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PostScript プリンターガイド
PostScript プリンターとしてご利用になる場合の使い方やプ
リンタードライバーの機能、Windows/Mac OS X/UNIX から
印刷するための情報を記載しています。目的に応じて必要な章
をお読みください。
お使いの製品の仕様によっては、記載の一部が該当しないこと
がありますのでご了承ください。
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マークの意味

ライセンス情報

K

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、プ
リンター本体が損傷したり、プリンター本体、プ
リンタードライバーやユーティリティーが正常
に動作しなくなる場合があります。この表示は、
本製品をお使いいただく上で必ずお守りいただ
きたい内容を示しています。

本書の内容の一部はアドビシステムズ社で著作権を所有して
おり、その許可の下に転載されています。
本製品は、米国 EMC コーポレーションの RSA BSAFE® ソ
フトウェアを搭載しています。

L

補足説明や参考情報を記載しています。

N

関連した内容の参照ページを示しています。

掲載画面
・ 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合があります。ま
た、OS の違いや使用環境によっても異なる画面となる場合
がありますので、ご注意ください。
・ 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り
Windows 7 の画面を使用しています。
・ 本書に掲載する Mac OS X の画面は、特に指定がない限り
Mac OS X v10.6 の画面を使用しています。
・ 掲載画面は例です。お使い機種によっては表示項目が異な
ります。

Windows の表記
Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版
Microsoft® Windows Server® 2003 operating system 日本語版
Microsoft® Windows Server® 2008 operating system 日本語版
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 operating system 日本語版
Microsoft® Windows Vista® operating system 日本語版
Microsoft® Windows® 7 operating system 日本語版

本書では、各オペレーティングシステムをそれぞれ Windows XP、
Windows Server 2003、Windows Server 2008（R2 含む）、
Windows Vista、Windows 7 と表記しています。また、これらを
総称名として「Windows」を使用しています。

商標
EPSON 、EXCEED YOUR VISION および ESC/Page は
セイコーエプソン株式会社の登録商標です。
EPSON ステータスモニタはセイコーエプソン株式会社の商
標です。
Adobe 、Adobe ロゴ、PostScript および Adobe Acrobat
は Adobe Systems Incorporated （アドビシステムズ社）
の商標または登録商標です。
Apple、AppleTalk、Mac、Macintosh、Mac OS 、Bonjour、
ColorSync、FireWire、Safari および TrueType は米国およ
びその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。
Microsoft、Windows、Windows Vista および Wingdings
は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国に
おける登録商標です。
SunOS、Solaris は米 国 およ び その 他 の国 に おけ る 米国
SunMicrosystems,Inc. の商標または登録商標です。
HP-UX は米国 Hewlett-Pakard Company の登録商標です。
平成明朝 W3、平成角ゴシック W5 は財団法人日本規格協会
文字フォント開発・普及センターからライセンスされており、
承認外の複製は禁止されています。
RSA および BSAFE は米国 EMC コーポレーションの米国および
その他の国における商標または登録商標です。
CompactFlash（コンパクトフラッシュ）は、米国 SanDiisk 社
の米国およびその他の国における登録商標です。
その他の製品名およびフォント名は各社の商標または登録商
標です。

ご注意
・ 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止し
ます。
・ 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
・ 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付き
の点がありましたら弊社までご連絡ください。
・ 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負い
かねますのでご了承ください。
・ 本製品が、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当
に使用されたり、弊社および弊社指定以外の、第三者によっ
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責
任は負いかねますのでご了承ください。

Monotype is a trademark of Monotype Imaging, Inc.
registered in the United States Patent and
Trademark Office and may be registered in certain
jurisdictions.
Albertus, Arial, Gill Sans, Joanna and Times New
Roman are trademarks of The Monotype Corporation.
Coronet is a registered trademark of Ludlow Type
Foundry.
ITC AvantGarde, ITC Bookman, ITC Lubalin, ITC Mona
Lisa Recut, ITC Symbol, ITC Zapf Chancery and ITC
Zapf Dingbats are trademarks of International
Typeface Corporation.
Clarendon, Helvetica, New Century Schoolbook,
Optima, Palatino, Stemple Garamond, Times and
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Typography.
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be registered in certain jurisdictions.
Adobe SansMM, Adobe SerifMM, Carta and Tekton
are trademarks of Adobe Systems Incorporated.
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NewYork, Apple Chancery, Chicago, Geneva, Hoefler
Text and Monaco are trademarks of Apple Computer,
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PDF マニュアルの見方
Adobe Reader で PDF マニュアルを見る際の基本的な操
作をAdobe Reader 9で表示したときを例に説明します。
A

B

C

D

E

F
G

A

PDF マニュアルを印刷するときにクリックします。

B

前ページ / 次ページを表示します。

C

表示中の文字が小さくて見えにくいときは
をクリッ
クすると拡大します。 をクリックすると縮小します。
イラストや画面図など拡大する部分を指定するには、以
下のように行います。
Windows の場合
PDF マニュアルのページ上で右クリックし、表示され
たメニューでマーキーズームを選択します。ポイン
ターが虫眼鏡に変わりますので拡大したい箇所を範囲
指定します。
Mac OS X の場合
Command キーを押したままスペースキーを押すと
ポインターが虫眼鏡に変わります。そのまま虫眼鏡の
ポインターで拡大したい箇所を範囲指定します。

D

参照先が青字で記載されているときは、青字の部分をク
リックすると該当のページが表示されます。
元のページに戻るときは、以下のように行います。
Windows の場合
Alt キーを押したまま←キーを押します。
Mac OS X の場合
表示メニュー - 移動 - 前の画面の順でクリックします。

E

確認したい項目名などキーワードを入力して検索ができます。

F

クリックするたびに、しおりを閉じたり表示したりします。

G

タイトルをクリックすると該当のページが表示されます。
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セットアップ
PostScript プリンターとして使うためのセットアップの方法を説明します。

PS ステータスシートの印刷

H

PS ステータスシートを印刷して、プリンター / 複合機に
標準搭載されているプリンターフォントなどを確認しま
す。

ステータスシートの内容を確認します。
PS3 ステータスシートに表示されるメモリー、ROM
は、PS3 モードで使用できる容量です。複合機本体
に装着している容量とは異なります。
PS ステータスシートの印刷例

L
プリンター / 複合機の状態や設定値は、プリンター / 複合機
本体の「ステータスシート」で確認できます。ステータスシー
トの印刷方法は、プリンター / 複合機本体のマニュアルを参
照してください。

PS ステータスシートの印刷手順を説明します。
Ram：PS3 モードで使用できるメモリー容量

複合機の場合

A
B
C

［各種設定］画面が表示されます。

D

【 】または【 】ボタンを押して［システム情
報］を選択し、【OK】ボタンを押します。

複合機のカセット１に用紙をセットします。
複合機の電源が入っていることを確認します。

以上で終了です。

操作パネルの［各種設定］ボタンを押します。

次にプリンターソフトウェアをインストールします。

】または【 】ボタンを押して［レポート印
E 【刷］を選択し、
【OK】ボタンを押します。
】または【 】ボタンを押して［PS3 ステー
F 【タスシート］を選択します。
操作パネルに［PS3 ステータスシート］と表示され
ます。

ボタンを押して、PS3 ステータスシート
G 【OK】
を印刷します。

・ Windows をお使いの場合
N 6 ページ「Windows でのセットアップ」

・ Mac OS X をお使いの場合
N 13 ページ「Mac OS X でのセットアップ」

複合機以外の場合

A

プリンターのカセット 1 に用紙をセットしま
す。

B

プリンターの電源が入っていることを確認しま
す。

C

操作パネルの【
を表示します。

】ボタンを押して、メニュー

】または【 】ボタンを押して【プリンター
D 【情報】を選択し、
【OK】ボタンを押します。
】または【 】ボタンを押して［PS3 ステー
E 【タスシート］を選択します。
ボタンを押して、PS3 ステータスシート
F 【OK】
を印刷します。
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G

ステータスシートの内容を確認します。
PS3 ステータスシートに表示されるメモリー、ROM
は、PS3 モードで使用できる容量です。プリンター
本体に装着している容量とは異なります。
PS ステータスシートの印刷例

Windows でのセットアップ
ソフトウェアのインストール
プリンターソフトウェア（プリンタードライバー、Epson
PS Folder ユーティリティー、Epson Proﬁle Manager
ユーティリティー）をインストールします。インストール
方法は接続の仕方によって異なります。
N 本ページ下「パラレル接続の場合」
N 9 ページ「USB 接続の場合」
N 9 ページ「ネットワーク接続の場合」

Ram：PS3 モードで使用できるメモリー容量

ウィルスチェックのソフトウェアがインストールされて
いる場合は、ソフトウェアを停止させてからインストール
してください。

L
以上で終了です。
次にプリンターソフトウェアをインストールします。
・ Windows をお使いの場合
N 6 ページ「Windows でのセットアップ」

・ Mac OS X をお使いの場合
N 13 ページ「Mac OS X でのセットアップ」

・ お使いの機種によって接続できる方法は異なります。詳細は
プリンター / 複合機本体のマニュアルを参照してください。
・ 本製品に添付されているPostScript3 Utilityディスクで
は、OS に添付されている AdobePS プリンタードライ
バーを使用します。
・ 「MyEPSON」登録のお願い
お 客 様 に 製 品 を よ り 快 適 に お 使 い い た だ く た め に、
「MyEPSON」へのユーザー登録をお勧めします。
「MyEPSON」に登録済みのお客様は、本製品を追加登録
してください。
・ PostScript プリンターとしてデータを印刷するには多く
のメモリーを必要とします。実際の印刷で必要となるプリ
ンターのメモリー容量は、印刷データやアプリケーション
によって異なるため、メモリーやコンパクトフラッシュの
増設をお勧めします。

パラレル接続の場合
プリンターソフトウェアをインストールします。
本ソフトウェアをインストールするには、Administrators
権限でログオンしている必要があります。

K
パラレル接続では、ESC/Page プリンタードライバーの
EPSON ステータスモニタは使用できません。お使いの機種
の PS プリンタードライバーで印刷中に、同じポートに設定
されている ESC/Page プリンタードライバーの EPSON ス
テータスモニタを起動すると、システムがハングアップする
などシステムに重大な障害が発生する可能性があります。

A

プリンターの電源が切れていることを確認しま
す。

B

Windows を起動して、
［PostScript3 Utility
ディスク］をセットします。
①［自動再生］画面の［プログラムのインストール /
実行］を、発行元が Seiko Epson であることを
確認してからクリックします。
②［ユーザーアカウント制御］画面で［はい］または
［続行］をクリックします。

Windows XP/Windows Server 2003：
C へ進みます。
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C

使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確
認し、［同意する］をクリックします。

をクリック
G ［ローカルプリンターを追加します］
します。

D ［おすすめインストール］をクリックします。
クリック

クリック

Windows XP/Windows Server 2003：
［このコンピュータに接続されているローカルプリン
タ］を選択します。［プラグアンドプレイ対応プリン
タを自動的に検出してインストールする］のチェック
を外して、［次へ］をクリック

E ［インストール］をクリックします。

で LPT1 ポートを選択し
H ［既存のポートを使用］
て、［次へ］をクリックします。

チェックを付けたソフトウェアが
一緒にインストールされます。

クリック

［次
F ［プリンターの追加］画面が表示されたら、
へ］をクリックします。
Windows Vista/Windows Server 2008：
［プリンタのインストール］をクリック

① 選択

② クリック

Windows 7 以外：
パラレル接続プリンターポート（LPT）を選択して、
［次へ］をクリック

Windows XP：
［プリンタのインストール］−［次へ］の順にクリック

Windows Server 2003：
［プリンタの追加］をダブルクリックして、
［次へ］を
クリック
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I

お使いの機種を選択して、 ［次へ］をクリック
します。

Windows 7 以外：
印字テストをするかを設定して、
［次へ］をクリック
し、表示画面の内容を確認して、［完了］をクリック

以上で終了です。

① 選択

J

② クリック

プリンター名を確認してから［次へ］をクリッ
クします。

① 確認

② クリック

K

プリンター共有の画面が表示されたら設定し
て、［次へ］をクリックします。

L

テストページの印刷をする場合は［テストペー
ジの印刷］をクリックします。しない場合は［完
了］をクリックします。

どちらかをクリック
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USB 接続の場合

ネットワーク接続の場合

プリンターソフトウェアをインストールします。

プリンターソフトウェアをインストールします。

本ソフトウェアをインストールするには、Administrators
権限でログオンしている必要があります。

ネットワーク環境のプリンターを使用するため、OS 標準
の TCP/IP 直接印刷機能を使用します。

K

L

USB接続では、ESC/PageプリンタードライバーのEPSON
ステータスモニタは使用できません。お使いの機種の PS プ
リンタードライバーで印刷中に、同じポートに設定されてい
る ESC/Page プリンタードライバーの EPSON ステータス
モニタを起動すると、システムがハングアップするなどシス
テムに重大な障害が発生する可能性があります。

・ お使いのネットワーク環境については、ネットワーク管理
者にご確認ください。
・ ネットワーク接続では、あらかじめプリンターをネット
ワーク環境で認識できるようにセットアップする必要が
あります。プリンターに付属のマニュアルまたはオプショ
ンのインターフェイスカード（PRIFNW7・PRIFNW7S）
に付属のマニュアルを参照してネットワーク設定をして
ください。

L
ウィルスチェックのソフトウェアがインストールされている
場合は、ソフトウェアを停止させてからインストールしてく
ださい。

A

プリンターの電源が切れていることを確認しま
す。

B

Windows を起動して、
［PostScript3 Utility
ディスク］をセットします。
①［自動再生］画面の［プログラムのインストール /
実行］を、発行元が Seiko Epson であることを
確認してからクリックします。
②［ユーザーアカウント制御］画面で［はい］または
［続行］をクリックします。

Windows XP/Windows Server 2003：
C へ進みます。

C

使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確
認し、［同意する］をクリックします。

D

インストール画面が表示されたら、右上の［
をクリックします。

E

プリンターとコンピューターを USB インター
フェイスケーブルで接続します。

F
G

プリンターの電源を入れます。

A

ネットワーク環境のプリンターの電源が入って
いることを確認します。

B

Windows を起動して、
［PostScript3 Utility
ディスク］をセットします。
①［自動再生］画面の［プログラムのインストール /
実行］を、発行元が Seiko Epson であることを
確認してからクリックします。
②［ユーザーアカウント制御］画面で［はい］または
［続行］をクリックします。

Windows XP/Windows Server 2003：
C へ進みます。

C

使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確
認し、
［同意する］をクリックします。

D ［おすすめインストール］をクリックします。
クリック

］

表示される画面の指示に従って、プリンタード
ライバーをインストールします。
プリンタードライバーを選択する手順は、8 ページの
J 以降の手順と同じです。お使いのプリンターを選択
してプリンタードライバーをインストールしてくだ
さい。

以上で終了です。
引き続き、Epson PS Folder ユーティリティーのインス
トールをします。以下のページに進んでください。
N 32 ページ「Epson PS Folder」
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E ［インストール］をクリックします。

チェックを付けたソフトウェアが
一緒にインストールされます。

H ［新しいポートの作成］を選択して［Standard
TCP/IP Port］を選択し、［次へ］をクリック
します。

クリック

［次
F ［プリンターの追加］画面が表示されたら、
へ］をクリックします。
Windows Vista/Windows Server 2008：
［プリンタのインストール］をクリック

Windows XP：
［プリンタのインストール］−［次へ］の順にクリック

Windows Server 2003：
［プリンタの追加］をダブルクリックして、
［次へ］を
クリック

① 選択

② 選択

③ クリック

Windows XP/Windows Server 2003：
［新しいポートの作成］−［Standard TCP/IP Port］
を選択して［次へ］をクリックし、
［標準 TCP/IP プ
リンタポートの追加ウィザード］が表示されたら、
［次
へ］をクリック

項目にネットワー
I ［ホスト名またはIPアドレス］
クインターフェイスの IP アドレスを入力して、
［次へ］をクリックします。

をクリック
G ［ローカルプリンターを追加します］
します。

① 入力

② クリック

Windows XP/Windows Server 2003：
クリック

Windows XP/Windows Server 2003：
［このコンピュータに接続されているローカルプリン
タ］を選択します。［プラグアンドプレイ対応プリン
タを自動的に検出してインストールする］のチェック
を外して、［次へ］をクリック

［プリンタ名または IP アドレス］項目にネットワーク
インターフェイスの IP アドレスを入力して［次へ］
クリック
［標準 TCP/IP プリンタポートの追加ウィザードの完
了］画面が表示されたら［完了］をクリック

J ［完了］をクリックします。
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K

お使いの機種を選択して、
［次へ］をクリックし
ます。

スクリーンフォントのインストール
スクリーンフォントは画面表示用のフォントです。スク
リーンフォントをインストールしなくても、印刷時にはプ
リンターに搭載されているすべてのフォントが使用でき
ます。しかし、画面の表示と印刷結果を同じにするために
お使いのコンピューターにスクリーンフォントをインス
トールすることをお勧めします。

L

① 選択

L

② クリック

この後は、画面の指示に従ってインストールを
進めてください。

・ スクリーンフォントがインストールされていないと、シス
テムにインストールされているフォントの中から類似し
たフォントを使用して画面表示されます。そのため、画面
の表示と印刷結果が異なります。
・ 和文書体のスクリーンフォントは添付されておりません。

プリンターでは、
「TrueType フォント」と「PostScript
フォント」の 2 種類のフォントをサポートしています。
N 52 ページ「フォントサンプル」

L

TrueType
フォント

・ プリンターをネットワーク共有する場合は、この
後で設定する共有名をクライアントコンピュー
ターの使用者に知らせてください。クライアント
コンピューターからプリンターを利用するときに
必要です。
・ この後［デジタル署名が見つかりませんでした］
という画面が表示されたら、［続行］または［は
い］をクリックしてください。

PostScript プリンター以外でも出力可
能なアウトラインフォントです。プリン
ターは標準で 19 書体の TrueType フォ
ントを搭載しています。

PostScript
フォント

PostScript プリンターで出力可能なア
ウトラインフォントです。プリンターは
標準で 119 書体の PostScript フォント
を搭載しています。

以上で終了です。

スクリーンフォント（TrueType、PostScript）をイン
ストールします。

Windows ７の場合

A

PostScript3 Utility ディスクをコンピューター
にセットします。

B

PostScript3 Utility ディスクをセットしたド
ライブ名を選択して、
［FONTS］フォルダー内
の［PC̲TT］、または［PC̲TYPE1］フォル
ダーをダブルクリックします。

C ［編集］−［すべての選択］をクリックします。
D 選択されたフォント部分にカーソルを持ってい
き、右クリックして［インストール］をクリッ
クします。

以上で終了です。
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［OK］をクリッ
F ［すべて選択］をクリックして、
クします。

Windows ７以外の場合

A

PostScript3 Utility ディスクをコンピュー
ターにセットします。

B

Windows の [ スタート ] メニューから [ コント
ロールパネル ] を開きます。

② クリック

C ［フォント］アイコンをダブルクリックします。
［フォント］アイコンが表示されない場合は、［クラ
シック表示に切り替える］を選択してください。

L
クラシック表示の切り替えは、
［スタート］メニュー
の［コントロールパネル］−［クラシック表示に切り
替える］でできます。

① クリック
以上で終了です。

D ［ファイル］メニューの［新しいフォントのイン
ストール］をクリックします。
Windows Vista:
［ファイル］メニューが表示されていないときは、Alt
キーを押してください。

クリック

E

PostScript3 Utility ディスクをセットしたド
ラ イ ブ 名 を 選 択 し、［フ ォ ル ダ］か ら 以 下 の
［fonts］フ ォ ル ダ ー 内 の［pc̲tt］、ま た は
［pc̲type1］フォルダーをダブルクリックしま
す。

② ダブルクリック

① 選択
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Mac OS X でのセットアップ

プリンターの追加
ここでは、［プリンタ設定ユーティリティ］にプリンター
を追加する手順を詳しく説明します。

ソフトウェアのインストール
プリンターソフトウェア ( プリンタードライバー) をイン
ストールします。

L
PostScript プリンターとしてデータを印刷するには多くの
メモリーを必要とします。実際の印刷で必要となるプリン
ターのメモリー容量は、印刷データやアプリケーションに
よって異なるため、メモリーやコンパクトフラッシュの増設
をお勧めします。

A

Mac OS X を起動した後、PostScript3 Utility
ディスクをセットします。

B

デスクトップの［Adobe PS］アイコンをダブ
ルクリックします。

Installer］アイコンをダブルクリックしま
C ［PS
す。

・ すでに本機を追加しているときは、再度追加する必要
はありません。
・ 追加したプリンターを削除しない限り、印刷のたびに
追加する必要はありません。
・ 複数のプリンターを追加しているときは、通常（デフォ
ルトで）使うプリンターを選択できます（プリンター
はアプリケーションソフトの［プリント］画面からも
選択できます）。

Mac OS X v10.5.x 〜 v10.6.x の場合

A プリンターの電源を入れます。
アップルメニュー−［システム環境設定］から
B ［プリントとファクス］を開きます。

クリック

ダブルクリック

D

C ［+］をクリックします。

以下の画面が表示されたらパスワードを入力
し、［OK］をクリックします。

① 入力

② クリック

画面の指示に従って、インストールを完了してくださ
い。

クリック
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からお使いのプリンター名を選択
D ［プリンタ名］
し、
［ドライバ］から［EPSON LP-XXXXXXX

vXXXX（バージョン番号）
］を選択して［追加］
をクリックします。
Bonjour 接続では、プリンターの電源を入れると自動
的にプリンター名が表示されます。このプリンター名
を選択したときは、
［ドライバ］で自動的に［EPSON
LP-XXXXXXX vXXXX（バージョン番号）］が選択
されたことを確認してから［追加］をクリックします。

Mac OS X v10.4.11 の場合

A プリンターの電源を入れます。
B ［アプリケーション］−［ユーティリティ］フォ
ルダーから［プリンタ設定ユーティリティ］を
開きます。

ダブルクリック

C ［追加］をクリックします。
クリック

① 選択

② 選択または確認
③クリック

L
プリンター名がリストに表示されないときは、コン
ピューターとプリンターの接続状態が正しいか、プリ
ンターの電源が入っているかを確認してください。

E

使用可能なプリンターがないときは、追加を促す画面
が表示されます。メッセージ画面の［追加］をクリッ
クしてください。

本機が追加されたことを確認して、画面を閉じ
ます。

以上で終了です。
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からお使いのプリンター名を選択
D ［プリンタ名］
し、［使 用 す る ド ラ イ バ］か ら［EPSON LPXXXXXXX vXXXX（バージョン番号）］を選
択して［追加］をクリックします。

AppleTalk 接続または Bonjour 接続では、プリンター
の電源を入れると自動的にプリンター名が表示されま
す。このプリンター名を選択したときは、［使用するド
ライバ］で自動的に［EPSON LP-XXXXXXX vXXXX
（バージョン番号）］が選択されたことを確認してから
［追加］をクリックします。

① 選択
② 選択または確認

③クリック

L
・ プリンター名がリストに表示されないときは、コ
ンピューターとプリンターの接続状態が正しい
か、プリンターの電源が入っているかを確認して
ください。
・ Mac OS X での AppleTalk の初期設定はオフ（使
用しない）です。AppleTalk が使用できないとき
は、
［システム環境設定］から［ネットワーク］を
開き、
［AppleTalk］タブで使用可能になっている
か確認してください。
・ AppleTalk 接続でのパスワード印刷には対応して
いません。

E

本機が追加されたことを確認して、画面を閉じ
ます。

以上で終了です。
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プリンタードライバーの設定（Windows）
Windows のプリンタードライバーの設定項目の詳細を説明します。掲載画面は例です。お使いの機種によっては表示項
目が異なります。

［レイアウト］
画面

①
②

［用紙 / 品質］
画面

①
②

③
③
④
⑤
⑥

① 印刷の向き

① 給紙方法

印刷データを用紙に対して［縦］または［横］どちらの向
きで印刷するか選択します。［横置きに回転］を選択する
と印刷データを 180 度回転させて印刷します。

給紙装置を選択します。普通紙以外の用紙に印刷するとき
は、特殊紙に対応した給紙装置を選択してください。オプ
ションの用紙カセットはオプションの設定をしないと選
択できません。

② 両面印刷

N 18 ページ「［デバイスの設定］画面」

両面印刷ユニットを使って用紙の両面に印刷する場合は、
用紙のとじる位置を［長辺を綴じる］または［短辺を綴じ
る］のどちらかを選択します。両面印刷しないときは、
［な
し］を選択します。

L
・ ［自動選択］を選択すると、
［用紙サイズ］で設定した用紙
がセットされている給紙装置を検索し、給紙します。
・ 指定された用紙がセットされていないときは、エラー（用
紙サイズチェック機能有効時）が発生します。

③ ページの順序
印刷データを先頭ページから順に印刷するか、最終ページ
から印刷するか選択します。

④ シートごとのページ数
１枚の用紙に 2，4，6，9，16 ページいずれかの単位
で縮小割り付けして印刷します。

⑤ 小冊子
中央で二つ折りにしたときに、中綴じ冊子になるように印
刷します。

⑥ 境界線を引く
［シートごとのページ数］または［小冊子］印刷のときに、
各ページに枠線をつけて印刷します。

② メディア
用紙の種類を選択します。

L
・ 用紙の種類を正しく設定しないと、印刷品質低下の原因と
なることがあります。
・ お使いの機種によって使用できる用紙の種類が異なりま
す。用紙の詳細はプリンター本体のマニュアルを参照して
ください。

③色
（カラー機のみ）
カラー印刷するかモノクロ印刷するかを選択します。
白黒

モノクロ（白黒）印刷します。

カラー

カラー印刷します。
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①パスワード印刷をする

［ジョブ設定］
画面

パスワード印刷をするときにチェックマークを付け
ます。

ご自身がプリンターにパスワードを入力してその場で書
類を印刷できれば、他人の目に触れることなくセキュリ
ティーを高められると思いませんか。オプションのコンパ
クトフラッシュまたはメモリー（RAM ディスク）を取り
付ければ、パスワード印刷ができます。通常プリンターに
送られた印刷データは何もしなくても印刷されますが、パ
スワード印刷では、印刷データをコンパクトフラッシュま
たはメモリー（RAM ディスク）に一旦保存し、操作パネ
ルでパスワードを入力したいときに印刷されます。

②ユーザー名
パスワード印刷ジョブに設定するユーザー名（半角英
数 14 文字 / 全角 7 文字以内）を入力します。

③ジョブ名
パスワード印刷ジョブに設定するジョブ名（半角英数
14 文字 / 全角 7 文字以内）を入力します。

④パスワード
パスワード印刷ジョブのパスワード（0 〜 9 の半角
数字を 4 桁）を入力します。

［プリント］画面で［ジョブ設定］を選択すると、パスワー
ド印刷機能が設定できます。

L
未 入 力 で 印 刷 す る と、自 動 的 に［ユ ー ザ ー 名］
（Windows のログインユーザー名）と［パスワード］
（1234）が設定されていることがあります。
ただし、
・ お使いの環境によっては Windows のログイン
ユーザー名ではないユーザー名になることがあり
ます。
・ 半角 14 文字分（全角 7 文字分）を超えるユー
ザー名は切り捨てて表示されます。
・ 情報が取得できなかったときは、
［ユーザー名］が
［EPSONUser］に設定されます。

パスワード印刷機能の設定方法は、プリンター本体のマ
ニュアルを参照してください。

A

プリンター本体にコンパクトフラッシュまたは
メモリーを増設します。
コンパクトフラッシュまたはメモリーの増設方法は、
プリンター本体のマニュアルを参照してください。

B

操作パネルでRAMディスクの設定、プリンター
ドライバーでコンパクトフラッシュまたは
RAM ディスクの設定をします。
コンパクトフラッシュまたは RAM ディスクの設定方
法は、プリンター本体のマニュアルを参照してくださ
い。

D

操作パネルでパスワード印刷ジョブの印刷をし
ます。

以上で終了です。

L
RAM ディスクの設定をした後は、操作パネルの［リ
セットメニュー］で［リセットオール］を実行する
か、プリンターの電源を入れ直してください。

C

プリンターでパスワードの設定をします。

①
②
③
④

L
・ パスワード印刷は、お使いの機種によってオプ
ションのコンパクトフラッシュまたはメモリー
（RAM ディスク）を本機に取り付けないと利用で
きません。
・ 印刷されないパスワード印刷ジョブは、本機の電
源再投入やリセットオールでコンパクトフラッ
シュまたはメモリー（RAM ディスク）から削除さ
れます。
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［デバイスの設定］
画面

ジョブの前に
CTRL-D を送信

各 PostScript ドキュメントの印刷開始
時に、プリンターをリセットするかどう
かを指定します（初期値：いいえ）
。
Ctrl キーを押したまま D キーを押すと、
プリンターは既定の設定にリセットされ
るため、前の印刷ジョブ が現在の印刷
ジョブに影響を与えません。
プリンターをネットワーク接続中に、Ctrl
キーを押したまま D キーを押すと、印刷
ジョブが失敗することがあります。パラ
レルまたはシリアルポートで接続してい
るプリンターでドキュメントの印刷に失
敗するときは、
［いいえ］から［はい］に
変更してください。

ジョブの後に
CTRL-D を送信

各 PostScript ドキュメントの印刷終了
時に、プリンターをリセットするかどう
かを指定します（初期値：はい）。
Ctrl キーを押したまま D キーを押すと、
プリンターは既定の設定にリセットされ
るため、現在の印刷ジョ ブが後の印刷
ジョブに影響を与えません。
プリンターをネットワーク接続中に、Ctrl
キーを押したまま D キーを押すと、印刷
ジョブが失敗することがあります。ネッ
トワークプリンターでドキュメントの印
刷に失敗するときは、
［はい］から［いい
え］に変更してください。

グレーテキスト
を PostScript
グレーに変換す
る

テキスト中の真のグレー（RGB 値）を、
PostScript ド ラ イバ ー が提 供 する グ
レーに変換するかどうかを指定します。

グ レ ー グ ラ
フィックスを
PostScript グ
レーに変換する

グラフィックス中の真のグレー（RGB値）
を、PostScript ドライバーが提供するグ
レーに変換するかどうかを指定します。

欧州通貨記号を
PostScript
フォントに追加
する

デバイスフォントにユーロ記号を追加す
るかどうかを指定します。

ジョブタイムア
ウト

コンピューターからプリンターにドキュ
メントが送信される時間の制限を指定し
ます。指定した時間が経過すると、ドキュ
メントの印刷が中止されます。
この値を 0 にすると、どれだけ時間がか
かっても、プリンターは印刷を実行しよ
うとし続けます。

印刷待ちタイム
アウト

次の PostScript 情報をコンピューター
から受け取るまでに、プリンターが待つ
時間の制限を指定します。指定した時間
が経過すると、ドキュメントの印刷は中
止され、エラーメッセージが印刷されま
す。複雑なドキュメントを印刷するとき
は、この値を大きくしてください。
この値を 0 にすると、どれだけ時間がか
かっても、プリンターは印刷を中止しま
せん。

L
［デバイスの設定］画面は［プリンタ］フォルダーからプリン
タードライバーのプロパティーを開いたときにだけ表示され
ます。

①

②

③

① フォント代替表
フォント置き換えテーブルを表示します。

② PostScript プリンターの設定
出力するときの PostScript プリンターの設定を選択し
ます。
利 用 可 能 な
PostScript メ
モリ

利用可能な PostScript メモリーの容量
を指定します。通常は、購入時の設定を
使います。

出力プロトコル

プリンターが印刷ジョブで使用するプロ
トコルを指定します。
［ASCII］：ASCII 形式（7 ビット）でデー
タを送信できます。印刷時間が長くなる
ことがありますが、シリアルポート、パ
ラレルポート、ネットワークポートなど、
どのポートでもデータを送信できます。
［BCP］（Binary Communications
Protocol）また は［TBCP］
（Tagged
Binary Communications Protocol）
：
特殊な制御文字を除くすべてのデータが
バイナリー（8 ビット）形式で送信され
ます。シリアルポート、パラレルポート
で使用できます。ASCII 形式より高速に
データを送信できます。
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アウトラインと
してダウンロー
ドする下限フォ
ントサイズ

ビットマップと
してダウンロー
ドする上限フォ
ントサイズ

PostScript ドライバーが、TrueType
フォントをアウトライン（Type1）フォ
ントとしてダウンロードするときの、最
小のフォントサイズ（ピクセル単位）を
指定します。最小の設定より小さいフォ
ントは、ビットマップ（Type3) フォン
トとしてダウンロードされます。
このオプションにより、
［印刷設定］画面
の［詳細オプション］画面で、
［TrueType
フォントダウンロード］の［自動］を調
整できます。

［詳細オプション］
画面
［レイアウト］または［用紙 / 品質］画面の［詳細設定］
をクリックすると表示されます。
この画面では、用紙サイズや印刷品質などの詳細が設定で
きます。

PostScript ドライバーが、TrueType
フォントをビットマップ（Type3）フォ
ントとしてダウンロードするときの、最
大のフォントサイズ（ピクセル単位）を
指定します。最大の設定より大きいフォ
ントは、アウトライン（Type1) フォン
トとしてダウンロードされます。
このオプションにより、
［印刷設定］画面
の［詳細オプション］画面で、
［TrueType
フォントダウンロード］の［自動］を調
整するか、
［ビッドマップ］を上書きでき
ます。

③ インストール可能なオプション
オプション（給紙装置やメモリーなど）を取り付けるとき
は、プリンタードライバーで設定する必要があります。
［イ
ンストール可能なオプション］リストから取り付けたオプ
ションをクリックして選択します。

用紙 / 出力

①
②

① 用紙サイズ
印刷する用紙サイズを選択します。

② 部数
印刷する部数を最大 9999 部まで設定できます。数値を
直接入力して設定します。
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グラフィックス

ICM の目的

①
②
③
④

良好な印刷結果 が得られるように、カ
ラーイメージの作成方法を指定します。
・ グラフを印刷するときや、鮮やかな色
を使っているときは、［グラフィック
ス］をクリックします。
・ 色が混ざり合っている写真や絵のとき
は、
［写真］をクリックしてコントラス
トを最大化します。
・ ドキュメントで使っている色を正確に
整合させる必要があり、ドキュメント
を印刷するプリンターにその色が存在
するときは、
［色の校正］をクリックし
ます。
・ ほかのプリンターからカラー設定をプ
レビューするときは、
［一致］をクリッ
クします。

③ 拡大縮小
拡大または縮小して印刷します。拡大または縮小する数値
を設定します。

① 印刷品質

④ TrueType フォント

プリンターの印刷解像度を、
［はやい］
（300dpi*1）/［き

TrueType フォントをどのように置き換えて印刷するか
設定します。

れい］
（600dpi）/［高精細］
（1200dpi*2）から選択し
ます。
*1 1 インチあたりの印刷ドット数（dots per inch）。印刷の密
度を表す単位。

TrueType フォ
ント

*2 1200dpi 対応機種のみ

② イメージの色の管理
カラーグラフィックスの色を管理します。
ICM の方法

カラーグラフィックスの印刷方法を指定
します。
・ イメージのカラーの管理を有効にしな
いときは、
［ICM 無効］をクリックしま
す。
・ ドキュメントをプリンターに送る前
に、ホストコンピューターで色補正を
計算するときは、
［ホストシステムによ
る ICM 処理］をクリックします。
・ プリンターで色補正を計算するとき
は、［プリンタによる ICM 処理］をク
リックします。このときカラーの割り
当てで規則が作成され、プリンターに
ダウンロードされます。プリンターで
は、この規則に従ってドキュメントの
色が調整されます。
・ プリンターで色補正を計算するとき
は、
［プリンタ調整による ICM 処理］を
クリックします。このときカラーの割
り当て規則はすでにプリンターにダウ
ンロードされており、もう一度作成し
てダウンロードし直すことはありませ
ん。

TrueType フォントのオプションを指定
します。TrueType フォントが含まれる
ドキュメントを印刷するときに、同等の
プリンターフォントを使うには、
［デバイ
スフォントと代替］
（初期値）をクリック
します。これにより、印刷は高速化され
ますが、プリンターフォントでサポート
されていない特殊文字は印刷されませ
ん。プ リ ン タ ー フ ォ ン ト を 使 わ ず に、
TrueType フォントをダウンロードして
印刷するには、
［ソフトフォントとしてダ
ウンロード］をクリックします。

ドキュメントのオプション

①
②
③
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① 詳細な印刷機能
プリンター固有の印刷機能を使用するか選択します。
シートごとの
ページレイアウ
ト

［シートごとのページ数］
（割り付け）で
印刷するときの、各ページレイアウトを
設定します。

小冊子綴じ

［小冊子］印刷のときの、綴じ方向を設定
します。

② PostScript オプション
PostScript オプションを設定します。
PostScript 出
力オプション

PostScript ファイルの出力形式を指定
します。通常は、
［印刷処理が速くなるよ
う最適化］を使ってドキュメントを印刷
します。
・ Adobe の文書構造規約（ADSC）に準
拠したファイルを作成するには、［エ
ラーが軽減するよう最適］をクリック
します。ド キュ メント のそ れぞ れの
ページが、独立したオブジェクトにな
ります。この機能は、PostScript ファ
イルを作成し、別のプリンターで印刷
するときに便利です。
・ 別のプログラムで印刷するドキュメン
トに、イメージとしてファイルを埋め
込 む と き は、
［E n c a p s u l a t e d
PostScript（EPS）］をクリックしま
す。
・［アーカイブ形式］では、後で使用でき
る PostScript ファイルが作成されま
す。

TrueType フォ
ントダウンロー
ドオプション

TrueType フォントのダウンロード方法
を指定します。通常は、
［自動］をクリッ
クして、PostScript ドライバーで最適な
形式を決定します。TrueType フォント
をスケーラブルなアウトラインフォント
としてダウンロードするときは、
［アウト
ライン］をクリックします。TrueType
フォントをビットアップフォントとして
ダウンロードするには、
［ビットマップ］
をクリックします。使用しているプリン
ターが TrueType ラスタライザプリン
ターであるときは［Native TrueType］
をクリックします。

PostScript 言
語レベル

使用する PostScript 言語レベルを、1
からプリンターでサポートしている最高
レベルまでの 間で指定します。プリン
ターによっては、複数のレベルをサポー
トすることもあります。言語レベルが高
いほど提供される機能が多くなるため、
通常は利用できる最高の値を選択してく
ださい。ただし、それでもレベル 1 を使
うことがあります。たとえば、ファイル
をディスクに印刷し、そのファイルをレ
ベル 1 のプリンターで印刷するときは、
レベル 1 を選択する必要があります。

PostScript エ
ラーハンドラを
送信

PostScript エラーハンドラメッセージ
を送信するか どうか指定します。印刷
ジョブにエラーが発生したときに、プリ
ンターでエラーページを印刷するとき
は、［はい］をクリックします。

左右反転印刷

左右反転で出力することを指定します。
［はい］をクリックすると、水平方向の座
標を反転させ、ミラーイメージを印刷で
きます。

③ プリンターの機能
プリンター固有の機能を設定します。
［プリンターの機能］
リストから設定する機能を選択し、［設定の変更］リスト
から設定値を選択します。
お使いのプリンターによって、設定できる機能は異なりま
す。
カラーモード
（カラー機のみ）

印刷の種類を選択します。
・ カラー：カラー印刷します
・ モノクロ：モノクロ印刷します。

スクリーン
（カラー機のみ）

階調の再現性を優先するか、または解像度
を上げることを優先するか選択します。
・ 自動（階調優先）
：文字や写真に対して最
適なスクリーン線数を自動的に設定しま
す。
・ 自動（解像度優先）
：文字や写真に対し
て最適なスクリーン線数を自動的に設
定します。グラフなどの図形に対して
は、解像度優先スクリーンを設定しま
す。
・ 階調優先：色調や色の濃淡が無階段に
変化する写真やグラデーション、グラ
フなどの図形の印刷時に指定します。
・ 解像度優先：文字や細かい線、細かい模
様のあるデータの印刷時に指定します。
・ ユーザー定義：アプリケーション側でス
クリーン処理をするときに指定します。

RGBレンダリン
グインテント
（カラー機のみ）

出力装置が再現できる色には限界があ
り、特定の出力装置で色を再現する場合、
指定した色の再現範囲を調整する必要が
あります。その再現範囲の調整方法の種
類を選択します。本設定は、［RGB ソー
ス］のみに機能します。
・ 無効（初期値）
：色の再現範囲を調整し
ません。
・ 知覚的：視覚的に自然なイメージにな
るように変換します。画像データが広
範囲な色域を使用している場合に使用
します。
・ 彩度：彩度を保持して変換をします。
・ 相対的な色域を保持：元データの色域
座標と印刷時の色域座標が一致するよ
う変換します。白色点（色温度）は「出
力」で定義された値が使用されます。多
くのカラーマッチング時に使用されま
す。
・ 絶対的な色域を保持：プリンターの色
域に収まるカラーは正確に再現されま
す。色域外の色は色域内の最も近い色
に置き換えられます。また、白色点は
「RGB ソース」で定義された値が使用
されます。色を正確に出力する必要が
ある場合に使用します。
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RGB ソース
（カラー機のみ）

CMYK 色補正
方法
（カラー機のみ）

C M Y K シ ミュ
レーション
（カラー機のみ）

出力プロファイル
（カラー機のみ）

RGB 色空間を CMYK 印刷でシミュレー
トする場合に、補正する RGB 色を選択で
きます。
・ 自動（初期値）
：より自然な発色になるよ
うにカラー調整します。本項目を設定し
た場合、レンダリングインテントは［無
効］のみ選択可能です。
・ Adobe RGB：Adobe社が定義するRGB
色
・ sRGB：スキャナーやディスプレイなど
が sRGB に対応している場合、それぞれ
の機器とカラーマッチング（色合わせ）
をして印刷します（プリンタードライ
バーでの調整項目はありません）。ご利用
の機器が sRGB に対応しているかは、機
器のメーカーにお問い合わせください。
・ ソース 1 − 5：プリンターに登録した
ICC プロファイルで定義された RGB 色
・ オフ：色補正をしません。
CMYK シミュレーションの色変換方法を
指定します。
・ 無効（初期値）
：CMYK 色変換方法を
指定しません。
・ GCR（出力）
：CMYK 各色の出力濃度
と色合いが調整されます。K 版は「出
力」で 定義 され たブラ ック の情 報で
CMYK に分版されるため、CMYK の
混色で出力されます。
・ GCR（ソース）：GCR（出力）と同様の
シミュレーション方法ですが、「CMYK
シミュレーション」で定義されたブラッ
クの情報が保持されるため、K 版はブ
ラックのみで出力されます。
・ 簡易：CMYK 各色の出力濃度のみ調整
されます。
オフセット印刷機のCMYKインク色を再現
して印刷する場合に、シミュレーションす
る CMYK インクの色を選択できます。
・ オフ：シミュレーションしません
・ 自動（初期値）
：より自然な発色になる
ようにカラー調整します。
・ Japan Color 2001：Japan Color 色
再現印刷 2001 に準拠
・ SWOP：SWOP 出版印刷色
・ Euroscale：ヨーロッパの印刷色
・ JMPA：雑誌広告基準カラー（JMPA
カラー）
・ カスタム 1 − 5：プリンターに登録し
た I C C プロ フ ァイ ル で定 義 され た
CMYK 印刷色。
プリンター用の ICC プロファイルを指定
します。この設定はすべての印刷データ
に適用されます。
・ 自動（初期値）
：プリンターの特性が記
述された ICC プロファイルです。通常
はこのモードで使用します。
・ 出力１−５：プリンターに登録した ICC
プロファイルを使用して印刷します。

純ブラック
（カラー機のみ）

ブラックトナーのみで印刷するか、しな
いかの設定をします。
・ オン：ブラックのテキストデータおよ
び線画データをブラックトナーのみで
印刷します。
・ オフ：カラートナーも使用して印刷し
ます。

排紙
（排 紙 オ プ シ ョ
ンを装着可能な
機種のみ）

［フェイスダウン］または［スタッカー］
のいずれかを選択できます。ただし、
［ス
タッカー］はスタッカーユニット（排紙
トレイ）を装着したときのみ有効です。

RIT

斜線や曲線などのギザギザをなめらかに
印刷するエプソン独自の輪郭補正（RIT）
機能が使用できます。大きな文字を印刷
するときに、より効果が得られます。
・ オン：RIT 機能を使用します。
・ オフ：RIT 機能を使用しません。
グラフィックの［印刷品質］で［高精細］
（1200dpi*）が選択されていると、輪郭
補正（RIT）機能をオンにできません。解
像度を［はやい］（300dpi）または［き
れい］（600dpi）に選択し直してくださ
い。
*

1200dpiに対応していない機種もあ
ります。

濃度
濃度には以下の段階があります。
（モノクロ機のみ） ・ 最も明るい
・ 明るい
・ 中間（初期値）
・ 暗い
・ 最も暗い
トナーセーブ

輪郭部分以外を薄くしてトナーを節約し
ます。レイアウトを確認する場合など、階
調性や印刷品質にこだわらないときにお
使いください。
・ 使用しない：トナーセーブ機能を使用
しません。
・ 使用する：トナーセーブ機能を使用し
ます。

180 度回転

印刷データを 180 度回転して印刷しま
す。

排紙方向
（排 紙 設 定 が 可
能な機種のみ）

給紙装置にセットした用紙の向きに合わ
せて、排紙方向を設定します。
・ 指定しない（初期値）
：通常はこのモード
で使用します。
・ 横方向に排紙：給紙装置に用紙を横長に
セットしたときに選択してください。
・ 縦方向に排紙：給紙装置に用紙を縦長に
セットしたときに選択してください。
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使用上の注意
「プリンターの機能」使用時は以下の点にご注意ください。
・ RIT 機能を使用してグラデーション（無段階に変化す
る階調）のある画像を印刷すると、意図した印刷結果
が得られないことがあります。このようなときは、RIT
機能を使用しないでください。
・ カラー印刷 / モノクロ印刷の設定は、カラーモード機
能で設定してください。他のカラー設定と競合すると、
思い通りの印刷結果が得られないことがあります。
・ Adobe Illustrator などのアプリケーションにおいて、オ
ブジェクトの重ね合わせ部分で、思い通りに印刷されない
ときがあります。このようなときは、
［純ブラック］で［オ
フ］を選択するか、Adobe Illustrator の［書類設定］−
［透明］−［プリントデータ書き出し］の設定を変更して
ください。問題が改善される場合があります。
・ カラーイメージを印刷すると、印刷結果に黒点が発生
することがあります。このようなときは、
［純ブラッ
ク：オフ］で使用してください。
・ CMYK シミュレーション /RGB ソース機能をご利用
いただく場合、以下の点に留意してください。
* この機能を使用しても、必ずしも最終印刷物や RGB
モニターと完全な色合わせができるわけではあり
ません。出力機器（印刷機や RGB モニター）には
特性の違いや個体差があり、特定出力機器の色を完
全にシミュレーションできないためです。
* 印刷物の色は、照明によって見え方が変化します。
この機能は、D50 光源の照明下で印刷物を観測す
ることを想定しています。
* アプリケーションソフト上でカラーマネージメン
ト機能を設定する場合は、
［オフ］を選択してくだ
さい。
* ［ソース 1-5］
、
［カスタム 1-5］を使用するには、プ
リンターにコンパクトフラッシュを装着する必要
があります。
* ［ソース 1-5］、［カスタム 1-5］を使用する前に、
Epson Proﬁle Manager で ICC プロファイルの登
録をしてください。なお、ICC プロファイルが登録
されていない状態で印刷したときは、自動的に［オ
フ］が適用されます。
・ 出力機能をご利用いただく場合、以下の点に留意して
ください。
* ［出力 1-5］に RGB プロファイルを登録し、これを
使用して印刷したときは、CMYK シミュレーション
方法は適用されません。
* ［出力 1-5］を使用するには、プリンターにコンパ
クトフラッシュを装着する必要があります。
* ［出力 1-5］を使用する前に、Epson Proﬁle Manager
で ICC プロファイルの登録をしてください。なお、ICC
プロファイルが登録されていない状態で印刷したとき
は、［自動］が適用されます。
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プリンタードライバーの設定（Mac OS X）
Mac OS X のプリンタードライバーの設定項目の詳細を説明します。掲載画面は例です。お使いの機種によって表示項
目が異なります。

［ページ設定］
画面
［ページ設定］画面では、用紙に関する基本的な項目を設
定します。印刷データを作成する前に設定してください。

［プリント］
画面
L
Mac OS X のバージョンによって機能が異なります。OS 標準
機能の詳細はMac OS Xの説明書やヘルプを参照してください。

①
②

印刷する際、［プリント］画面で印刷に関わる各種の設定を
します。設定をする画面は、メニューから選択してください。

③
④

①

⑤

②
③

④

⑥
⑤

① 設定
［ページ属性］、［デフォルトとして保存］画面を切り替え
ます。
ページ属性

用紙サイズ、印刷方向・拡大・縮小率を
設定します。

デフォルトとし
て保存

設定した内容をデフォルトとして保存し
ます。

⑦

⑧

⑨

① プリンタ
② 対象プリンタ
どのプリンターを対象にページ属性を設定するか、プリン
ター名を選択します。

③ 用紙サイズ
印刷する用紙のサイズをリストから選択します。

④ 方向

印刷に使用するプリンターを選択します。

② プリセット
［プリント］画面のすべての設定を保存し、後でまとめて
呼び出すことができます。必要な設定を変更したら、メ
ニューから［別名で保存］を選択して保存名を指定して保
存してください。

用紙に対する印刷の向きをクリックして選択します。

① 入力

⑤ 拡大縮小
印刷データを拡大 / 縮小して印刷します。

②クリック
保存した設定を変更したり、名称変更や削除もできます。
対象となる設定名を［プリセット］メニューから選択し
て、さらに［保存］、［名称変更］、または［削除］を選択
してください。

③ 部数
印刷部数を選択します。通常は 1 ページごとに指定し部
数を印刷しますが、④の［丁合い］を選択すると、1 部ご
とにまとめて印刷します。
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④ 丁合い
2 部以上印刷する場合に、1 ページ目から最終ページま
でを 1 部単位にまとめて印刷します。印刷する部数は、③
の［部数］で指定します。

⑤ 設定画面メニュー

［レイアウト］
画面
［プリント］画面で［レイアウト］を選択すると、連続し
たページを 1 枚の用紙に自動的に縮小割り付けして印刷
できます。

［プリント］画面の設定画面を切り替えます。

⑥ プレビュー
印刷イメージを画面で確認できます。
①
②
③
④
⑤
⑥

⑦ PDF
印刷する代わりに、PDF ファイルとして保存したり、ファ
クスやメール送信したりできます。

⑧ キャンセル
印刷を中止します。

⑨ プリント
印刷を実行します。

① ページ数 / 枚
1 枚の用紙に割り付けるページ数を選択します。

② レイアウト方向
割り付けたページを、どのような順番で配置するか選択します。

③ 境界線
割り付けた各ページの周りに枠線を印刷するときに、線の
種類を選択します。

④ 両面
両面印刷ユニットを使って用紙の両面に印刷するときに、
両面印刷のとじ方向を選択します。

⑤ ページの方向を反転
印刷データを 180 度回転して印刷します。

⑥ 左右反転
左右反転で出力することを指定します。水平方向の座標を
反転させ、ミラーイメージを印刷できます。
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［カラー・マッチング］
画面

［給紙］
画面

［プリント］画面で［カラー・マッチング］を選択すると、
カラーマネージメントに関する設定ができます。

［プリント］画面で、
［給紙］を選択すると、給紙方法が設
定できます。

設定の詳細は、Mac OS X のヘルプを参照してください。

①
②

① 全体
すべてのページの給紙装置を設定します。

L

② 先頭ページのみ

お使いのアプリケーションによっては、有効にならない場合
があります。

先頭ページの給紙装置とそれ以外のページの給紙装置を
設定します。

［用紙処理］
画面

［表紙］
画面

［プリント］画面で［用紙処理］を選択すると、先頭ペー
ジからではなく最後のページから逆に印刷する逆順に印
刷の設定ができます。

［プリント］画面で［表紙］を選択すると、印刷データに
添付する表紙に関わる設定ができます。

①
①
②

②
③

③

① 表紙をプリント
① プリントするページ

表紙を印刷の最初または最後に印刷するかを選択します。

すべてのページを印刷するか、奇数または偶数ページだけ
を印刷するかを選択できます。

② 表紙のタイプ
表紙のタイプを一覧の中から選択します。

② ページの順序
最後のページから最初のページへ逆順序に印刷します。
［自動］、［通常］、［逆送り］から選択できます。

③ 出力用紙サイズ
レイアウトしたそのままの用紙サイズ（原寸）で印刷するに
は、［出力用紙サイズ］を選択します。レイアウトした用紙
サイズとは異なる用紙サイズに合わせて拡大・縮小印刷する
には［用紙サイズに合わせる］を選択して、メニューから用
紙サイズを選択します。なお、［縮小のみ］にチェックマー
クを付けると縮小印刷のみしますので、選択した用紙サイズ
より小さい用紙サイズにレイアウトしている場合は拡大印
刷せずに、元の用紙サイズのまま印刷します。

③ 課金情報
課金情報を入力します。

L
課金情報の入力欄に日本語文字を使用すると、課金情報を表
示したときに文字化けが発生することがあります。
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［エラー処理］画面
（Mac OS X v10.4.11）
［プ リ ン ト 画 面］で、［エ ラ ー 処 理］を 選 択 す る と、
PostScript エラーが発生したときに報告するかどうか
を設定できます。

①

［ジョブ設定］
画面
ご自身がプリンターにパスワードを入力してその場で書
類を印刷できれば、他人の目に触れることなくセキュリ
ティーを高められると思いませんか。オプションのコンパ
クトフラッシュまたはメモリー（RAM ディスク）を取り
付ければ、パスワード印刷ができます。通常プリンターに
送られた印刷データは何もしなくても印刷されますが、パ
スワード印刷では、印刷データを一旦コンパクトフラッ
シュまたはメモリー（RAM ディスク）に保存し、操作パ
ネルでパスワードを入力すると印刷されます。

②

① PostScript エラー
特にレポートは
行わない

PostScript エラーが発生しても報告し
ません。

詳細レポートを
プリント

PostScript エラーが発生すると、エラー
の詳細を印刷します。

② トレイの切り替え
選択できません。

［ジョブ設定］画面を選択すると、パスワード印刷機能が
設定できます。パスワード印刷機能の設定方法は、プリン
ターのマニュアルを参照してください。

A

プリンター本体にコンパクトフラッシュまたは
メモリーを増設します。
コンパクトフラッシュまたはメモリーの増設方法は、
プリンター本体のマニュアルを参照してください。

B

操作パネルでRAMディスクの設定、プリンター
ドライバーでコンパクトフラッシュまたは
RAM ディスクの設定をします。
コンパクトフラッシュまたは RAM ディスクの設定方
法は、プリンターのマニュアルを参照してください。

［スケジューラ］
画面

L

［プリント］画面で［スケジューラ］を選択すると、印刷
を実行するタイミングを設定することができます。

RAM ディスクの設定をした後は、操作パネルの［リ
セットメニュー］で［リセットオール］を実行する
か、プリンターの電源を入れ直してください。

詳細は Mac OS X のヘルプを参照してください。

C

プリンターでパスワードの設定をします。
［プリント］画面で［ジョブ設定］を選択すると、パ
スワード印刷機能が設定できます。

①②③④

K
・ AppleTalk 接続時はパスワード印刷はできません。
・ すべての項目を入力しないと［プリント］はクリッ
クできません。
・ 入力に不備（文字数が少ないなど）がある場合も
［プリント］はクリックできません。
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L
・ パスワード印刷は、お使いの機種によってオプ
ションのコンパクトフラッシュまたはメモリー
（RAM ディスク）を本機に取り付けないと利用で
きません。
・ 印刷されないパスワード印刷ジョブは、本機の電
源再投入やリセットオールでコンパクトフラッ
シュまたはメモリー（RAM ディスク）から削除さ
れます。

［プリンタの機能］
画面
［プリント］画面で［プリンタの機能］を選択すると、
［機能
セット］で［印刷品質］、［カラー設定］、［その他の設定］、
［出力設定］画面に分かれます。プリンター固有の機能が設
定できます。
［印刷品質］画面
カラー機の場合

①パスワード印刷
パスワード印刷をするときにチェックマークを付け
ます。

②ユーザー名
パスワード印刷ジョブに設定するユーザー名（半角英
数 14 文字 / 全角 7 文字以内）を入力します。

①
②
③
④

③ジョブ名
パスワード印刷ジョブに設定するジョブ名（半角英数
14 文字 / 全角 7 文字以内）を入力します。

④パスワード

モノクロ機の場合

パスワード印刷ジョブのパスワード（0 〜 9 の半角
数字を 4 桁）を入力します。

D

操作パネルでパスワード印刷ジョブの印刷をし
ます。
②
①
⑤
④

以上で終了です。

［カラー設定 1］画面

⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
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③ スクリーン（カラー機のみ）

［カラー設定 2］画面

階調の再現性を優先するか、または解像度を上げることを
優先するか選択します。

⑫

階調優先

色調や色の濃淡が無階段に変化する写真
やグラデーションのあるデータ、グラフ
などの図形の印刷時に設定します。

解像度優先

文字や細かい線、細かい模様のあるデー
タの印刷時に設定します。

ユーザー定義

アプリケーション側でスクリーン処理を
するときに指定します。

④ RIT

［その他の設定］画面

斜線や曲線などのギザギザをなめらかに印刷するエプソ
ン独自の輪郭補正（RIT）機能です。大きな文字を印刷す
るときに、より効果が得られます。

⑬
⑭

オン

RIT 機能を使用します。

オフ

RIT 機能を使用しません。

⑤ 濃度（モノクロ機のみ）
濃度の設定を、
［最も明るい］/［明るい］/［中間］/［暗
い］/［最も暗い］から選択します。

⑥ カラーモード
（カラー機のみ）

［出力設定］画面

カラー印刷するかモノクロ印刷するかを選択します。

⑮

カラー

カラー印刷します。

モノクロ

モノクロ（白黒）印刷します。

⑦ 純ブラック（カラー機のみ）
ブラックトナーのみで印刷するか、しないかの設定をします。

① 用紙種類

オン

ブラックのテキストデータおよび線画
データ、イメージをブラックトナーのみ
で印刷します。

オフ

カラートナーも使用して印刷します。

用紙種類を選択します。

L
・ 用紙の種類を正しく設定しないと、印刷品質低下の原因と
なることがあります。
・ お使いの機種によって使用できる用紙の種類が異なりま
す。用紙の詳細はプリンター本体のマニュアルを参照して
ください。

② 解像度
プリンターの印刷解像度を、
「はやい」
（300dpi*1）/［きれ
い］
（600dpi）/［高精細］
（1200dpi*2）から選択します。

L
・ Adobe Illustrator などのアプリケーションにおいて、オ
ブジェクトの重ね合わせ部分で、思い通りに印刷されない
ことがあります。このようなときは、純ブラックで［オフ］
を選択するか、Adobe Illustrator の［書類の設定］−［透
明］−［プリントデータの書き出し］の設定を変更してく
ださい。問題が改善されることがあります。
・ カラーイメージを印刷すると、印刷結果に黒点が発生した
りイメージの階調が崩れることがあります。このようなと
きは、［純ブラック：オフ］で使用してください。

*1 1 インチあたりの印刷ドット数（dots per inch）。印刷の密
度を表す単位。
*2 1200dpi 対応機種のみ
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⑧ RGB レンダリングインテント（カラー機のみ）

⑩ CMYK 色補正方法（カラー機のみ）

出力装置が再現できる色には限界があり、特定の出力装置
で色を再現する場合、指定した色の再現範囲を調整する必
要があります。その再現範囲の調整方法の種類を選択しま
す。本設定は、［RGB ソース］のみに機能します。

CMYK シミュレーションの色変換方法を指定します。

無効

色の再現範囲を調整しません。

知覚的

視覚的に自然なイメージになるように変
換します。画像データが広範囲な色域を
使用している場合に使用します。

彩度

彩度を保持して変換をします。

相対的な色域を
保持

元データの色域座標と印刷時の色域座標
が一致するように変換します。白色点（色
温度）は［出力］で定義された値が使用
されます。多くのカラーマッチング時に
使用されます。

絶対的な色域を
保持

プリンターの色域に収まるカラーは正確
に再現されます。色域外の色は色域内の
最も近い色に置き換えられます。また、白
色点は［RGB ソース］で定義された値が
使用されます。色を正確に出力する必要
がある場合に使用します。

無効（初期値）

CMYK 色補正方法を指定しません。

GCR（出力）

CMYK 各色の出力濃度と色合いが調整さ
れます。K 版は「出力」で定義されたブ
ラックの情報で CMYK に分版されるた
め、CMYK の混色で出力されます。

GCR（ソース）

GCR（出力）と同様のシミュレーション
方法ですが、
「CMYK シミュレーション」
で定義されたブラックの情報が保持され
るため、K 版はブラックのみで出力され
ます。

簡易

CMYK 各色の出力濃度のみ調整されま
す。

⑪ CMYK シミュレーション
（カラー機のみ）
オフセット印刷機の CMYK インク色を再現して印刷す
る場合に、シミュレーションする CMYK インクの色を選
択できます。
自動

より自然な発色になるようにカラー調整
します。

Japan Color
2001

Japan Color 色再現印刷 2001 に準拠

SWOP

SWOP 出版印刷色

より自然な発色になるようにカラー調整
します。本項目は、RGB レンダリングイ
ンテントが［無効］のとき選択可能です。

Euroscale

ヨーロッパの印刷色

JMPA

雑誌広告基準カラー（JMPA カラー）

Adobe RGB

Adobe 社が定義する RGB 色です。

カスタム 1 − 5

sRGB

スキャナーやディスプレイなどが sRGB
に対応している場合、それぞれの機器と
カラーマッチング（色合わせ）をして印
刷します（プリンタードライバーでの調
整項目はありません）。ご利用の機器が
sRGB に対応しているかは、機器のメー
カーにお問い合わせください。

プリンターに登録した ICC プロファイル
で定義された CMYK 印刷色です。

オフ

シミュレーションしません

⑨ RGB ソース（カラー機のみ）
RGB 色空間を CMYK 印刷でシミュレートする場合に、
補正する RGB 色を選択できます。
自動

ソース 1 − 5

プリンターに登録した ICC プロファイル
で定義された RGB 色です。

オフ

色補正をしません。

CMYK シミュレーション /RGB ソース機能をご利用いた
だく場合、以下の点に留意してください。
* この機能を使用しても、必ずしも最終印刷物や RGB モ
ニターと完全な色合わせができるわけではありませ
ん。出力機器（印刷機や RGB モニター）には特性の
違いや個体差があり、特定出力機器の色を完全にシ
ミュレーションできないためです。
* 印刷物の色は、照明によって見え方が変化します。こ
の機能は、D50 光源の照明下で印刷物を観測すること
を想定しています。
* アプリケーションソフト上でカラーマネージメント機
能を設定する場合は、［オフ］を選択してください。
* ［ソース 1-5］、
［カスタム 1-5］を使用するには、プリン
ターにコンパクトフラッシュを装着する必要があります。
* ［ソース 1-5］、
［カスタム 1-5］を使用する前に、Epson
Proﬁle Manager で ICC プロファイルの登録をしてくだ
さい。なお、ICC プロファイルが登録されていない状態で
印刷したときは、自動的に［オフ］が適用されます。
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⑫ 出力プロファイル（カラー機のみ）
プリンター用の ICC プロファイルを指定します。
この設定はすべての印刷データに適用されます。
自動（初期値）

プリンターの特性が記述された ICC プロ
ファイルです。通常はこのモードで使用
します。

出力１−５

プリンターに登録した ICC プロファイル
を使用して印刷をします。

［一覧］
画面
［プリント］画面で［一覧］を選択すると、
［プリント］画
面のすべての設定を一覧で表示します。

⑬ トナーセーブ
輪郭部分以外を薄くしてトナーを節約することができま
す。レイアウトを確認するときなど、階調性や印刷品質に
こだわらないときにお使いください。
オフ

トナーセーブ機能を使用しません。

オン

トナーセーブ機能を使用します。

*

Mac OS X のバージョンおよびプリンターの機種によって
画面表示は異なります。

⑭ 180 度回転
印刷データを 180 度回転して印刷します。

⑮ 排紙方向
（排紙設定が可能な機種のみ）
給紙装置にセットした用紙の向きに合わせて、排紙方向を
設定します。
指定しない
（初期値）

通常はこのモードで使用します。

横方向に排紙

給紙装置に用紙を横長にセットしたとき
に選択してください。

縦方向に排紙

給紙装置に用紙を縦長にセットしたとき
に選択してください。

L
排紙オプションを装着可能な機種では、
［排紙先］が表示され
ます。
［フェイスダウン］または［スタッカー］のいずれかを
選択できます。ただし、
［スタッカー］はスタッカーユニット
（排紙トレイ）を装着したときのみ有効です。
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ユーティリティーソフト
添付ユーティリティーの使い方を説明します。

Epson PS Folder
Epson PS Folder は、あらかじめ登録しておいたフォル
ダーに、対応ファイル（PS、EPS、PDF、TIFF、JPEG
形式）をドラッグ＆ドロップすることで、アプリケーショ
ンソフトを介さずに印刷できるソフトウェアです。

インストール
Windows の場合

A

①［自動再生］画面の［プログラムのインストール /
実行］を、発行元が Seiko Epson であることを
確認してからクリックします。
②［ユーザーアカウント制御］画面で［はい］または
［続行］をクリックします。

動作環境
対象 OS

Windows XP
Windows Vista
Windows ７

Windows XP：
B へ進みます。

Mac OS X v10.4.11 〜 v10.6.x
接続方法

ネットワーク

PostScript3 Utility ディスクをコンピュー
ターにセットします。

B

使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確
認し、
［同意する］をクリックします。

C ［カスタムインストール］をクリックします。

クリック

D

PS Folder の［

］をクリックします。

クリック
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E

画面の指示に従ってインストール作業を進めま
す。
最後に［完了］をクリックしてインストールを終了し
ます。

操作方法
フォルダーの追加登録で作成したフォルダーに、ファイル
（PS、EPS、PDF、TIFF、JPEG 形式）をドラッグ＆ド
ロップして、アプリケーションを介さずに印刷します。

以上で終了です。

Mac OS X の場合

A

PostScript3 Utility ディスクをコンピュー
ターにセットします。

B ［Adobe
す。

PS］アイコンをダブルクリックしま

C ［アプリケーション］−［PSFolder］をダブル
クリックします。
D

Epson̲PS̲Folder のアイコンを任意の場所に
コピーします。
コピー後は、アイコンの名称を変更してください。

対応ファイル形式
ファイル形式

説明

PS

PostScript ファイル（ASCII で記述
されたファイルのみ）

EPS

Encapsulated PostScript ファイ
ル（ASCII で記述されたファイルの
み、バイナリー形式には対応していま
せん）

PDF

Portable Document Format ファ
イル

TIFF

Tagged Image File Format ファイ
ル

JPEG

Joint Photographic Experts
Group ファイル
※ただし、JPEG2000 には対応し
ていません。

以上で終了です。
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Mac OS X の場合

アンインストール

ユーザーが作成したフォルダーを手動で削除します（ゴミ
箱に入れます）。

Windows の場合

A

ユーザーが作成したフォルダーを手動で削除し
ます（ゴミ箱に入れます）。

B

Windows の［スタート］メニューから［コント
ロールパネル］を開きます。

以上で終了です。

をクリックし
C ［プログラムのアンインストール］
ます。

クリック

Windows XP：
［プログラムの追加と削除］をダブルクリック

D

削除するソフトウェアを選択して［アンインス
トール］をクリックします。

① 選択

②クリック

Windows XP：
［プログラムの変更と削除］をクリックしてから削除
するソフトウェアを選択し、
［変更と削除］をクリック

以上で終了です。
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Epson Profile Manager
Epson Proﬁle Manager は、カラープロファイル（ICC、
ICM 形式）の管理、編集をするソフトウェアです。また、
カラープロファイルをプリンターに登録することもでき
ます。設 定 方 法 や 詳 細 な 機 能 説 明 は、Epson Profile
Manager のヘルプを参照してください。

インストール

A

PostScript3 Utility ディスクをコンピュー
ターにセットします。
①［自動再生］画面の［プログラムのインストール /
実行］を、発行元が Seiko Epson であることを
確認してからクリックします。
②［ユーザーアカウント制御］画面で［はい］または
［続行］をクリックします。

L
本ソフトウェアに対応していない機種があります。

Windows XP：
B へ進みます。

動作環境
対象 OS

Windows XP
Windows Vista
Windows ７

B

使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確
認し、
［同意する］をクリックします。

C ［カスタムインストール］をクリックします。

L
プリンターにコンパクトフラッシュを装着してください。

クリック

D

Proﬁle Manager の［
す。

］をクリックしま

クリック

E

画面の指示に従ってインストール作業を進めま
す。
最後に［完了］をクリックしてインストールを終了し
ます。

以上で終了です。
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操作方法

アンインストール

Epson Proﬁle Manager に、任意のカラープロファイル
（ICC、ICM 形式）をドラッグ & ドロップして、プロファイ
ルの登録をします。続いてカラープロファイルをプリンター
にアップロードします。操作方法の詳細は、Epson Proﬁle
Manager のヘルプを参照してください。
［スタート］メニュー−［すべてのプログラム］
（または［プ
ログラム］）−［EPSON］−［Proﬁle Manager］−［Profile
Manager］

A

ユーザーが作成したフォルダーを手動で削除し
ます（ゴミ箱に入れます）。

B

Windows の［スタート］メニューから［コント
ロールパネル］を開きます。

をクリックし
C ［プログラムのアンインストール］
ます。

対応ファイル形式
ファイル形式
ICC、ICM

説明
International Color Consortium
ファイル（バージョン 4.2 まで対応）

クリック

Windows XP：
［プログラムの追加と削除］をダブルクリック

D

削除するソフトウェアを選択して［アンインス
トール］をクリックします。

① 選択

②クリック

Windows XP：
［プログラムの変更と削除］をクリックしてから削除
するソフトウェアを選択し、
［変更と削除］をクリック
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L
ユーザーが登録/編集したカラープロファイルは自動
的には削除されません。
必要に応じて、以下のフォルダーにあるファイルを手
動で削除してください。
ドキュメントライブラリー￥Proﬁle Manager￥icc

以上で終了です。

PostScript Font Tool
PostScript Font Tool は、プリンターにインストールさ
れたフォントのバックアップとリストアをするソフト
ウェアです。また、フォント置き換え用ユーティリティー
Adobe Type Connection（ATCx）のオン / オフを変
更することもできます。
プリンターに市販のフォントをインストールしている場
合、万が一に備えてフォントのバックアップファイルを作
成されることをお勧めします。

動作環境
対象 OS

Windows XP
Windows Vista
Windows ７

L
PostScript Font Tool の初回起動時に、
「Windows セキュ
リティの重要な警告」ダイアログが表示されることがありま
すが、「ブロックを解除する」を選択してください。
これにより、
［Windows ファイアウォール］の［例外］に登
録され、本アプリケーションが正常に利用できるようになり
ます。
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インストール

A

アンインストール

PostScript3 Utility ディスクをコンピュー
ターにセットします。
①［自動再生］画面の［プログラムのインストール /
実行］を、発行元が Seiko Epson であることを
確認してからクリックします。
②［ユーザーアカウント制御］画面で［はい］または
［続行］をクリックします。

Windows XP：

A

ユーザーが作成したフォルダーを手動で削除し
ます（ゴミ箱に入れます）。

B

Windows の［スタート］メニューから［コント
ロールパネル］を開きます。

をクリックし
C ［プログラムのアンインストール］
ます。

B へ進みます。

B

使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確
認し、
［同意する］をクリックします。

C ［カスタムインストール］をクリックします。

クリック

Windows XP：
［プログラムの追加と削除］をダブルクリック

クリック

D

PostScript Font Tool の［
します。

］をクリック

クリック

E

画面の指示に従ってインストール作業を進めま
す。
最後に［完了］をクリックしてインストールを終了し
ます。

D

削除するソフトウェアを選択して［アンインス
トール］をクリックします。

① 選択

②クリック

Windows XP：
［プログラムの変更と削除］をクリックしてから削除
するソフトウェアを選択し、
［変更と削除］をクリック

以上で終了です。
以上で終了です。
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メモリーの使われ方
プリンターに搭載されているメモリーは、PostScript プリンター起動時のプログラム領域や印刷データを処理するとき
などに使われます。また、RAM ディスク領域を確保すると、パスワード印刷などが可能になります。
RAM ディスクの設定方法は、プリンター本体のマニュアルを参照してください。

L

コンパクトフラッシュを装着しているときは、RAM ディスクの設定はできません。

RAM ディスクの領域を確保した場合
RAM ディスクの領域は、操作パネルで［標準］または［最大］のいずれかに設定することで確保できます。
RAM ディスク領域を確保したときのメモリーの使用イメージは以下の通りです。

PostScript プリンター
としての必須メモリー領域

使用可能なメモリー領域

RAM ディスク領域
（パスワード印刷など）

メモリーとしての領域を確保する場合
コンパクトフラッシュが装着されていないまたは装着できない製品では、部単位印刷や PDF 直接印刷に多くのメモリー
を使用するため、RAM ディスクの領域を操作パネルで［なし］にすることをお勧めします。
RAM ディスク領域を［なし］にしたときのメモリーの使用イメージは以下の通りです。

PostScript プリンター
としての必須メモリー領域

使用可能なメモリー領域

RAM ディスク領域を［なし］に設定しても、印刷できない場合でコンパクトフラッシュが装着可能な製品は、コンパク
トフラッシュを装着してください。
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USB メモリーからの直接印刷
USB メモリー（USB、フラッシュメモリーなど）を接続するデバイスコネクターを装備しているプリンター / 複合機で
対応している機能です。文書ファイルや画像ファイルを USB メモリーに保存してプリンター / 複合機に接続すると、コ
ンピューターを介さずに印刷することができます。また、USB メモリーに保存されている印刷可能なファイルの一覧を
印刷する、インデックス印刷もできます。

文書ファイル印刷
プリンター / 複合機に接続した USB メモリーに保存してある印刷ジョブファイル（EPN、PS、PDF ファイル）が印
刷できます。

画像ファイル印刷
プリンター / 複合機に接続した USB メモリーに保存してある画像ファイル（JPEG、TIFF ファイル）が印刷できます。

インデックス印刷
プリンター / 複合機に接続した USB メモリーに保存してある印刷可能なファイル（文書ファイル：EPN、PS、PDF、
画像ファイル：JPEG、TIFF）の一覧（インデックス）が印刷できます。
詳細な印刷方法は、お使いのプリンター / 複合機本体のマニュアルを参照してください。
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PDF 直接印刷
PDF ファイルを、プリンタードライバーを介さずに直接プリンターに転送して印刷します。プリンタードライバーを使
用しないので、簡単かつ高速で印刷ができます。
PDF 直接印刷には、各 OS でコマンド（LPR や FTP など）を使う方法とソフトウェアを使う方法があります。
Windows または Mac OS から印刷するときは、ソフトウェア（製品に付属の「PS Folder」
）を利用することをお勧め
します。
N 32 ページ「ユーティリティーソフト」

選択できる用紙サイズの詳細は、以下を参照してください。
N 44 ページ「
［PS3 環境設定］メニュー」

直接印刷可能な PDF バージョン
お使いのプリンターによって対応する PDF バージョンが
異なります。詳細は『PostScript プリンターインスト
レーションキットはじめにお読みください』−「PDF 直
接印刷の仕様」の項目を参照してください。

コマンドから PDF 直接印刷

PS Folder から PDF 直接印刷
添付のユーティリティーソフト（Epson PS Folder）を
使用して、あらかじめ登録しておいたフォルダーに PDF
ファイルをドラック＆ドロップするだけで印刷ができま
す。
インストールおよび操作方法は、以下のページを参照して
ください。
N 32 ページ「ユーティリティーソフト」

Epson PS Folder を使用せず、LPR コマンドを入力し
て PDF ファイルを直接印刷する手順を説明します。

（または
A ［スタート］−［すべてのプログラム］
［プログラム］）−［アクセサリ］−［コマンド
プロンプト］の順にクリックします。

B

コマンドプロンプト画面にコマンドを入力しま
す。
<LPR コマンドの入力例 >
LPR -P AA.BB.CC.DD -S AA.BB.CC.DD file.pdf

L
・ AA.BB.CC.DD：IP アドレスあるいは登録されて
いるホスト名
ﬁle.pdf：PDF ファイル名
・ 印刷設定は操作パネルで設定してください。
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操作パネルの追加機能
PostScript プリンターとしてご利用の際に表示される項目と設定の詳細を説明します。お使いのプリンター / 複合機に
よって、表示内容が異なります。操作パネルの使い方や PostScript 関係以外の設定項目は、プリンター / 複合機本体
のマニュアルを参照してください。

［プリンター情報］
［
/ レポート印刷］
メニュー
ボタン

液晶ディスプレイの表示

説明

設定項目

PS3 ステータスシート

PostScript3 プリンターとして使用する場合の、PS3 モードの情報（ステータ
スシート）を印刷します。

設定値

−

設定値はありません。
【OK】ボタンを押して実行します。

設定項目

PS3 フォントリスト

PostScript3 プリンターとして利用できるフォントリストを印刷します。

設定値

−

設定値はありません。
【OK】ボタンを押して実行します。

K

フォントリストに表示される、小塚明朝 R（KozMinProVI-Regular）/ 小塚ゴシック M（KozGoPro-Medium）は PDF
印刷用のフォントです。通常の印刷には使用できません。また直接フォント名を指定して出力したときの印刷も保証して
いません。

［インデックス印刷］
メニュー
ボタン

液晶ディスプレイの表示

説明

設定項目

印刷開始

プリンター / 複合機に接続した USB デバイスに保存されている EPN、PDF、
JPEG、TIFF ファイルの一覧（インデックスシート）を印刷します。
PostScript プリンターとして使用する場合は、PDF ファイルのインデックス
印刷ができます。

設定値

−

設定値はありません。
【OK】/【スタート】ボタンを押して実行します。
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［文書ファイル］
メニュー
ボタン
設定項目

設定値

液晶ディスプレイの表示

説明

ファイル選択

プリンターに接続した USB デバイスに保存されている EPN、PDF ファイルを
選択します。EPN ファイルは、新しいファイルから作成された順に表示されま
す。PostScript プリンターとして使用する場合は、PDF ファイルも印刷でき
ます。

「ファイル名」

ファイル名は最大 3 行で最大半角 58 文字 / 全角 29 文字まで表示されます。そ
れ以上の場合は「・・・」と省略表示されます。
【 】/【 】ボタンでファイル
名を選択して、
【OK】ボタンを押します。

設定項目

用紙サイズ

PDF 文書ファイル印刷時の用紙サイズを設定します。
PostScript プリンターとして使用する場合は、PDF ファイル印刷時の用紙サ
イズを選択できます。

設定値

自動（初期値）

操作パネルの［印刷書式設定］メニューの［ページサイズ］に設定している用紙
サイズに合わせて、拡大または縮小して印刷します。ただし、［印刷書式設定］
メニューの［ページサイズ］を［自動］に設定しているときは、
［給紙装置設定］
メニューの［MP トレイサイズ］に設定している用紙サイズに合わせて、拡大ま
たは縮小して印刷します。

A4、A3、B4、B5

選択した用紙サイズに合わせて印刷します。PDF 作成時のサイズと異なるとき
は、選択した用紙サイズに合わせて拡大または縮小して印刷します。

［プリンターモード］
［
/ プリンタ言語］
メニュー
ボタン
設定項目

液晶ディスプレイの表示
パラレル

説明
プリンターが動作するモードをインターフェイスごとに設定します。

USB
ネットワーク
I/F カード
設定値

K

自動（初期値）

受信したコマンドに合わせて、自動的にプリンターモードを選択します。通常
は、この設定で使用してください。PostScript3 も、自動選択の対象となります。

PS3

PostScript3 モードになります。PostScript3 プリンターとしてのみ使用する
場合に設定します。

ネットワーク上で Windows と Mac OS X でプリンターを共有している環境下で、印刷に問題があるときは、［PS3］
を選択してください。
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［PS3 環境設定］
メニュー
ボタン

液晶ディスプレイの表示

説明

設定項目

PS3 エラーシート

印刷時に PostScript エラーが発生したり、PDF ファイルの印刷時にエラーが
発生したときに、エラー状態を記載したシートを印刷するかしないかを選択しま
す。

設定値

Off（初期値）

エラーシートを印刷しません。

On

エラーシートを印刷します。

設定項目

COLORATION

PostScript でのカラー印刷モードを選択します。カラーモード時のみ表示され
ます。

設定値

Color（初期値）

カラー印刷をします。

Mono

モノクロ印刷をします。

設定項目

IMAGE PROTECT

メモリーが不足したときに、自動的に解像度を落とすか、落とさないかを設定し
ます。

設定値

Off

メモリーが足りない場合は、自動的に解像度を落として印刷します。さらにメモ
リーが足りない場合は、エラーが発生します。

On（初期値）

メモリーが足りない場合は、エラーが発生します。

設定項目

BINARY

バイナリー形式の画像が含まれるデータの印刷時に選択します（ネットワーク使
用時のみ有効）
。
ドライバー設定が ASCII でもアプリケーションがバイナリーデータを送ってし
まうことがあるが On にすることで印刷ができます。

設定値

Oﬀ（初期値）

バイナリーデータは使用できません。ドライバー設定は［ASCII］
、
［TBCP］です。

On

バイナリーデータを使用して印刷します。ドライバー設定は［バイナリー］です。

設定項目

TEXT DETECTION

UNIX 環境での印刷実行時に、本機が受信したテキストファイルを直接印刷する
ことができます。

設定値

Off（初期値）

テキスト印刷を無効にします。通常は［Oﬀ］に設定して印刷してください。
PostScript のコマンドに従って印刷します。

On

日本語を含む書式なしテキストデータの直接印刷機能を有効にします。UNIX 環
境などで作成されたテキストファイルを直接印刷できます。対応テキストエン
コードは EUC-JP と Shift-JIS です。ファイルの先頭に %!PS-Adobe もしく
は %PDF がないファイルはテキストファイルとして印刷されます。なお、用紙
サイズは、操作パネルの［印刷書式設定］メニューの［ページサイズ］に設定し
ている用紙サイズで印刷します。ただし、
［印刷書式設定］メニューの［ページ
サイズ］
を［自動］に設定しているときは、カセット 1 の用紙サイズで印刷します。
・ 本機能を［On］にする場合は、
［プリンターモード］メニューを［PS3］に
設定してください。
・ ファイルの先頭に英数を多く含むテキストファイルはエンコードの自動判定
が正しく動作しないことがあります。
・ 半角カタカナは正しく印刷されません。
・ プリンターでは自動的に改行しません。
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操作パネルの追加機能

ボタン

液晶ディスプレイの表示

説明

設定項目

PDF ページサイズ

PDF 文書ファイル印刷時の用紙サイズを設定します。
（PostScript プリンターとしてご使用いただく場合は、PDF ファイル印刷時の
用紙サイズを選択できます。）

設定値

自動

印刷する PDF の先頭ページのサイズで印刷します。異なるページサイズが混在
している場合は、先頭のページサイズに合わせて、拡大または縮小して印刷しま
す。
先頭ページのサイズが定形紙以外のサイズの場合は、カセット１のサイズに合わ
せて、拡大または縮小して印刷します。

A4（初期値）、A3、A5、A6、
B4、B5、B6、はがき、往復は
がき、4 面連刷はがき、
LT、HLT、
LGL、GLT、GLG、B、EXE、F4、
洋形 0 号、洋形 4 号、長形 3 号、
角形 2 号

選択した用紙サイズに合わせて印刷します。PDF 作成時のサイズと異なるとき
は、選択した用紙サイズに合わせて拡大または縮小して印刷します。
プリンターの機種によって、選択できる用紙サイズは異なります。
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困ったときは
PostScript 関連のエラーメッセージと、印刷できないときの対処方法を説明します。PostScript 関連以外のエラー
メッセージとトラブル対処方法は、プリンター本体のマニュアルを参照してください。

パネルメッセージ
メッセージ

*

状況と対処方法

PS3 コンパクトフラッシュに
空き領域がありません *

オプションのコンパクトフラッシュの容量がいっぱいのため、PostScript3 の
フォントをダウンロードできません。
すでにダウンロード済みのフォントを削除してコンパクトフラッシュの容量
を空けてください。

PS3 ステータスシート
印刷中

PostScript 情報を印刷中です。

PS3 フォントリスト

PostScript3 プリンターとして利用できるフォントリストを印刷中です。

PS3 モジュールエラー

PostScript3 モジュールまたはメモリーが正しく認識されません。
電源を入れ直すか、PostScript3 モジュールまたはメモリーを正しく装着し
直してください。
再度、本メッセージが表示されたら保守契約店（保守契約をされている場合）
またはお買い求めいただいた販売店へご連絡ください。

コンパクトフラッシュが装着できる製品のみ表示します。操作パネルの［プリンターリセット］−［ワーニングクリア］または［全
ワーニングクリア］でメッセージが消せます。
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印刷できないトラブル
PostScript 関連のトラブルの対処方法を説明します。そ
のほかのトラブルの対処方法は、プリンター本体のマ
ニュアルを参照してください。

エラーが発生する
本プリンタードライバーが動作
M お使いのOSは、
可能なシステム条件を満たしていますか？
本プリンタードライバーの動作可能環境は、以下の
ページを参照してください。
N『PostScript インストレーションキット はじめにお読
みください』−「システム条件」

プリンターが動作しない

M

Windows の［印刷］画面で［ファイルへ出力］
にチェックマークが付いていませんか？
［ファイルへ出力］のチェックボックスのチェックを
外してください。

M 正しいプリンタードライバーが選択されていま
すか？
● Windows
使用するPostScriptプリンタードライバーが通常使
うプリンターとして選択されているか確認してくだ
さい。
①［スタート］をクリックし、カーソルを［設定］に
合わせ、
［プリンタ］をクリックします。Windows
XP の場合は［スタート］をクリックし、［コント
ロールパネル］をクリックします。
［プリンタとそ
の他のハードウェア］をクリックし、
［インストー
ルされているプリンタまたは FAX プリンタを表示
する］をクリックします。［コントロールパネル］
の下に［プリンタと FAX］が表示されている場合
は［プリンタと FAX］をクリックします。
② 使用する PostScript プリンタードライバーのア
イコンを右クリックします。
③［通常使うプリンタに設定］にチェックマークが付
いているか確認してください。チェックが付いて
いない場合は、クリックしてチェックマークを付
けます。

● Mac OS X
プリンター設定ユーティリティーに、お使いのプリン
ターが追加されていることを確認してください。
N 13 ページ「プリンターの追加」

M

操作パネルの［プリンターモード］メニューか［プリ
ンタ言語］メニューで使用しているインターフェイス
の設定が［自動］または［PS3］になっていますか？
［プリンターモード］メニューか［プリンタ言語］メ
ニューで［自動］または［PS3］を選択してください。

正常に印刷できない
（Windows）
ECP モードになっ
M パラレルポートのモードが
ていませんか？
プリンターとコンピューターをパラレルインター
フェイスケーブルを使用して ECP モードで接続する
と正常に印刷できないことがあります。このようなと
きは、以下の設定を確認してください。
①［プリンタ］または［プリンタと FAX］を開きます。
② お使いのプリンターのアイコンを右クリックして
［プロパティ］をクリックします。
③［ポート］タブをクリックします。
④［双方向サポートを有効にする］のチェックを外して、
［OK］をクリックします。

正常に印刷できない
（ネットワーク接続）

M プリンタードライバー（Windows）の［出力プ
ロトコル］とアプリケーションで設定したデー
タ形式が異なっていませんか ?

Adobe Photoshop などデータ形式を変更することが
できるアプリケーションでデータを作成した場合、プリ
ンタードライバー［デバイスの設定］画面の［出力プロ
トコル］を、作成したデータの形式と合わせてください。

で AppleTalk プロトコルを使用して
M Windows
いませんか？
Windows では、AppleTalk 接続をサポートしていま
せん。ほかのプロトコルに変更してください。

EPS ファイルを作成するときに、アプ
M 使用する
リケーションの設定がASCII形式になっていま
すか？

バイナリー形式で作成した EPS ファイルは正常に印刷
できない場合があります。アプリケーションで EPS ファ
イルを作成するときは ASCII 形式にしてください。また
は［PS 環境メニュー］−［Binary］を OFF から ON
にしてください。

PDF 直接印刷ができない

M メモリーまたはコンパクトフラッシュを増設し
ていますか？
プリンターにメモリーまたはコンパクトフラッシュ
を増設してください。メモリーまたはコンパクトフ
ラッシュの増設方法は、プリンター本体のマニュアル
を参照してださい。増設するメモリーの容量は、以下
のページを参照してくだいさい。
N『PostScriptインストレーションキット はじめにお読み
ください』−｢ PDF 直接印刷の仕様｣

M パラレル /USB 接続で印刷していませんか？

PDF 直接印刷は、ネットワーク接続のみ対応しています。
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ディスク］の設定が［最大］になってい
M［RAM
ませんか？
操作パネルの［プリンター設定］−［RAM ディスク］
の設定を、［標準］に設定してください。
パスワード印刷をしないときは、RAM ディスクの設
定を［なし］にしてください。RAM ディスクの設定
方法は、プリンター本体のマニュアルを参照してださ
い。

正常に印刷できない
（USB 接続）

M プリンタードライバーの［出力プロトコル］は、
ASCII 形式もしくは TBCP 形式になっていま

テキスト印刷ができない
（UNIX）

M 操作パネルの［プリンターモード］メニューで
インターフェイスの設定が［PS3］になってい
ますか？

［PS3 環境設定］メニューで［TEXT DETECTION］
を［On］に設定してもテキスト印刷ができないとき
は、［プリンターモード］メニューでインターフェイ
スの設定が［PS3］になっているか確認してくださ
い。

印刷品質のトラブル

すか？

USB 接続時はバイナリー形式のデータは印刷できま
せん。プリンタードライバーの［デバイスの設定］画
面で、
［出力プロトコル］を ASCII 形式もしくは TBCP
形式（タグ付きバイナリー通信プロトコル）にしてく
ださい。

パスワード印刷ができない
OS X で、
プリンターを AppleTalk 接続し
M Mac
ていませんか？
AppleTalk 接続でのパスワード印刷には対応してい
ません。そのほかの接続方法をご使用ください。
N 13 ページ「プリンターの追加」

［RAM ディスク］の設定をしてい
M 操作パネルで
ますか？
操作パネルの［プリンター設定］−［RAM ディスク］
の設定を、［標準］または［最大］に設定してくださ
い。RAM ディスクの設定方法は、プリンター本体の
マニュアルを参照してださい。

ディスク］の設定変更後、プリンターの
M［RAM
再起動をしていますか？
RAM ディスクの設定をした後は、操作パネルの［プ
リンターリセット］で［リセットオール］を実行する
か、プリンターの電源を入れ直してください。

M 65 個以上のジョブを保存していませんか？

・ 登録されているジョブの削除、もしくは印刷を実
行してください。
・ 操作パネルの［プリンター設定］−［RAM ディス
ク］が［なし］に設定されているときは、［標準］
または［最大］に設定し直してください。RAM
ディスクの設定方法は、プリンター本体のマニュ
アルを参照してださい。
・［RAM ディスク］が［標準］または［最大］に設
定されているときは、メモリーの増設をしてくだ
さい。メモリーの増設方法は、プリンター本体の
マニュアルを参照してださい。

画面と異なるフォント / 文字で印刷される

M スクリーンフォントをインストールしていますか？

スクリーンフォントをお使いのコンピューターにイ
ンストールしないと、選択したフォントが他のフォン
トに置き換えられて画面上に表示されます。
N Windows：11 ページ「スクリーンフォントのインス
トール」

プリンタードライバーの［フォント］画面で
M［フォント置き換えテーブルを使用］
を使用して
いませんか？

Windows 版のプリンタードライバーの［デバイスの
設定］画面で、フォント代替表を使用しているとき
は、TrueType フォントをプリンターフォントに置き
換えて印刷します。フォント代替表に従って適切な
フォントを指定してください。
N 18 ページ「
［デバイスの設定］画面」

M PDF ファイルにフォントが埋め込まれていますか？

フォントが埋め込まれていないときは、適切なフォン
トに置き換えて印刷します。

文字や画像がギザギザになる
（300dpi）に設定されてい
M 解像度が［はやい］
ませんか？
［印刷設定］画面の［解像度］を［きれい］
（600dpi）
または［高精細］（1200dpi*）にしてください。
* 1200dpi 対応機種のみ

白黒印刷 / カラー印刷ができない
プ リ ン タ ー ド ラ イ バ ー の［色 の 管 理］
M（Windows）
画面の［カラーモード］設定を［モ
ノクロ］にしても、白黒印刷できません。また
は、
［カラー］にしても、カラー印刷できません。

白 黒 ま た は カ ラ ー 印 刷 を す る に は、［詳 細 設 定］
（Windows）画面で［カラーモード］を［モノクロ］
または［カラー］に設定してください。
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部単位印刷ができない

M

コンパクトフラッシュを増設していますか？
プリンターにコンパクトフラッシュを増設してくだ
さい。コンパクトフラッシュの増設方法は、プリン
ター本体のマニュアルを参照してださい。

M ページ数の多いデータを印刷していませんか？

ページ数の多いデータを部単位印刷するには、コンパ
クトフラッシュが必要です。
コンパクトフラッシュが装着できない製品では、ペー
ジを分割して部単位印刷してください。コンパクトフ
ラッシュの増設方法は、プリンター本体のマニュアル
を参照してください。

「スクリーン」
の設定が反映されない

M

Adobe Photoshop などの「スクリーン」また
は「ハーフトーンスクリーン」
（線数、角度、網
点形状など）を設定できるアプリケーションソ
フトで、
「スクリーン」または「ハーフトーンス
クリーン」を設定していませんか？
アプリケーションの「スクリーン」または「ハーフ
トーンスクリーン」の設定を反映させるには、スク
リーンで［ユーザー定義］を選択してください。

プリンターフォントインストールの制限事項
・ コンパクトフラッシュ非対応の機種は、市販のプリン
ターフォントをインストールして使用することはでき
ません。
・ プリンターフォントのインストール中に、印刷などの
作業はしないでください。
・ プリンターフォントをインストールする際は、操作パ
ネルの［プリンターモード］−［ネットワーク］を
［PS3］に設定してください。インストール終了後は、
［プリンターモード］−［ネットワーク］を［自動］に
設定することをお勧めします。

PDF 直接印刷の制限事項
・ PDF 直接印刷をする際は、コンパクトフラッシュまた
はメモリーを増設してください。メモリーが足りない
と、操作パネルに［メモリー不足で印刷できません］と
表示されます。
・ プリンターが対応している PDF バージョン以上の
PDF で印刷しようとすると、エラーが発生したり、正
常に印刷できない場合があります。
例：PDF1.3 対応の機種では、
「透過オブジェクト」は
塗りつぶしで印刷されます。

その他のトラブル
印刷に時間がかかる

M 高解像度での印刷時は印刷速度が低下すること
があります。
プリンターの操作パネルで［解像度］を［はやい］に
するか、プリンタードライバーで印刷品質を［はや
い］に変更してください。

PS プリンタードライバーの制限事項
・ PSプリンタードライバーを使用し、
パラレルまたはUSB
接続時には ESC/Pageプリンタードライバーの EPSON
ステータスモニタは使用できません。使用するとシステム
に重大な障害が発生する場合があります。
ESC/Page プリンタードライバー（ESC/Page モード）
でお使いの場合は問題ありません。
・ Windows 環境で大容量のジョブを印刷すると、印刷
データが Windows のスプーラーから正しく送り出さ
れないことがあります。このような場合は、プリンター
プロパティーの［詳細］で［プリンターに直接印刷デー
タを送る］を選択してください。
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付録
Solaris での設定・印刷

UNIX から印刷する

A

対応システム
OS
・ Solaris 2.6 以降

プリンターと同じサブネットのホストに、superuser
（root）としてログインします。

B

プリンターの IP アドレスを追加します。

C

lpadmin コマンドで、lp スプーラーへプリン
ターを追加します。

・ HP-UX シリーズ 700 および 800 のバージョン
9.014 以降

モード
プリンターベースの lpd に対応します。プリンターは、ラ
インプリンターデーモンを実行するホストとして働きま
す。

ログインします。

/etc/hosts にプリンターの IP アドレスと任意のホ
スト名を登録します。
書式）
IP アドレス 任意のホスト名
例）
192.168.192.168 HOSTNAME

書式）
> #lpadmin -p プリンターの論理名 -v デバイス名
-m インターフェイス･プログラム -o dest= ホスト
名 -o protocol= プロトコルの種類 -I ファイルコ
ンテンツの種類 -T プリンターの種類
例）
> #lpadmin -pRprinter -v /dev/null
-m netstandard -o dest=HOSTNAME
-o protocol=bsd -I postscript -T PS

lpd は、UNIX に接続されたプリンターに印刷するための
プロトコルです。lpd を使用すると、ワークステーション
にソフトウェアをインストールすることなく、TCP/IP
ネットワークを通じて印刷することができます。

lpd 印刷
lpd を使用してプリンターにジョブを送ってから、ホスト
上のリモートプリンターをセットアップします。

L

ここでは、Solaris、HP-UX のシステムごとに、プリン
ターサーバーの lpd 印刷について説明します。

本製品では、UNIX 環境で作成された EUC-JP また
は Shift-JIS エンコードのテキスト形式のファイルを
直接印刷することができます。詳しくは、以下のペー
ジを参照してください。
N 44 ページ「TEXT DETECTION」

各項目の内容
本書で記載している以下の項目の内容と本書での記載例
を説明します。
項目名

内容

本文中の例

論理プリンター
名

lp コマンドで使用す
る名前

Rprinter

ホスト名

/etc/hosts に 登録
するプリンターのホ
スト名

HOSTNAME

リモート
プリンター名

lpd キューの名前

epson

D

E

プリンターの使用を可能にします。
コマンドパスが通らないときはOSのマニュアルを参
照してください。
① accept コマンドを使用して、プリント要求の許可
をします。
書式）
> /accept プリンターの論理名
② enable コマンドを使用して、プリント要求処理の
許可をします。
書式）
> #/usr/bin/enable プリンターの論理名
例）
> #/usr/bin/enable Rprinter

印刷します。
lp コマンドでファイルを印刷します。
書式）
> #lp -d プリンターの論理名 印刷するファイル名
例）
> #lp -dRprinter file_name
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HP/UX での設定・印刷

コマンドラインを使用した印刷

HP/UX を設定する方法には、SAM（System Administration
Manager）を使用して印刷する方法とコマンドラインを使用し
て印刷する方法の 2 通りがあります。

A

SAM を使用した印刷

A
B

C

ログインします。

B

プリンターの IP アドレスを追加します。

C

プリンターのネットワーク設定をします。
① 次のコマンドで SAM を実行します。
> #sam
② "Printers and Plotters ->" 行を選択し、"Printers/
Plotters" を選択します。
③ メニュー "Action" で "Add Remote Printers/
Plotters ->" を選択し、リモートプリンターの設
定を追加します。
ウィンドウが表示されたら、値を追加してプリン
ターのネットワーク設定をします。次の例を参照
してください。
例）
Printer Name Rprinter
Remote System Name HOSTNAME
Remote Printer Name epson
[Remote Cancel Model...] rcmodel
[Remote Status Model...] rsmodel
[Printer Class]
[*]Remote printer is on a BSD system.
[ ]Allow anyone to cancel a request.
[ ]Make this the system default printer.

本製品では、UNIX 環境で作成された EUC-JP また
は Shift-JIS エンコードのテキスト形式のファイルを
直接印刷することができます。詳しくは、以下のペー
ジを参照してください。
N 44 ページ「TEXT DETECTION」

D

ネットワークインターフェイスのIPアドレスを
追加します。

リモートプリンターの設定をします。
詳しくは OS のマニュアルを参照してください。
① lpshut コマンドを使用して、lp スプーラーを停止
します。
② lpadmin コマンドを使用して、lp スプーラーへプ
リンターを追加します。
書式）
> /lpadmin -p プリンターの論理名 -v/dev/null
-m リモートモデルプログラム名（/usr/spool/lp/
model にあるモデル・インターフェイス・プログラ
ムを選択）-orm ホスト名 -orpepson
③ accept コマンドを使って、プリント要求の許可を
します。
書式）
> /accept プリンターの論理名
④ enable コマンドを使って、プリント要求処理の許
可をします。
書式）
> /enable プリンターの論理名
⑤ lpsched コマンドを使用して、プリントスケジュー
ラーを起動します。

L
本製品では、UNIX 環境で作成された EUC-JP また
は Shift-JIS エンコードのテキスト形式のファイルを
直接印刷することができます。詳しくは、以下のペー
ジを参照してください。

④ 設定が終了したら、［OK］を押して設定を登録し
て sam を終了します。

L

プリンターと同じサブネットのホストに、superuser
（root）としてログインします。

/etc/hosts にプリンターの IP アドレスと任意のホ
スト名を登録します。
書式）
IP アドレス ホスト名
例）
192.168.192.168 HOSTNAME

プリンターと同じサブネットのホストに、superuser
（root）としてログインします。

/etc/hosts にプリンターの IP アドレスとホスト名
を登録します。
書式）
IP アドレス ホスト名
例）
192.168.192.168 HOSTNAME

ログインします。
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印刷します。
コマンドを入力します。
書式）
> #lp -d プリンターの論理名 印刷するファイル名
例）
> #lp -dRprinter file_name

印刷します。
コマンドを入力します。
書式）
> #lp -d プリンターの論理名 印刷するファイル名
例）
> #lp -dRprinter file_name
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付録

フォントサンプル
和文フォント

PostScript フォント
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付録

53

付録
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付録
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付録

TrueType フォント
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