 イ

ンチ）離して印刷するようにしてください。 

 

 

 

5 mm

(0.2 in)

5 mm

(0.2 in)

6 mm

(0.24 in)

8 mm

(0.31 in)

3 mm

(0.12 in)

Hole
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BBBB----4444    推奨用推奨用推奨用推奨用紙紙紙紙 

本プリンタは、電子写真特性を持った上質紙(NIP 紙)を使用します。 

 

BBBB----4444----1 1 1 1 連量連量連量連量 55kg55kg55kg55kg のののの用紙用紙用紙用紙    

[梱包済の日立ページプリンタ標準紙を指定して、発注する] 

乾式電子写真特性を持った上質紙（NIP 紙）を使用することができますが、用紙の特性は用

紙の安定走行、印刷品質に大きな影響を与えます。下表日立ページプリンタ標準紙の御使

用をおすすめします。紙質、サイズについて、標準紙を準備しています。 

これらの標準紙は、日立ページプリンタとの適合性について十分なテストを重ねて開発され

た用紙であり、またロット毎の品質についても確認し、品質の維持に努めている用紙です。業

務の円滑な運用を図るためにも、標準紙の御使用を推奨致します。 

日立ページプリンタ標準紙を以下に示します。 

連量 重量 紙 質 梱包箱表示名称 

（略称） 

サイズ  備  考 

HINIP・HS 用紙 A3,A4,B4,B5  白紙 

HINIP・HK 用紙 同上  

カラー用紙 ファインカラー 同上 色：ピンク、クリーム、 

  ライトブルー、 

  グリーン、アイボリー 

55kg 64g/m

2

 

再生紙 HINIP・KR 再生紙 同上  

 

標準紙を発注するには、フォームメーカに下記型番を指定して発注頂くか、カタログをフォー

ムメーカに御請求のうえ、御指定ください。 

 

[標準紙の指定方法] 

 次の   の中には、各指定の文字または数字が入ります。 

日立ページプリンタ用 

ＨＫ －    －    Ｔ６４ －    －            

 

 （4）色の指定 

（3）とじ穴有りの指定 

（2）用紙のサイズ 

（1）用紙の種別 
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標準用紙の指定方法を以下に示します。 

項目 用紙の仕様 指定の文字 

白紙 ＨＳ  注 1） 

ＨＫ  注 1） 

カラー用紙 ＫＣ 

（1）用紙の種別 

再生紙 ＫＲ 

（2）用紙のサイズ A4,A3,B5,B4 各用紙サイズ 

無し 指定なし （3）とじ穴 

有り 2P-7 または 2P-10 注 2） 

（4）色の指定 5 色の中から指定 

ピンク 

クリーム 

ライトブルー 

グリーン 

アイボリー 

注 1）HS,HK の違いは用紙メーカの違いで品質は同等です。 

注 2）2P-7；とじ穴の用紙縁からの距離７mm，2P-10；同左 10mm 

 

<指定例> 

(1) A4 サイズ、白紙、パンチ穴ありの用紙を指定 

日立ページプリンタ用 HK-HS-A4T64-2P-7 

(2) B4 サイズ再生紙パンチ穴なし 

日立ページプリンタ用 HK-KR-B4T64 

(3) A4 サイズカラー用紙パンチ穴なし 

日立ページプリンタ用 HK-KC-A4T64-ピンク 

 

BBBB----4444----2 2 2 2 連量連量連量連量 55Kg55Kg55Kg55Kg 以外以外以外以外のののの用紙用紙用紙用紙    

[原反紙質を指定して、カット紙への加工を発注する] 

55Kg 紙と同様、乾式電子写真特性を持った上質紙（NIP 紙）を使用することができますが、

下記に示す用紙を原反として、所要サイズに加工された用紙の御使用をおすすめします。

フォームメーカに、下記紙質を指定のうえ、発注してください。 

 

連量（Kg） 重量（g/ m

2

） 紙質指定 主な用途 

70 82 HK-HD1 通信用（ﾚﾀｰﾍｯﾄﾞ）、台帳、一般帳票 

90 105 HK-HD2  

110 128 HK-HD3  

120 140 HK-HD4 郵便はがき、台帳 

135 157 HK-HD5  

 

なお、ロール状の巻かれた用紙を原反として所要サイズに加工するため、加工時のカール

矯正技術及び含水率管理技術の良し悪しが用紙走行の安定性に大きな影響を与えます。 
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BBBB----4444----3 3 3 3 用紙用紙用紙用紙のののの発注先発注先発注先発注先    

下記に示すフォームメーカは用紙カール矯正技術、及び含水率管理技術について、プリン

タとの適合性をテスト済であり、下記に示すフォームメーカに発注することを推奨致します。 

 

フォームメーカ 用紙連量範囲 

（株）日立情報システムズ 55kg～135kg 

小林記録紙（株） 55kg～135kg 

トッパンムーア（株） 55kg～110kg 

大日本印刷（株） 55kg～135kg 

 

（株）日立情報システムズ担当窓口を以下に示します。 

 

トナー、現像剤などの消耗品についてのお問合わせ及びご注文は、最寄りの 

（株）日立情報システムズへご連絡ください。 

 本社 ＯＡ事業部 

  〒150-8540 東京都渋谷区道玄坂 1-16-5    TEL 03-3464-5110 

                                 FAX 03-3780-6891 

 

東北地区 ＴＥＬ ＦＡＸ 

東北支店 

 〒980-0811 仙台市青葉区一番町 1-17-26 幸ビル 

秋田営業所 

 〒010-0951 秋田市山王 2-2-17 山王ピアレス 

 

022-227-6464 

 

018-863-6201 

 

022-266-8573 

 

018-865-2420 

関東地区 ＴＥＬ ＦＡＸ 

茨城支店 

 〒310-0803 水戸市城南 2-1-20 千代田生命水戸ビル 

横浜支店 

 〒220-0011 横浜市西区高島 2-6-32 日産横浜ビル 

北関東営業所 

 〒330-0802 さいたま市宮町 1-86 大宮東邦生命ビル 

土浦営業所 

 〒300-0036 土浦市大和町 9-3 ウララ 3ビル 

千葉営業所 

 〒260-0028 千葉市中央区新町 1000 センシティタワー 

 

029-224-9505 

 

045-451-5111 

 

048-641-0731 

 

0298-24-4821 

 

043-247-8213 

 

029-226-0489 

 

045-451-5121 

 

048-644-3226 

 

0298-24-4867 

 

043-247-8215 

中部地区 ＴＥＬ ＦＡＸ 

中部支店 

 〒460-0002 名古屋市中区丸の内 3-22-21 安田火災名古屋ビル 

静岡営業所 

 〒420-0859 静岡市栄町 3-9 朝日生命静岡ビル 

北陸営業所 

 〒920-0852 金沢市此花町 7-8 東京生命金沢ビル 

 

052-953-3611 

 

054-253-2723 

 

076-221-4341 

 

052-953-3621 

 

054-251-1815 

 

076-260-7746 

近畿地区 ＴＥＬ ＦＡＸ 

関西支店 

 〒550-0013 大阪市西区新町 1-3-16 大正生命四ッ橋ビル 

京滋営業所 

 〒600-8008 京都市下京区四条烏丸東入長刀鉾町 20 四条烏丸 FT ｽｸｴｱ 

神戸営業所 

 〒650-0044 神戸市中央区東川崎町 1-3-3 神戸ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 

 

06-6535-5151 

 

075-252-5201 

 

078-351-2534 

 

06-6535-5000 

 

075-223-6815 

 

078-341-2164 
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中国地区 ＴＥＬ ＦＡＸ 

中国支店 

 〒730-0811 広島市中区中島町 3-25 ニッセイ平和公園ビル 

岡山営業所 

 〒700-0823 岡山市丸の内 1-1-17 スミクラビル 

福山営業所 

 〒720-0815 福山市野上町 1-2-17 

山陰営業所 

 〒690-0007 松江市御手船場町伊勢宮 551 ニッセイ松江ビル 

山口営業所 

 〒753-0077 山口市熊野町 1-10 ニューメディアプラザ山口 

浜田出張所 

 〒697-0022 浜田市浅井町 86-32 四ツ葉商会ビル 

 

082-247-0811 

 

086-226-3371 

 

0849-24-5220 

 

0852-24-1021 

 

083-923-1828 

 

0855-23-1155 

 

082-247-0815 

 

086-226-3376 

 

0849-23-8050 

 

0852-24-1036 

 

083-923-4558 

 

0855-22-2721 

四国地区 ＴＥＬ ＦＡＸ 

四国営業所 

 〒760-0007 高松市中央町 5-31 中央町ビル 

松山分室 

 〒790-0003 松山市三番町 4-4-6 松山第二東邦生命ビル 

 

087-833-5078 

 

089-932-1045 

 

087-833-5085 

 

089-933-3724 

九州地区 ＴＥＬ ＦＡＸ 

九州支店 

 〒815-0081 福岡市南区那の川 1-23-35 九電工本社ビル 

北九州営業所 

 〒802-0081 北九州市小倉北区紺屋町 13-1 毎日西部会館 

熊本営業所 

 〒860-0844 熊本市水道町 9-31 日産火災熊本ビル 

鹿児島営業所 

 〒890-0064 鹿児島市鴨池新町 6-6 鴨池南国ビル 

 

092-522-8031 

 

093-551-1448 

 

096-324-5386 

 

099-259-1991 

 

092-522-8035 

 

093-551-3203 

 

096-351-0168 

 

099-257-5702 
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付録 C-1 

 

付録付録付録付録 C C C C    

用紙取用紙取用紙取用紙取りりりり扱扱扱扱いのいのいのいの手引手引手引手引きききき 
 
 

 

紙詰まりやスキューなど、用紙に関するトラブルを防ぐために、次の注意を十分理解し、守ってくだ

さい。 

CCCC----1111    用紙用紙用紙用紙をををを正正正正しくしくしくしく取取取取りりりり扱扱扱扱うためにうためにうためにうために 

用紙は、保管状態および室温や湿度などの環境条件に大きく影響されます。急激な温度変

化のために用紙の湿度が適切に保たれないと、用紙は下図のように変形し、紙詰まりを起こ

しやすくなります。 

 

 

 
カール 波打ち 
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付録 C-2 

 

用紙のトラブルを防ぐために、次の点にご注意ください。 

 

(1) 用紙は、なるべく使用直前に包装紙を開封して取り出してください。印刷前に用紙の包装を解

いた状態で長時間放置しないでください。包装紙は防湿素材でできており、用紙の吸湿を防

ぎます。 

(2) 用紙にカールやそりが発生した場合は、次の「良い例」の図に示すように用紙をセット

してください。 

  良い例    悪い例 

 

 

 

給紙部内のピックローラ部付近で、紙詰まりやスキュ

ーが起きる可能性があります。 

 

 

(3) 夜間・休日などの空調停止期間に、給紙部内の用紙が上記図の悪い例のように変形すること

があります。プリンタの使用開始前に、給紙部内の用紙を上下逆さまに置き換えて、上記図の

良い例の状態にしてください。 

（通常は、セットされている用紙の上部から200 ～300 枚を逆さにしてください。または、変形し

た用紙は取り除いてください。） 
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カール（上向き） 
カール（下向き） 

カール（上向き） 
カール（下向き） 



 

付録 C-3 

 

CCCC----2222    用紙品質用紙品質用紙品質用紙品質のののの確認確認確認確認 

用紙の包装を解いたとき、または用紙を給紙部に入れる前に、用紙の品質を慎重に調べて

ください。次のような欠陥のある用紙は取り除き、使用しないでください。用紙の包装を解い

た直後に欠陥を見つけた場合は、用紙メーカーに用紙の品質を問い合わせてください。 

 

(1) 破れ、しわ、耳折れ 

給紙部内のピックローラ部付近で、紙詰 

まりやスキューが発生する原因になりま 

す。 

 

 

 

 

 

 

(2) 端面ダレ  

ドラム部付近で、紙詰まりやスキューが 

発生する原因になります。 

特にダレの発生しやすい積まれた用紙の 

最上部と最下部をよく調べてください。 

 

 

 

 

 

 

(3) バリ 

用紙にバリ（切断時にかどに残った薄い 

でっぱり）がある場合は、特にドラム部 

付近で、紙詰まりやスキューが発生しや 

すくなります。 

紙詰まりが発生した場合は、用紙を上下 

逆さまに置き換えてください。バリの向き 

を変えることにより、紙詰まりの発生を 

減少できる場合があります。 

バリ 

端面ダレ 

しわ 

耳折れ 

破れ 
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付録 C-4 

(4) 縁のうねり、縮み 

湿度が高くなると用紙の縁がうねりま 

す。この問題は、用紙の縁が湿気を吸 

収する一方で、残りの部分が影響を受 

けないことにより発生します。また、 

用紙の性質により、用紙を積み上げた 

時、用紙の中央と縁の高さが違う場合 

があります。これらにより、用紙スキュー 

が頻繁に起こり、用紙をピックすること 

ができなくなります。 

この場合の許容できる変形は、左図の 

通りです。 

 

 

 

 

 

湿度が低くなると用紙の縁が水分を失 

い、用紙の縁が収縮します。これによ 

り用紙スキューおよび紙詰まりが起こ 

ります。 

この場合の許容できる変形は、左図の 

通りです。 

最大：2ｍｍ 

（給紙部に用紙が最大限入っている状態） 

最大：6ｍｍ 

（給紙部に用紙が最大限入っている状態） 
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付録 C-5 

CCCC----3333    用紙用紙用紙用紙のののの補給補給補給補給 

 (1) 用紙の持ち方 

用紙は一度に大量につかんだり持ったりしないでください。目安として、用紙を1 ,000枚セッ

トする場合は、200 ～500 枚ずつに分けてセットしてください。 

  良い例     悪い例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一度にたくさんの用紙をつかんだり持った

りすると、用紙の積み重なりがふぞろいに

なり、一部の用紙がはみ出すことがありま

す。はみ出した用紙のかどは給紙部にセッ

トするときに折れてしまい、ピックローラ部付

近で紙詰まりが発生する原因となります。 

 

(2) 用紙の置き方 

用紙はまっすぐ上から静かに給紙部に入れてください。用紙を横にスライドさせて給紙部に

入れないでください。 

  良い例      悪い例 

 

 

 

 

 

 

 

 

用紙を横にスライドさせて給紙部に入れる

と、耳折れが起きやすく、紙詰まりの原因に

なります。 

中折れ 

はみだし 
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付録 C-6 

(3)用紙セット後の確認 

用紙が欠陥なく正しくセットされていることを確認してください。次の欠陥がある用紙は取り除

いてください。 

 

耳折れ 

破れ 

中折れ 

はみだし 
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付録 D-1 

 

付録付録付録付録 D D D D    

レポートレポートレポートレポート印刷印刷印刷印刷 
 
 

この付録 D では、レポート印刷の印刷サンプルを示します。 

 

 

１．ステータス・レポート印刷 

ステータス・レポートには、プリンタの現在の設定内容が印刷されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．デモ・レポート印刷 （１ページ） 

デモ・レポートには、デモページが印刷されます。 
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付録 D-2 

３．サマリー・レポート印刷 （１ページ） 

サマリー・レポートには、Processor、解像度などプリンタの概要が印刷されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．ディスク・ディレクトリ・レポート印刷 

ディスク・ディレクトリ・レポートには、PCL 及び PostScript 用ディスク・ディレク

トリの内容が印刷されます。 
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付録 D-3 

 

５．フォント印刷 

５．１ PCL フォント・レポート印刷 

     PCL フォント・レポート印刷には、PCL 用のフォントの一覧が印刷されます。 

 

 

 

 

５．２ ポストスクリプト・フォント・レポート印刷 

     ポストスクリプト・フォント・レポート印刷には、ポストスクリプト用の 

     フォントの一覧が印刷されます。 
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付録 D-4 

６．用紙パターン 

  各トレイの用紙パターンの登録値が印刷されます。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

７．装置設定 

  装置の設定値が印刷されます。 
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付録 E-1 

 

付録付録付録付録 E E E E    

テストテストテストテスト印刷印刷印刷印刷 
 

 

この付録 E では、テスト印刷の印刷サンプルを示します。 

 

１．前面黒テスト印刷 

このテスト印刷は、両面印刷で、４ページ（２枚）印刷されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．黒矩形テスト印刷 

このテスト印刷は、両面印刷で、４ページ（２枚）印刷されます。 
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付録 E-2 

 

３．ハーフトーン・テスト印刷 

このテスト印刷は、両面印刷で、４ページ（２枚）印刷されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．濃淡テスト印刷 

このテスト印刷は、両面印刷で、４ページ（２枚）印刷されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．２on４off テスト印刷 

このテスト印刷は、両面印刷で、４ページ（２枚）印刷されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OG B 04  



 

付録 E-3 

 

６．文字大テスト印刷 

このテスト印刷は、両面印刷で、４ページ（２枚）印刷されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．斜線テスト印刷 

このテスト印刷は、両面印刷で、４ページ（２枚）印刷されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．濃淡２テスト印刷 

このテスト印刷は、両面印刷で、４ページ（２枚）印刷されます。 
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付録 E-4 

 

９．文字各種テスト印刷 

このテスト印刷は、片面印刷で１ページ印刷されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０． 文字４％テスト印刷 

このテスト印刷は、両面印刷で、約６０ページ（３０枚）印刷されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１．クロスパターン 

  このテスト印刷は、両面印刷で２ページ印刷されます。 
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付録 F-1 

付録付録付録付録 F F F F    

ベストフィットベストフィットベストフィットベストフィット機能機能機能機能についてについてについてについて 
 

本プリンタにはベストフィット機能が搭載されています。(ポストスクリプトのみ) 

 

    ［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

・本機能を有効に設定すると、ユーザが指定したメディア（用紙サイズ、用紙タイ

プ、用紙重量および用紙セット方向）で印刷されない場合があります。 

 

・ベストフィット機能について 

ポストスクリプトで用紙を選択する際、本プリンタではメディアに関する下記４項目をユ

ーザが明示的に指示する必要があります。 

・用紙サイズ 

・用紙タイプ 

・用紙重量 

・用紙セット方向 

ベストフィット機能を有効に設定している場合、ユーザが指定したメディアがプリンタの

各トレイにセットされていない場合には、下記優先順位に従って自動的に他のメディアに

印刷を行います。 

 

用紙サイズ＞用紙タイプ＞用紙重量＞用紙セット方向 

 

    ［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

・ベストフィット機能を無効に設定している場合、ユーザが指定したメディアがプ

リンタの各トレイにセットされていない場合には、ユーザが指定したメディアを

MBT 以外のトレイにセットするよう OCP パネル上にメッセージを表示し、実際

にメディアがセットされるまで印刷動作を停止します。 

MBT からは給紙できませんので、プリンタドライバから印刷を行う場合、給紙

トレイには MBT 以外のトレイを指定するか、またはベストフィット機能を有効

に設定してください。 

・用紙重量自動選択を有効にした場合、用紙重量は上記から省かれます。（Post 

Script のバージョンが 3011 のときのみ表示されます。Post Script のバージョン

はステータスページを参照してください。） 
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付録 F-2 
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付録 G-1 

付録付録付録付録 G G G G    

フォントフォントフォントフォントののののダウンロードダウンロードダウンロードダウンロード 
 

フォントをダウンロードする際、ＰＣとの接続はクロスケーブルを使用し、１対１で行っ

てください。本プリンタ内蔵のハードディスクに市販のポストスクリプトフォントをダウ

ンロードすることができます。 

１．フォントダウンロードの準備 

（１）プリンタにダウンロードするポストスクリプトフォント 

（２）プリンタの「プリンタ設定」メニューでウエイトタイムアウトの値を４０秒以上に

設定する。極端に小さな値ではフォントをダウンロードできないことがあります。 

（３）Apple EtherTalk 用論理プリンタを使用の場合、論理プリンタのオプション-フィル

タの設定を「AppleTalk Binary」にしてください。（5-24 ページ参照）。フォントダ

ウンロード後は必ずフィルタの設定を「無し」に戻してください。 

２．フォントのダウンロード 

    ［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

内蔵ハードディスクは、ダウンロードフォントの処理ができるように予め初期化さ

れています。絶対に初期化、フォーマットおよびイニシャライズは行わないでくだ

さい。フォントデータおよびその他必要なデータが消去されてプリンタが壊れます。 

フォントのダウンロードはプリンタ側は何も実行中でないことを確認してから行

ってください。正常にフォントがダウンロードされないことがあります。 

 

（１）お客様が準備したポストスクリプトフォントのマニュアルに従って、フォントのダ

ウンロードを行います。 

（２）ダウンロード終了後、フォントを認識できるようにするため、必ずプリンタの電源

をいったん OFF した後 ON してください。 

（３）ＯＣＰから「レポート印刷／フォント／ポストスクリプト」のメニューを選択して、

印刷されるフォントリストを確認します。 

 

    ［［［［留意事項留意事項留意事項留意事項］］］］    

・印刷中はハードディスクへアクセスするため、プリンタの電源を OFF にしない

でください。フォントデータ等が壊れることがあります。 

・障害対策等のためコントローラ、ハードディスク等を交換した場合に、フォント

の再ダウンロードをお客様の責任で実施して戴く場合があります。フォントのメ

ーカにより方法が異なりますので、お客様が購入されたフォントの説明書を良く

読んでください。通常、コントローラ等を交換した説明書（保守サービス報告書

等）を保守員より受け取り、フォントのフロッピーディスクや CD-ROM を添え
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付録 G-2 

てフォントメーカに送ることにより、新しいフォントを入手することができます。

（料金はフォトメーカに確認ください） 

ただし、本プリンタのオプションとして購入頂いた下記表に示すフォントにつきまし

ては、有償にてフォントのダウンロードサービスを実施しております。（料金につき

ましては、保守員に確認ください） 

フォント形名 フォント名 備考 

HT-F4558-F101 増設フォント１ ANK 

HT-F4558-F102 増設フォント２ OCR-B 

HT-F4558-F103 増設フォント３ ANK および OCR-B 

HT-F4558-F201 増設フォント JIS2004J 明朝 

HT-F4558-F202 増設フォント JIS2004J ゴシック 

HT-F4558-F203 増設フォント JIS2004W 明朝 

HT-F4558-F204 増設フォント JIS2004W ゴシック 

HT-F4558-F205 増設フォント日立書体 明朝 

HT-F4558-F206 増設フォント日立書体 ゴシック 

HT-F4558-F207 増設フォント日立書体セット２ 明朝 

HT-F4558-F208 増設フォント日立書体セット２ ゴシック 

 

・保守員をコールする必要が生じたとき、フォントをダウンロードしてある旨保守

員ご連絡いただけるとスムーズに処理できる場合があります 

・フォントのダウンロードに問題がある場合、下記メニューにて「Download」モ

ードを選択してください。 

    プリンタ設定／ポストスクリプト／AppleTalk モード 

「Download」モードでは通常の Mac からの印刷に問題が発生しますので、フォ

ントのダウンロード作業が終了したら必ず「Normal」モードを選択してください。

（マルチプロトコル対応ネットワークモデルのみ） 
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用語集-1 

 

用語集用語集用語集用語集 

数字数字数字数字    

10/100 BaseT10/100 BaseT10/100 BaseT10/100 BaseT    シールドなしツイスト・ペア線を使用し、10/100 Mbps のデータ転送を行う 

IEEE 802.3 仕様。 

AAAA    

ANSIANSIANSIANSI 米国規格協会。米国内の任意の標準化団体間の調整を行う機関。ANSI は、ISO（国

際標準化機構）の一員。 

AppleTalkAppleTalkAppleTalkAppleTalk アップル・コンピュータ社が提唱し、管理している関連する一連の通信プロトコ

ル。 

ASCIIASCIIASCIIASCII    情報交換用米国標準符号。数値コードを文字や記号に割り当てるために標準化さ

れた符号化体系。 

Auto CascadeAuto CascadeAuto CascadeAuto Cascade <オート・カスケード> 最初のトレイが空になったときに、自動的に次の用紙ト

レイを選択すること。 

BBBB    

Baud Baud Baud Baud <ボー> データ転送の速度の単位で 1 ビット／秒に相当。 

BiBiBiBi----directionaldirectionaldirectionaldirectional <双方向> プリンタは、双方向の並列信号を使って、ステータス・メッセージを

コンピュータに送信します。 

BitBitBitBit <ビット> プリンタやコンピュータで使用される情報の最小単位となる１桁の２進数。 

bpsbpsbpsbps （ビット／秒） ボーと同じというわけではない。 

ByteByteByteByte <バイト> 8 ビットからなる情報の単位。 

CCCC    

Cache memoryCache memoryCache memoryCache memory <キャッシュ・メモリ> 短期的に使用される動的なメモリ。頻繁に使用されるデ

ータへの高速なアクセスを可能にする。 

CancelCancelCancelCancel <キャンセル> ユーザが何かの処理や動作を終了させるためにクリックするボタン。 

CDCDCDCD----ROMROMROMROM    コンパクト・ディスクによる読み出し専用メモリ。 

Centronics ParallelCentronics ParallelCentronics ParallelCentronics Parallel <セントロニクス・パラレル> IBM-PC での１つの通信規格。プリンタなど

の周辺機器をコンピュータに接続するための一種のインターフェース。パラレル・インターフ

ェースも参照のこと。 

ConsumablesConsumablesConsumablesConsumables <消耗品> プリンタで消費されるトナーや現像剤（EP カートリッジ）などの品

目。 
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Control CodeControl CodeControl CodeControl Code <制御コード> PCL 言語のコマンドの一種。プリンタの機能を開始するための 

ASCII コード。 

ControllerControllerControllerController <コントローラ> エンジンを制御するボード。ファームウェア、I/O コントローラ、

RAM、メイン CPU からなる。 

CPICPICPICPI 文字／インチ。 

CPUCPUCPUCPU 中央処理装置。 

DDDD    

Data Data Data Data <データ> 通常、分析を行うために整理された事実に関する情報。 

Database Database Database Database <データベース> データベース・プログラムで操作されるデータ本体。 

DensityDensityDensityDensity <密度> 印刷される画像の黒さの度合。 

DesktopDesktopDesktopDesktop <デスクトップ> コンピュータ上のカーソルの有効な画面上の作業領域のこと。 

Dialog boxDialog boxDialog boxDialog box <ダイアログボックス> ユーザから情報を入力してもらうために画面上に表示され

るボックス〔ウィンドウ〕。 

DOSDOSDOSDOS ディスク・オペレーティング・システム。 

DOTDOTDOTDOT <ドット> 画面上の個々のピクセルを表すときには、ビットとはいわずに、ドットという。 

dpidpidpidpi（ドット／インチ） 印刷される１ページ内の分解能の単位。 

DownloadDownloadDownloadDownload <ダウンロード> ホストからプリンタやプリンタ・サーバの内部メモリあるいはハード

ディスクにデータ転送を行う処理のこと。 

EEEE    

EMIEMIEMIEMI 電磁波妨害 

EmulationsEmulationsEmulationsEmulations <エミュレーション> 別のプリンタ（エミュレートされるプリンタ）と同じコマンドを受

けとり動作することで、そのプリンタの動作を模擬する能力のこと（LJ III エミュレーションな

ど）。 

Escape SequenceEscape SequenceEscape SequenceEscape Sequence <エスケープ・シーケンス> PCL のエスケープ・シーケンスには、２個以上

の文字が使用される。１文字目には、必ず、EC 記号で表されるエスケープ・コードが使用さ

れ、プリンタは、このコードをプリンタ・コマンドとなる文字列を識別するための制御コードとし

て使用する。プリンタが、コンピュータから送られてくるデータを監視するときには、このエスケ

ープ・コードであるかどうかをチェックする。エスケープ・コードであれば、プリンタは、それに

添えられている文字といっしょにして、印刷すべきデータとしてではなく、実行すべきコマンド

として読み込む。 

ESDESDESDESD 静電気放電。 

EthernetEthernetEthernetEthernet <イーサネット> ゼロックス社が考案し、ゼロックス、インテル、DEC（ディジタル・イク

イップメント）の３社によって共同開発されたベースバンド LAN の仕様。イーサネット・ネット

ワークでは、同軸ケーブル上で CSMA/CD 方式を使用して 10 Mbps のデータ転送速度

が実現される。 

EtherTalkEtherTalkEtherTalkEtherTalk イーサネット上で実行される AppleTalk プロトコル群。 

ExitExitExitExit プログラムを終了すること。 
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FFFF    

Face downFace downFace downFace down <印刷面下向き> 印刷された面を下向きにしてプリンタから出てくるページのこ

と。 

Face upFace upFace upFace up <印刷面上向き> 印刷された面を上向きにしてプリンタから出てくるページのこと。 

Factory DefaultsFactory DefaultsFactory DefaultsFactory Defaults <工場出荷デフォルト値> プリンタ製造時に設定されるプリンタ設定値。 

HHHH    

HCFHCFHCFHCF 大容量フィーダ 

HDDHDDHDDHDD ハードディスク・ドライブ 

IIII    

IEEEIEEEIEEEIEEE    米国電気電子技術者協会 

Image AreaImage AreaImage AreaImage Area <画像領域> １ページの中の印刷可能領域のこと 

Initialize Initialize Initialize Initialize <初期化> プリンタに電源を入れて、プリンタのデフォルトの初期状態を確立するこ

と。 

I/O ConnectorI/O ConnectorI/O ConnectorI/O Connector <I/O コネクタ> コンピュータをプリンタに接続するためのケーブルがここに

接続される（パラレル、シリアル、LocalTalk、Ethernet など）。 

IPIPIPIP インターネット・プロトコル。アドレシング情報やパケットの配信経路を制御するための情

報を管理する第３層（ネットワーク層）のプロトコル。 

ITUITUITUITU----TSSTSSTSSTSS    各種の通信規格を策定する国際機関。旧 CCITT。 

LLLL    

LANLANLANLAN 構内ネットワーク。 

LCDLCDLCDLCD 液晶ディスプレイ。 

LEDLEDLEDLED 発光ダイオード（Light Emitting Diode）。可視光や赤外線を放つ半導体の光源。 

MMMM    

MACMACMACMAC メディア・アクセス制御。 

MBTMBTMBTMBT マルチ・バイパス・トレイ（Multi-bypass Tray）。枚数が少ないときの自動的な印刷や単

票の手動給紙に使用される（上質紙、はがき、OHP、ラベル、特殊形状の用紙など） 

MultimediaMultimediaMultimediaMultimedia <マルチメディア> 本プリンタのマルチメディア・フィーダは、いろいろな紙のサイ

ズ、フィルム、封筒に対応している。 

NNNN    

NICNICNICNIC ネットワーク・インターフェース・カード 
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OOOO    

OCPOCPOCPOCP オペレータ・コントロール・パネル（Operator Control Panel） 

Operating SystemOperating SystemOperating SystemOperating System <オペレーティング・システム> プログラムの実行を制御するソフトウェア。 

OrientationOrientationOrientationOrientation <向き> ページ上の印刷の配置。縦置き（ポートレート）では、１枚の用紙の短い

辺を上下にして、上から下に向かって印刷が行われる。横置き（ランドスケープ）では、１枚の

用紙の長い辺を上下にして左から右に向かって印刷が行われる。 

OSIOSIOSIOSI 開放型システム間相互接続（Open Systems Interconnection）。ネットワーク動作の論理

的な構造で、ベンダ間の機器の相互運用性を確保するためにある。７層で構成されるネット

ワーク・プロトコル標準。 

PPPP    

Paper SizePaper SizePaper SizePaper Size <用紙サイズ> 用紙の物理的な寸法。 

Parallel InterfaceParallel InterfaceParallel InterfaceParallel Interface <パラレル・インターフェース> 8 ビットずつデータ送信を行うためのインタ

ーフェース。本プリンタのパラレル・インターフェースは、ユーザ・システムとプリンタの間で双

方向通信が行えるように設定することができます。 

Parity checkParity checkParity checkParity check <パリティ・チェック> １文字ごとにデータが確実かどうかを検査するための処

理。 

PCLPCLPCLPCL ヒューレット・パッカード社のプリンタ制御言語。 

PDFPDFPDFPDF ポータブル・ドキュメント・フォーマット（Portable Document Format）。 

PDLPDLPDLPDL ページ記述言語（Page Description Language）。 

PixelPixelPixelPixel <ピクセル> 電子出版における、ディジタル画像処理の基本的な単位。 

PorosityPorosityPorosityPorosity <多孔率> 特定の物質における全体の体積に対する細孔の体積の比率。たとえば、

用紙の中で光が透過する細孔の体積の比率。 

PortPortPortPort <ポート> 装置がデータを入出力するときに使用する通路のこと。 

PostScriptPostScriptPostScriptPostScript <ポストスクリプト> アドビー・システムズ社の登録商標。 

PPDPPDPPDPPD ポストスクリプト・プリンタ記述ファイル。 

Printable areaPrintable areaPrintable areaPrintable area <印刷可能領域> 物理的な１ページの中で、プリンタがドットを配置すること

のできる領域。 

PROMPROMPROMPROM プログラム可能な読み出し専用メモリ。 

PWBPWBPWBPWB プリント配線ボード。 

QQQQ    

QueueQueueQueueQueue <キュー> 処理を待機する際に、一連のデータやプログラムが格納されるときの格納

先。たとえば、プリンタに順番に送信されるのを待機するときのファイルなど。 
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RRRR    

RAMRAMRAMRAM ランダム・アクセス・メモリ。データを一時的に保存するための一種の内部メモリ。 

ROMROMROMROM 読み出し専用メモリ。プリンタの基本的な動作を実行するために必須のプログラムや

データを固定的に保存するための一種の内部メモリ。 

SSSS    

SCSISCSISCSISCSI 小規模コンピュータ・システム・インターフェース。 

Serial interfaceSerial interfaceSerial interfaceSerial interface <シリアル・インターフェース> １本の信号線を使って１ビットずつデータ送信

を行うためのインターフェース。 

SIMMSIMMSIMMSIMM シングル・インライン・メモリ・モジュール。 

SNMPSNMPSNMPSNMP 簡略型ネットワーク管理プロトコル。プリンタ・モニタは、SNMP を使って、プリンタの

ステータスを読み出したり、プリンタのステータスが変化したときにプリンタが発生するトラップ

を横取り（インターセプト）する。情報は、グラフィック・インターフェースを使用して表示され

る。 

StartupStartupStartupStartup <起動> 起動ディスクを使ってシステムを起動させるときのように、何かの動作を開

始する動作や処理のこと。 

Symbol setSymbol setSymbol setSymbol set <記号セット> 文字（グリフ）と数値コードを対応させた定義済みの集合のこと。コ

ンピュータは、これによって、プリンタに送信する文字を表現する。 

SystemSystemSystemSystem <システム> コンピュータ、周辺機器、アクセサリ、ソフトウェアなどを含めた幅広い意

味の用語。 

TTTT    

TCP/IPTCP/IPTCP/IPTCP/IP 伝送制御プロトコル／インターネット・プロトコル。もっとも有名なプロトコル。１つの

プロトコルとして見られることが多いが、実は別々のプロトコル。TCP は、OSI 参照モデルの

第４層（トランスポート層）に対応し、信頼性の高いデータ伝送を実現するためのプロトコル。

IP は第３層（ネットワーク層）に対応し、接続を確立する必要のないデータグラム・サービスを

実現する。TCP/IP は、世界的なネットワーク間接続の構築を支援する目的で、1970 年代

に米国国防省によって開発された。 

TelnetTelnetTelnetTelnet 標準的なインターネット端末エミュレーション・プロトコル。 

Token RingToken RingToken RingToken Ring <トークン・リング> IBM が開発、サポートするトークン授受型 LAN。 

ToToToTonernernerner <トナー> 静電記録や非刷版型のゲラ印刷システムなどで使用される画像処理材。

ページ上に物理的な画像を形成するために使用される材料。 
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VVVV    

Virtual Printer <論理プリンタ> 実際の物理的なプリンタ内に論理的に定義されたプリンタ。

ネットワーク・サーバやワークステーションから見ると、仮想プリンタは１台の物理的なプリンタ

として捉えられる。 

VMSVMSVMSVMS ディジタル・イクイップメント社（DEC）のオペレーティング・システム。 

VPTVPTVPTVPT 仮想プリンタ技術。他のネットワーク・ワークステーションに対して複数台のプリンタがあ

るかのように見せるプリンタに搭載される仮想プリンタ機能。 

WWWW    

WANWANWANWAN 広域ネットワーク。 

ZZZZ    

ZoneZoneZoneZone <ゾーン> ルータやブリッジやゲートウェイで区分けされる、ネットワーク内の論理的な

ノード集合。 
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■■■■アルファベットアルファベットアルファベットアルファベット順順順順 

EtherTalk ····························································· 4-6 

 

HCF ······················································· 1-4、3-10、6-45 

HCFトップ・カバー ····················································· 1-4 

HTTPポート ··························································· 5-30 

 

IPアドレス ······················································ 4-3、5-30 

 

LPR/LPD ······························································· 4-3 

 

MACアドレス ··························································· 4-8 

MBT(マルチ・バイパストレイ) ································ 1-4、3-8、6-45 

MOP(マルチプル・オリジナル・プリンティング)···························· 1-2 

 

NetBEUI ························································· 4-7、4-15 

Netware IPX/SPX ················································· 4-5、4-12 

 

OCP(オペレータ・コントロール・パネル) ···························· 2-2、7-3 

OPCドラム ······················································· 1-5、6-17 

OHPシート ···························································· B-15 

 

PCL ··················································· 1-2、4-4、4-16、D-3 

PCL5e ································································· 1-3 

PostScript ················································ 1-3、4-16、4-17 

 

TCP/IP ··············································· 4-3、4-4、4-12、5-29 

THハンドル ···························································· 1-5 

 

Webブラウザ ····················································· 4-10、5-2 

Webページ ························································ 5-3、5-4 
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■■■■50505050 音順音順音順音順 

アッパー・トレイ ······················································ 1-4 

穴あき紙 ······················································· 3-11、B-10 

安全にお取り扱いいただくために ····································· 安全-1 

イーサネット ·························································· A-2 

インク ································································ B-9 

印刷位置 ····························································· 3-16 

印刷キュー ···························································· 7-3 

印刷ジョブ ··········································· 2-3、2-7、2-25、5-41 

印刷履歴 ····························································· 5-38 

インターフェース ················································· 1-3、A-2 

インプット・ステーション・カバー ································ 1-4、6-39 

エミュレーションの変更 ··············································· 4-16 

エラーカウント ························································ 5-7 

エラーメッセージ ····················································· 7-17 

エレベータ・トレイ ···················································· 1-4 

オプション ··············································· 2-17、5-14、5-26 

オペレータコントロールパネル ································ 1-3、2-1、2-2 

 

カスタム・サイズ ····················································· 3-15 

環境設定メニュー ··········································· 2-3、2-7、2-20 

給紙トレイ ···························································· 5-5 

ゲートウエイ ····················································· 4-3、4-4 

ゲートウエイアドレス ················································· 5-30 

現像剤の交換 ·························································· 6-8 

現像剤の注入 ························································· 6-10 

現像剤排出口 ·························································· 1-5 

現像剤ボトル ·························································· 6-8 

コンピュータ名 ······················································· 5-32 

 

再生紙 ································································ B-7 

サブネットマスク ····················································· 5-30 

システム・パスワード ················································· 2-26 

使用状況 ······························································ 5-7 

消耗品 ····················································· 2-14、5-6、6-4 

スイッチ・バック・カバー ·············································· 1-4 

ステータス ······················································· 7-3、D-1 

ああああ 
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ステータス・メッセージ ················································ 7-3 

ステータスバー ··········································· 7-13、7-15、7-17 

ステープル ····················································· 3-20、6-13 

ステープルの交換 ····················································· 6-13 

清掃 ································································· 6-49 

 

大容量フィーダ ·················································· 1-4、6-45 

タブ紙のジャム・リカバリー ··········································· 6-46 

タブ紙 ······························································· B-15 

定着機 ·························································· 1-5、6-23 

定着機クリーナ ······················································· 6-20 
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