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市販フォントについて
PS ソフトリップの標準フォント以外に、下記の市販フォントをインストールすること
ができます。ここでは、市販フォントをインストールする際の注意点を説明します。

Adobe Type Library 2.0J（CID）フォント
アドビ システムズ社の低解像度（1200dpi 以下）用 Adobe Type Library 2.0J（CID）
Type1 漢字フォントをインストール（ダウンロード）できます。各フォントパッケー
ジに同梱の標準インストーラを使用してください。インストール方法については、フォ
ントの取扱説明書をお読みください。

p

必ずフォントパッケージに同梱の標準フォントインスト ーラを使用してくださ
い。

モリサワフォント／ Adobe Type Library 1.0J（OCF）フォント
次のモリサワ フォント／ Adobe Type Library1.0J（OCF）フォントをインスト ール
（ダウンロード）できます。
• 低解像度（600 dpi 以下）用 Type 1 漢字フォント
本製品に同梱の「PS ソフトリップフォントインストーラ」を使用してください。イン
ストール方法については、以下のページをお読みください。
s 本書「モリサワフォント／ Adobe Type Library フォント 1.0J（OCF）−低解像度
用−のインストール」8 ページ

p

• 市販のフ ォントパ ッケージ に標準添 付されて いるダウ ンローダ は使用で き
ません。また、使用してトラブルが発生しても保証が受けられませんので注
意してください。必ず同梱の「PS ソフトリップフォントインス トーラ」を
使用してください。
• 「PS ソフトリップフォントインストーラ」は、PS サーバをインストールした
Macintosh 上で 使 用し てく だ さい。ネ ッ トワ ーク 環 境で ク ライ アン ト の
Macintosh からフォントをインストール（ ダウンロード）することはできま
せん。
• 「PS ソフトリップフォントインストーラ」は、CID フォーマットのフォント
はインストールできません。CID フォーマットのフォントをインストールす
る場合は、前項の「Adobe Type Library2.0J（CID）」をお読みください。
• 旧バージョンの CPS ソフトリッパーに添付の「CPS フォントインストーラ」
や「CPS フォントインストーラ 3」は使用できません。
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FONTWORKS 社製 CID フォント
FONTWORKS 社の中低解像度（1200 dpi 以下）用 CID フォントをインストール（ダ
ウンロード）でき ます。各フォントパッケ ージに同梱の標準 インストーラを使用 して
ください。インストール方法については、フォントの取扱説明書をお読みください。

p

• 必ず各フ ォントパ ッケージ に同梱の 標準フォ ントイン ストーラ を使用し て
ください。
• 必ずネットワーク環境で、クライアントの Macintosh からフォントをインス
トールしてください。PS サーバをインストールした Macintosh 上ではフォ
ントをインストールできません。また、Macintosh とプリンタを 1 対 1 で接
続したスタンドアロン環境でもインストールできません。

FONTWORKS 社製 OCF フォント（インストーラ Ver. 4.x）
FONTWORKS 社の中低解像度（1200 dpi 以下）用 OCF フォントをインストールで
きます。FONTWORKS 社の「フォントワークスインストーラ」ディスクに入っている
インストーラ のバージョンによ って、使用する専用イ ンストーラ（本製品に 同梱）の
バージョンが異なります。FONTWORKS 社のインストーラのバージョンを最初に確認
して、対応する専用インストーラを組み合わせてご使用ください。

■ インストーラ Ver. 4.0 〜 4.2 の場合
FONTWORKS 社の「フォントワークスインストーラ」ディスクの「インストーラ v4.0 〜
4.2」を使用してください。

上のアイコンは FONTWORKS 社のインス
トーラバージョン 4.2 の場合です。
（バージョン表記は異なりますが、アイコン
は同じです。
）
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■ インストーラ Ver. 4.5 の場合
FONTWORKS 社の「フォントワークスインストーラ」ディスクに「インストーラ v4.5」
が入っている場合は、本製品に同梱の「PS ソフトリップ FW インストーラ v4.5」を
使用してください。

上のアイコンは FONTWORKS 社の
インストーラバージョン 4.5 です。

対応する PS ソフトリップ専用のインス
トーラです。

インストール方法については、以下のページをお読みください。
s 本書「FONTWORKS 社製 OCF フォントのインストール」12 ページ

p

• 「PS ソフトリップ FW インストーラ」と「PS ソフトリップ FW インストーラ
v4.5」は、PS サーバをインストールした Macintosh 上で使用してください。
ネットワーク環境でクライアントの Macintosh からフォントをインストール
（ダウンロード）することはできません。
• 旧バージョンの CPS ソフトリッパーに添付の「 CPS FW インストーラ」や
「CPS3 FW インストーラ」
、
「CPS FW4.0 インストーラ」は使用できません。

大日本スクリーン製造社製フォント
大日本スクリーン製造社の中低解像度（1000 dpi 以下）用千都フォントライブラリー
Ver. 3.00 フォントをインストール（ダウンロード）できます。各フォントパッケージ
に同梱の標準 ダウンローダを使用 してください。インス トール方法について は、フォ
ントの取扱説明書をお読みください。

p

• 必ず各フ ォントパ ッケージ に同梱の 標準フォ ントダウ ンローダ を使用し て
ください。
• 必ずネットワーク環境で、クライアントの Macintosh からフォントをインス
トールしてください。PS サーバをインストールした Macintosh 上ではフォ
ントをインストールできません。また、Macintosh とプリンタを１対１で接
続したスタンドアロン環境でもインストールできません。
• 千都フォントライブラリー3.00 に添付の
「CPS ソフトリッパー用インストー
ラ」は使用できません。
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日本情報科学社／レトラセットジャパン社製フォント
日本情報科学社（発売元、レトラセット社）の NIS デジタルフォントライブラリフォ
ント（解像度無制 限）をインストールで きます。各フォントパ ッケージに同梱の 標準
インストーラ を使用してください。イ ンストール方法に ついては、フォントの取 扱説
明書をお読みください。

p

• 必ず各フ ォントパ ッケージ に同梱の 標準フォ ントイン ストーラ を使用し て
ください。
• 必ずネットワーク環境で、クライアントの Macintosh からフォントをインス
トールしてください。PS サーバをインストールした Macintosh 上ではフォ
ントをインストールできません。また、Macintosh とプリンタを 1 対 1 で接
続したスタンドアロン環境でもインストールできません。

ダイナラブジャパン社製フォント
ダイナラブジャパン社の DynaFont ライブラリフォントをインストールできます。各
フォントパッケ ージに同梱の標準イ ンストーラを使用し てください。インストー ル方
法については、フォントの取扱説明書をお読みください。

p

• 必ず各フ ォントパ ッケージ に同梱の 標準フォ ントイン ストーラ を使用し て
ください。
• 必ずネットワーク環境で、クライアントの Macintosh からフォントをインス
トールしてください。PS サーバをインストールした Macintosh 上ではフォ
ントをインストールできません。また、Macintosh とプリンタを 1 対 1 で接
続したスタンドアロン環境でもインストールできません。
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モリサワフォント／AdobeTypeLibraryフォント1.0J（OCF）
−低解像度用−のインストール
ここでは、モリサワフォント／ Adobe Type Library1.0J（OCF）フォント−低解像度
用−のインストール（ダウンロード）について説明します。
モリサワフォント／ Adobe Type Library フォント 1.0J（OCF）を PS ソフトリップ
にインストールするには、フォント専用のディスクだけでなく、
「PS ソフトリップフォ
ントインストーラ」が必要です。このインストーラは、「PS ユーティリティ」フォル
ダ内の「PS フォントインストーラ」フォルダに収められています（
「モリサワ＆ Adobe
Type Library」フォルダの中にあります）
。

p

• モリサワフォント／ Adobe Type Library1.0J（OCF）フォントの「低解像度
用（600 dpi 以下用）」を本製 品にインストールする場合、本製品に 添付の
「PS ソフトリップフォントインストーラ」が必要です。
• 「PS ソフトリップフォントインストーラ」は OCF フォーマットの低解像度用
Type 1 漢字フォントをインストールできます。CID フォーマットのフォント
はインストールできません。また、欧文フォントもインストールできません。

インストールの前に、次の点に注意してください。
• システムフォルダ に対して作業を行いますので、ウイルスチェックプログ ラムがイ
ンストールされている場合はプログラムを［OFF］にしてください。
• コントロールパ ネルの「一般設定」にある［システムフォルダの保護］の チェック
ボックスを外しください。
• Font PorterＴＭ やフォント関連のユーティリティは、
［OFF］にするか「システムフォ
ルダ」から外してください。
• Adobe Type ManagerＴＭ（ATMＴＭ）は［OFF］にしてください。
• アップルの標準機能拡張書類と PS ソフトリップ関連以外の機能拡張書類は外して
ください。
• Mac OS9 でフォントをインストールする場合は、［コントロールパネル］から［マ
ルチユーザ］ダイアログを開き、
［マルチユーザのアカウント］を［切］に設定して
ください。
以上のいずれかの設定をした場合は、必ず Macintosh を再起動してからインストール
を始めてください。
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インストールの準備
実際にフォントをインストールする前に、次の準備を整えてください。

A

Macintosh とプリンタの接続を確認します。

B

Macintosh を起動し、プリンタの電源をオンにします。

プリンタと Macintosh が正しくケーブルで接続されているか確かめます。

PS サーバをインストールした Macintosh でフォントをインストールします。

p
C
D

• ネットワーク環境では、クライアントの Macintosh からフォントをインス
トールできません。
• プリンタの［印刷可］ランプ（［印刷可］ランプのない機種の場合は［電源］
ランプ）が点灯していることを確かめてください。

PS サーバを起動します。
［EPSON PS ソフトリップ］フォルダ内の「PS サーバ」アイコンをダブルクリックし
ます。
アップデートを行ったプリンタが正しく選択されているか確かめます。
• プリンタが正し く接続されている場合は、プリンタと通信を行った後、何 も表示さ
れずに元の状態に戻ります。
［プ
• プリンタの電源がオフになっていたり、プリンタの接続先が変更されていると、
リンタ再選択］ダイ アログが表示されます。この場合は、プリンタの電源 を確認し
て、接続先を指定してください。
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フォントのインストール
インストールの準備が整ったら、実際にフォントをインストールします。

p
A

B

PS サーバにフォントをイン ストールしている最中は、絶対にネットワ ーク上
の他のクライアントから印刷を実行しないでください 。クライアントの使用者
に、その旨連絡してください。

インストーラを起動します。
「PS ソフトリップフォ ントインストーラ」ア
イコン をダブルク リックし て起動し ます。イ
ンストーラは「PS ユーティリティ」フォルダ
内の「PS フォントインストール」フォルダ−
「モリサワ＆ Adobe Type Library」フォルダ
に入っています。

ダブルクリックします

［実行］をクリックします。
警告ダイ アログの内 容をよく 確認してく ださ
い。
インストールを中止する場合は、次の C に進
んでから終了します。

クリックします

C

［インストール］をクリックします。
画面 に表 示さ れた 簡単 な説明 を読 んで から、
［イ ン スト ール］を ク リッ クし ま す。イン ス
トールを中止する場合は、
［終了］をクリック
します。

クリックします
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D

PS サーバを選択します。

①選択して

「EPSON PS ソフトリップ」フォルダを開き、
PS サーバを選択して［開く］をクリックしま
す。

②クリックします

E

ディスクを入れます。
画面に 表示される メッセー ジに従い、最 初は
「Outline Fonts 1」ディスクをディスクドライ
ブに入れます。

p
F

「Outline Fonts 1」ディスクは、ライトプロテクトタブをスライドして、書き込
みができるようにしてください。書き込み禁止のままで はインストールできま
せん。

画面の指示に従います。
• さらに画面の指示に従って、フォントディスクを入れ替えます。
• インストールが 終了すると、終了のメッセージが表示されます。指示に従 ってくだ
さい。
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FONTWORKS 社製 OCF フォントのインストール
ここでは、FONTWORKS 社製中低解像度版（1200dpi 以下）ポストスクリプト日本
語 OCF フォントのインストールについて説明します。
FONTWORKS 社製 OCF フォントを PS ソフトリップ用にインストールするには、本
製品に同梱の「PS ソフトリップ FW インストーラ v4.5」が必要です。このインストー
ラは、
「PS ユーティリティ」フォルダ内の「PS フォントインストーラ」フォルダに収
められています（
「フォントワークス」フォルダの中にあります）。

p

は OCFフォーマットの中低解像度用
• 「PSソフトリップFWインストーラv4.5」
Type1 漢字フォントをインストールできます。CID フォーマットのフォント
はインストールできません。
• お持ちの「フォントワークスインストーラ」のバージョンが Ver. 4.0 〜 4.2 の
場合は、ディスクにあるインストーラを使用してください。
• お持ちの「フ ォント ワークス インス トーラ」デ ィスクに 入って いるイン ス
トーラのバージョンが Ver. 3.3 の場合、PS ソフトリップ用のインストーラ
は必要ありません。インストール方法については、フォントの取扱説明書を
お読みください。

以下は、FONTWORKS 社の製品パッケージに添付されているものです。これらもご用
意ください。
• 「フォントワークスインストーラ」フロッピーディスク
• 「フォントワークスコレクション」CD-ROM
• インストールマニュアル
インストールの前に、次の点に注意してください。
• Connectix社の SpeedDoubler がインストールされている場合、インストールが正常
に行えない場合があります。インストール作業は、SpeedDoubler を外してから行っ
てください。
• ヒューレット・パッカード社のDeskWriter/DeskJet 用プリンタドライバに付属して
いる「HP Background 機能拡張」がインストールされていると、イン ストールが
正常に行えない場合があります。インストール作業は、
「HP Background 機能拡張」
を外してから行ってください。
• システムフォルダ に対して作業を行いますので、ウイルスチェックプログ ラムがイ
ンストールされている場合はプログラムを［OFF］にしてください。
• コントロールパ ネルの「一般設定」にある［システムフォルダの保護］の チェック
ボックスを外してください。
• 「FontPorterTM」やフォント関連 のユーティリティは、
［OFF］にするか、シ ステム
フォルダから外してください。
• 「Adobe Type Manager TM（ATMTM ）
」は［OFF］にしてください。
• その他、
アップルの標準と PS ソフトリップ関連以外の機能拡張書類は外してください。
以上のいずれかの設定変更をした場合には、
必ず Macintosh を再起動させてください。
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インストールの準備
実際にフォントをインストールする前に、次の準備を整えてください。

A

PS サーバが起動していれば、PS サーバを終了させます。

p
B

• ネットワーク環境では、クライアントの Macintosh からフォントをインス
トールできません。
• PS サーバが起動している状態では、インストールできません。

「フ ォントワーク スコレクシ ョン」CD-ROM
を CD-ROM ドライブへセットします。
セット した後、図のよ うにデス クトップ 上に
「フォントワークスコレクション」の CD-ROM
がマウントされたことを確認してください。

インストーラの起動と機能の選択

A

Macintosh のハードディスク内にある「PS
ユーティリティ」フォルダを開き、インストー
ラを起動します。
• ここで使用するインストーラは、「PS ユー
ティリティ」フォルダ内の「PS フォントイ
ンストー ラ」フォルダに収められて います
（「フォントワークス」フォルダの中にあり

FONTWORKS 社のインス トーラ
バー ジ ョン が「v4.5」の 場 合に、
「PS ソフトリップ FW インストー
ラ v4.5」
をダブルクリックします。

ます）。
• 「PS ソフトリップ FW インストーラ v4.5」
のアイコ ンをダブルクリックして起 動しま
す。

B

［OK］をクリックします。
• インストールの準備で PS サーバを終了し
ていれば、そのまま［OK］をクリックして
インストールを続けます。
• PS サーバが終了していない場合は、［キャ
ンセル］をク リックしてインストー ルを中
止します。PS サーバを終了させてから、A

クリックします

からやり直します。
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C

「フォントワークスインストーラ」ディスクを
セットします。
インス トールを中 止する場 合は、ディス クを
セットせずに、
［中止 / Quit］をクリックしま
す。

D

［フ ォ ン ト の イ ン ス ト ー ル］を 選 択 し て、
［ＯＫ］をクリックします。
以下の 3 つの機能のうち 1 つを、プルダウン
メニューから選択できます。
• フォントのインストール
• フォントの削除
• その他の機能

①選択して

②クリックします

ここでは、
［フォントのインストール］を選択
して次に進みます。
［フォントの削除］や［そ
の他の機能］については、FONTWORKS 社の
「イ ンス トー ルマ ニ ュア ル」をお 読み くだ さ
い。

p

フォントのインストールと削除には、本製品に添付の「PS ソフトリップ FW イ
ンストーラ v4.5」を使用します。FONTWORKS 社製フォントに添付のインス
ト ー ラ は 使 用 で き ま せ ん。た だ し、フ ォ ン ト 使 用 の 制 限 事 項 な ど は
FONTWORKS 社製フォントに添付のインストーラとす べて同じですので、機
能の詳細について FONTWORKS 社の「インストールマニュアル」 も併せてお
読みください。
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フォントのインストール

A

［ＯＫ］をクリックします。
画 面の 説 明を 読 ん で内 容 をよ く 理 解し た 上
で、
［OK］をクリックします。
こ の メ ッ セ ー ジ の 詳 細 に つ い て は、
FONTWORKS 社の「イン ストー ルマニュ ア
ル」をお読みください。

クリックします

B

書体を選択します。
表示さ れている書 体の中か ら、インスト ール
する書体をクリックします。
クリッ クされた書 体は反転 表示され、下 のウ
インドウに文字のサンプルが表示されます。

右図は、
「ロダン Plus - L」を選択した場合の例です。

C

選択します

［選択］をクリックします。
インストールする書体を確かめてから［選択］をクリックします。

p

ここで、フォントワークスコレクションの CD-ROM がセットされていない場
合、次のエラーが表示されます。この場合、
［ＯＫ］をクリックしてインストー
ルを終了させ、CD-ROM をセットしてマウントを確認してから、インストーラ
の再起動からもう一度やり直します。
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D

PS サーバを選択して、［開く］をクリックし

①選択して

ます。
「EPSON PS ソフトリップ」フォルダを開き、
PS サーバを選択して［開く］をクリックしま
す。

②クリックします

E

イ ンス ト ール す る フォ ン トの 種 類 を選 択 し

①選択して

て、
［インストール］をクリックします。
スクリーンフォント、ＡＴＭ フォント、プリ
ンタフ ォントをイ ンストー ルできま す。必要
なフォン トのチェッ クボック スをクリッ クし
ます。
イン スト ール する フォ ントに 関す る詳 細は、
FONTWORKS 社の「イン ストー ルマニュ ア
ル」をお読みください。

p

②クリックします

インストールしようとしているフォントによっては、次の警告が表示されます。
この内容についての詳細は、FONTWORKS 社の「インストールマニュアル」を
ご参照され、内容をご理解の上、インストールを［キャンセル］するか、
［続け
る］かを選択してください。
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F

［続ける］をクリックします。
他の 動作 中の アプ リケ ーショ ンが 無い こと、
または、そ れらの強制 終了が問 題無いこ とを
確認してから、
［続ける］をクリックします。

クリックします

G

インスト ールするフ ォントを 最終的に確 認し
ます。
イ ンス ト ール す る フォ ン トの 名 前 とイ ン ス
トール先を確認します。
確認します

p

• プリンタフォントのインストール先が「PS サーバ」になっていることを、必
ず確認します。
• この表示で、誤りがある場合は［キャンセル］をクリックし、インストール
を中止します。

H

［ＯＫ］をクリックします。

I

［ＯＫ］をクリックします。

フォントのイン ストールが開始され ると、インストールの進 行状況を表示するス テー
タスバーが表示されます。

インス トールが無 事終了す ると、メッセ ージ
が表示されますので、画面に従って［OK］を
クリッ クすると、コン ピュータ が再起動 しま
す。

クリックします

以上でフォン トのインストールが 終了しました。インス トールしたフォント は、コン
ピュータの再起動後に使用できます。
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