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設定メニューの概要

操作パネルで設定できる各種メニューとその操作について、概要を説明します。

メニューの開始

プリンターの待機中※ 1にメニューボタンを押すと、表示パネルにメインメニュー（機能設定メニュー）が表示されます。
※ 1 待機中とは、印刷データがない状態を指します。
節電状態により、メニューボタン操作前に節電ボタンを押して節電状態を解除する必要があります。

メニュー表示と操作

設定メニューは、次のような階層で構成されています。
メインメニュー サブメニュー サブメニュー 設定メニュー項目 または 実行メニュー項目

パネル表示
設定されている選択候補に「＊」マークが表示されます。
（「メニュー項目一覧表」で「＊」が付いている設定内容は、初期状態（工場出荷デフォルト値）の値を表しています。）

↓

4候補を超える選択候補がある場合にスクロー
ルバーが黒くなります。 →

*ドライバー指定サイズ　　
Ａ３　　　　　　　　　　
Ｂ４　　　　　　　　　　
Ａ４　　　　　　　　　　

≪手差し用紙サイズ≫　　　

OP_167

←
←

←

メニュー名またはメニュー項目名

選択候補（4行分）

反転行：選択中の候補
はサブメニューを示すマーク

• 表示パネルには、先頭行にメニュー名またはメニュー項目名が、2行目以降に選択候補が 4行分表示されます。反転表示している行が、選択さ
れている選択候補です。

• ボタンまたは ボタンを押すと、上または下の項目が選択されます。
• 選択候補が 4つ以上ある場合は、表示されている先頭または最終の候補が選択された状態でさらに ボタンまたは ボタンを押すと、前または
次の 4つの選択候補が表示されます。

• 選択中の候補（反転行）にサブメニューがある場合は、右端に が表示されます。この場合は、 ボタンを押すと、サブメニューへ進みます。
が表示されていない場合は、その候補が最後の設定メニュー項目または実行メニュー項目です。 ボタンを押して、設定または実行します。
ボタンを押すと、元のメニューに戻ります。ただし、メインメニュー（機能設定メニュー）では何も動作しません。
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メニューの終了

設定がすべて終了したら、メニューボタンを押して印刷可状態に戻します。このときに、設定内容がプリンター内部に記憶されます。
• メニューボタンを押さずにプリンターの電源を OFFにすると、設定内容がプリンター内部に記憶されず、次回の電源 ON以降も元の設定内容の
ままとなります。

• 設定した項目により、メニューボタンを押した時点で下記画面が表示されます。

OP_109

再起動が必要な項目が　
変更されました　　　　
今すぐ再起動　　　　　
機能設定メニューへ戻る
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階層メニューの構造

チャート印刷
Ａ３（普通紙２枚）
Ａ３（両面上質紙２枚）
Ａ３（厚紙２枚）
Ａ３（ごく厚紙１枚）
Ａ３（薬袋・薬情２枚）※ 1

長尺紙 ６００ｍｍ
長尺紙 ９００ｍｍ
長尺紙　１２００ｍｍ

位置調整＜給紙口＞
調整印刷
表面・横位置調整
表面・縦位置調整
裏面・横位置調整
裏面・縦位置調整

印刷位置調整
手差しトレイ
カセット 1～ 5

印刷濃度
 ブラック （K）
 シアン （C）
 マゼンタ （M）
 イエロー （Y）

初期化
設定 1（メニュー）
設定 2（ネットワーク）
設定 3（権限）
エコログ

テスト印刷・レポート

機器情報印刷

機器情報表示

印刷枚数表示

 付録 2．メニュー階層と設定の概要一覧（57ページ）

プリンター管理・調整

印刷位置調整

キャリブレーション

自動補正値初期化

定着速度補正

レジスト補正

濃度補正

印刷濃度

消耗品予告

トナー交換時期検知

警告エラー解除

予告エラー解除

期初日

特定ユーザー設定

特定ユーザー解除

初期化

保守設定

機能設定メニュー

テスト印刷・レポート

プリンター管理・調整

インターフェース設定
給紙・用紙設定
印刷設定
機器設定
エミュレーション設定

定着速度補正
ぶれ補正（普通紙）
ぶれ補正（両面上質紙）
ぶれ補正（厚紙）
ぶれ補正（ごく厚紙）
ぶれ補正（薬袋・薬情）※ 1

長尺紙後端部補正
チャート印刷

※ 1 Yモデルのみ表示します。
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  付録 2．メニュー階層と設定の概要一覧（57ページ）

IPv4
通信方法
IPアドレス
DNSサーバー
WINSサーバー

自動検出機能

UPnP
Bonjour

IPv6
DHCPv6
RAアドレス
マニュアルアドレス

インターフェース設定

プロトコル

通信速度

IPv4

IPv6

自動検出機能

ポート切換え時間

機器状態応答（USB）

受信データチェック

ジョブまとめ印刷※ 1

ジョブまとめ時間※ 1

ジョブまとめ整列時間※ 1

機能設定メニュー

テスト印刷・レポート
プリンター管理・調整

インターフェース設定

給紙・用紙設定
印刷設定
機器設定
エミュレーション設定

※ 1 「PS」を「使用する」に設定した場合、設定は「使用しない」になります。
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  付録 2．メニュー階層と設定の概要一覧（57ページ）

機能設定メニュー

テスト印刷・レポート
プリンター管理・調整
インターフェース設定

給紙・用紙設定

印刷設定
機器設定
エミュレーション設定

手差しトレイ
用紙サイズ
紙種
自動給紙対象
両面印刷対象
給紙口グループ
通紙動作

給紙・用紙設定

手差しトレイ

カセット 1

カセット 2

カセット 3

カセット 4

カセット 5

デフォルト給紙口選択

優先自動用紙サイズ

自動給紙優先給紙口

普通紙

厚紙

カール低減※ 1

カセット 1～ 5
用紙サイズ
紙種
自動給紙対象
両面印刷対象
給紙口グループ

普通紙／厚紙

片面／両面（裏）
両面（表）

※ 1 Yモデルは表示しません。
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 付録 2．メニュー階層と設定の概要一覧（57ページ）

付加情報印刷

印刷位置

印刷濃度

リバース印字

横

縦

エコノミー

トナーセーブ

エコノミー印刷

エコノミー枚数

両面印刷

印刷形態

自動片面

印刷設定

両面印刷

カラー印刷

エコノミー

縮小印刷

用紙方向

リバース印字

印刷部数

コピーガード

ID印刷

エコレベル印刷

付加情報印刷

割り込み印刷※ 2

認証ジョブ保存期間

白紙節約

M／ Mカラー指定

オフセット回避モード※ 1

定着性優先※ 1

機能設定メニュー

テスト印刷・レポート
プリンター管理・調整
インターフェース設定
給紙・用紙設定

印刷設定

機器設定
エミュレーション設定

※ 1 Yモデルのみ表示します。
※ 2 「PS」を「使用する」または「ジョブまとめ印刷」を「使用する」
に設定した場合、設定は「無効」になります。
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 付録 2．メニュー階層と設定の概要一覧（57ページ）

節電

形態

レベル

移行時間

自動電源 OFF

強制電源 OFF 強制電源 OFF

動作

時刻 1～ 3

機能設定メニュー

テスト印刷・レポート
プリンター管理・調整
インターフェース設定
給紙・用紙設定
印刷設定

機器設定

エミュレーション設定

 付録 1．エミュレーション詳細（48ページ）

エミュレーション設定

PS※ 2

エミュレーション

エミュレーション選択※ 3

エミュレーション詳細

※ 1 オプションの「拡張 SSD」取り付け時のみ表示します。
※ 2 「PS」を「使用する」に設定した場合、「ジョブまとめ印刷」設
定は「使用しない」、「割り込み印刷」設定は「無効」になります。

※ 3 「エミュレーション選択」は「エミュレーション」を「使用する」
に設定した場合に表示されます。

印刷完了ブザー

ブザー音量

ブザー鳴動時間

停止時間帯

機器設定

ブザー音量

ボタン操作音

印刷完了ブザー

LCD濃度

節電

立ち上げモード

日付と時刻

SSD※ 1

ヘキサダンプ
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本書内「＊」が付いている設定内容は、初期状態（工場出荷デフォルト値）を表しています。（パネル表示では、設定されている選択候補に「＊」マークが表示されます。）

テスト印刷・レポートメニュー
メニュー項目 表示メッセージ 内容 説明／備考

テスト印刷・レポート

機器情報印刷 《機器情報印刷》
サプライ出荷依頼書※ 1

ステータスシート
ステータスシート・両面
ステータスシート 2
カウンター情報※ 2

ネットワーク設定

 ←サプライ出荷依頼書
 ←ステータスシート印刷（片面）
 ←ステータスシート印刷（両面）
 ←ステータスシート 2の印刷（片面）
 ←印刷枚数の印刷（片面）
 ←ネットワーク設定情報の印刷（片面）

• テスト印刷・レポートは、A4サイズにレイアウトされています。
印刷を行う給紙口にあらかじめ A4用紙（横送り）をセットして
ください。
「ステータスシート」、「ステータスシート 2」、「ネットワーク設定」
は「給紙・用紙設定」→「デフォルト給紙口選択」で設定されて
いる給紙口から給紙されます。
初期値は「自動：A4」ですが、A4以外の用紙でもセットされた
用紙に A4レイアウトのまま印刷されます。

• 「ステータスシート」、「ステータスシート ･両面」、「ステータス
シート 2」は「印刷設定」→「印刷部数」で設定されている部数
分が印刷されます。

• テスト印刷中・レポートの印刷中は、表示パネルに ｢印刷中｣ ま
たは ｢両面印刷中｣ が表示されます。

• 「ステータスシート・両面」では、1枚の用紙の両面に、ステー
タスシートとステータスシート 2が印刷されます。

• 「ステータスシート 2」では、エミュレーション設定の詳細や、
Webで設定する権限など、その他の項目が印刷されます。

※ 1 メンテナンスモデルのみ表示します。
※ 2  メンテナンスモデルの場合は、カウンター情報に記載される内容
が異なり、先頭がカウンター情報です。

メニュー項目一覧表
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メニュー項目 表示メッセージ 内容 説明／備考

テスト印刷・レポート

機器情報表示 《機器情報表示》
ネットワーク
本体

 ←ネットワーク設定情報表示
 ←機器本体情報表示

• ボタンを押すと情報が表示されます。
• 表示例
ネットワークの表示内容は、「インターフェース設定」→「プロ
トコル」の設定により異なります（「IPv4のみ使用」の場合は、
IP、MAC M/Cが、「IPv6のみ使用」の場合は、MAC、M/C、IPv6（link 
local）が表示されます）。

ネットワーク
（例）「プロトコル」が「IPv4/IPv6共用」の場合

IP　197.1.58.44　　　　　　
MAC　08:00:99:99:99:99　　
M/ C_NAME CP8003F9　　
IPv6 (link local)　　　　　　
fe80::a00:74ff:fe80:1/64　　

OP_117

本体

RIP: RA0KXXXX/Q1　　　　
HW:1234-5678-901234　　
ENG:C123456A　　　　　
SER: 6090012345　　　　　
DC.6000　　　　　　　　　

OP_118

• ボタンを押すと、メニューに戻ります。
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メニュー項目 表示メッセージ 内容 説明／備考

テスト印刷・レポート

印刷枚数表示 ＜印刷枚数表示＞

カラー印刷枚数
モノクロ印刷枚数
カラー換算枚数※ 1

モノクロ換算枚数※ 1

カラー課金枚数※ 1

モノクロ課金枚数※ 1

用紙サイズごとに、次の印刷枚数が表示され
ます。

 ←カラー印刷枚数が表示されます。
 ←モノクロ印刷枚数が表示されます。
 ←カラー換算枚数が表示されます。
 ←モノクロ換算枚数が表示されます。
 ←カラー課金枚数が表示されます。
 ←モノクロ課金枚数が表示されます。

• ボタンを押すと、情報が表示されます。
《カラー印刷枚数表示》 《モノクロ印刷枚数表示》
A3 1,000,000枚 A3 1,000,000枚
B4 1,000,000枚 B4 1,000,000枚
A4 1,000,000枚 A4 1,000,000枚
B5 1,000,000枚 B5 1,000,000枚
A5 1,000,000枚 A5 1,000,000枚
長尺紙 1,000,000枚 長尺紙 1,000,000枚
その他 1,000,000枚 その他 1,000,000枚

• ボタンを押すと、メニューに戻ります。
※ 1  「カラー換算枚数」、「モノクロ換算枚数」、「カラー課金枚数」、「モ
ノクロ課金枚数」は、メンテナンスモデルの場合にだけ表示され
ます。表示される枚数は、出力した用紙の枚数です。（本体や消耗
品の寿命カウンターとは数値が大きく異なります。）
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プリンター管理・調整メニュー
メニュー項目 表示メッセージ 内容 説明／備考

プリンター管理・調整

印刷位置調整 手差しトレイ
カセット1～5※1

調整印刷 《調整印刷　■■■■■》
片面印刷
両面印刷

指定された給紙口から給紙します。
 ←調整シートが、片面で印刷されます。
 ←調整シートが、両面で印刷されます。

• ■■■■■…給紙口が表示されます。
• 調整シートに印刷された画像を見
て、印刷位置を調整してください。

※ 1 「カセット 2」～「カセット 5」は、
オプションが装着されている場合に
表示されます。

表面・横位置
調整
表面・縦位置
調整
裏面・横位置
調整
裏面・縦位置
調整

《●・▲調整　■■■■■》
＋ 10.0mm
＊ 0.0mm
－ 10.0mm

横位置調整：
 表面／裏面の印刷開始位置を左右方
向にずらす量を設定します。
マイナス値は用紙左端方向に、プラ
ス値は用紙右端方向に印字領域がず
れます。

縦位置調整：
 給紙口ごとに、表面／裏面の印刷開
始位置を上下方向にずらす量を設定
します。
マイナス値は用紙上端方向に、プラ
ス値は用紙下端方向に印字領域がず
れます。

• ずらし量は、－ 10.0～＋ 10.0mm
（0.1mm単位）の範囲内で設定します。
初期状態（工場出荷デフォルト値）は、
0.0mmです。

• ●… 表／裏が表示されます。
▲… 縦／横が表示されます。
■■■■■… 給紙口が表示されます。
＜用紙と印刷画像の印字位置の関係＞

横位置調整

↑
調整シート

マイナス（－）値

↑
調整シート

0のとき

↑
調整シート

プラス（＋）値

• 横位置調整の値によっては､ 印刷内
容の一部（左／右）が印刷されない
ことがあります｡

縦位置調整
↑

調整シート

マイナス（－）値

↑
調整シート

0のとき

↑
調整シート

プラス（＋）値

• 縦位置調整の値によっては､ 印刷内
容の一部（上／下）が印刷されない
ことがあります。
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メニュー項目 表示メッセージ 内容 説明／備考

プリンター管理・調整

キャリブレーション 《キャリブレーション》
全て実行
レジスト補正実行
濃度補正実行

キャリブレーションを実行します。
 ←レジスト補正・濃度補正、両方共実行
 ←レジスト補正を実行
 ←濃度補正を実行

• ボタンを押すと、すぐに補正が実
行されます。補正の実行中は、表示
パネルに、｢実行中｣ が表示されます。

• レジスト補正では、各色の印字位置
を調整して、色ズレを少なくします。
通常は、自動的に実行されています
のでこの操作をする必要はありませ
ん。「プリンター管理・調整」→「レ
ジスト補正」または「濃度補正」で、
自動補正を「行わない」にしている
場合は、本操作で調整します。

自動補正値初期化 《自動補正値初期化》
レジスト補正値初期化

自動補正値を初期化します。
 ←レジスト補正値を初期化

• ボタンを押すと、すぐに補正値が
初期化されます。

• 自動補正されたレジスト値が初期化
され、初期状態（工場出荷デフォル
ト値）に戻ります。
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メニュー項目 表示メッセージ 内容 説明／備考

プリンター管理・調整

定着速度補正 ぶれ補正（普通紙） 《ぶれ補正（普通紙）》
－ 10～＋ 15

普通紙（64～ 69g/m2）、カラー上質紙（70
～ 80g/m2）印刷時の、定着ユニットの基
準となる用紙搬送速度の補正値を設定し
ます。

• 印字擦れや画像後端ぶれが出る場
合、用紙の定着前のたわみ量を少な
くし、定着前の画像擦れや画像後端
ぶれを改善できます。

• ＋方向の値にすると、たわみ量が少
なくなり、画像擦れやぶれを改善で
きます。ただし、＋方向に設定し過
ぎると色ずれが生じることがありま
す。この場合、－方向の値に戻すこ
とで改善されます。

• －方向の値にすると、たわみ量が多く
なります。－方向に設定し過ぎると、
画像擦れやぶれの原因となります。

※ 1 Yモデルのみ表示します。

ぶれ補正（両面上質紙） 《ぶれ補正（両面上質紙）》
－ 10～＋ 15

両面用上質紙（81～ 94g/m2）印刷時の、
定着ユニットの基準となる用紙搬送速度
の補正値を設定します。

ぶれ補正（厚紙） 《ぶれ補正（厚紙）》
－ 10～＋ 15

厚紙（95 ～ 128g/m2）、厚紙 2（129 ～
199g/m2）印刷時の、定着ユニットの基
準となる用紙搬送速度の補正値を設定し
ます。

ぶれ補正（ごく厚紙） 《ぶれ補正（ごく厚紙）》
－ 10～＋ 15

ごく厚紙（200～ 256g/m2）印刷時の、
定着ユニットの基準となる用紙搬送速度
の補正値を設定します。

ぶれ補正（薬袋・薬情）※1 《ぶれ補正（薬袋・薬情）》
－ 10～＋ 15

薬袋・薬情、薬袋・薬情（厚手）印刷時の、
定着ユニットの基準となる用紙搬送速度
の補正値を設定します。

長尺紙後端部補正 《長尺紙後端部補正》
－ 10～＋ 15

定着ユニットの、長尺紙後端部の用紙搬
送速度の補正値を設定します。

• 長尺紙で印字擦れや画像後端ぶれが
出る場合、用紙の定着前のたわみ量
を少なくし、定着前の画像擦れや画
像後端ぶれを改善できます。

• ＋方向の値にすると、たわみ量が少
なくなり、画像擦れやぶれを改善で
きます。ただし、＋方向に設定し過
ぎると色ずれが生じることがありま
す。この場合、－方向の値に戻すこ
とで改善されます。

• －方向の値にすると、たわみ量が多く
なります。－方向に設定し過ぎると、
画像擦れやぶれの原因となります。
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メニュー項目 表示メッセージ 内容 説明／備考

プリンター管理・調整

定着速度補正 チャート印刷 《チャート印刷》

A3（普通紙 2枚）
A3（両面上質紙 2枚）
A3（厚紙 2枚）
A3（ごく厚紙 1枚）
A3（薬袋・薬情2枚）※1

長尺紙 600mm
長尺紙 900mm
長尺紙 1200mm

定着速度補正の確認用チャートが印刷さ
れます。

 ←A3用紙にカセット 1から 2枚印刷
 ←A3用紙にカセット 1から 2枚印刷
 ←A3用紙にカセット 1から 2枚印刷
 ←A3用紙にカセット 1から 1枚印刷
 ←A3用紙にカセット 1から 2枚印刷
 ←長尺紙 600mmに手差しトレイから 1枚
 ←長尺紙 900mmに手差しトレイから 1枚
 ←長尺紙 1200mmに手差しトレイから 1枚

• ボタンを押すと、指定のチャート
が印刷されます。印刷中は、表示パ
ネルに「印刷中」が表示されます。

※ 1 Yモデルのみ表示します。

レジスト補正 《レジスト補正》
行わない
＊行う

レジスト自動補正（自動調整）をするか
どうかを設定します。

レジスト補正について
各色の印字位置を調整して、色ズレ
を少なくする機能です。

濃度補正 《濃度補正》
行わない
＊行う

濃度自動補正（自動調整）をするかどう
かを設定します。

印刷濃度 ブラック （K）
シアン （C）
マゼンタ （M）
イエロー （Y）

《印刷濃度■》
＋ 5
＊ 0
－ 5

ブラック（K）、シアン（C）、マゼンタ（M）、
イエロー（Y）それぞれに、印刷濃度を
＋ 5～－ 5の範囲（1きざみ）で微調整
します。

• ■には、KCMYのいずれかが表示さ
れます。

• 通常は、設定する必要はありません。

消耗品予告 《消耗品予告》
停止しない
＊一時停止する

トナーカートリッジ ･ドラムユニット・
廃トナーボックス・定着ユニット・転写
ベルトユニットの交換予告表示時に、一
時停止するかどうかを設定します。
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メニュー項目 表示メッセージ 内容 説明／備考

プリンター管理・調整

トナー交換時期検知 《トナー交換時期検知》

確認しない※ 1

＊確認する

トナー交換時期検知後に確認動作をする
かどうかを設定します。

 ←確認しない… 検知しても自動的に確認
動作しません。※ 2

 ←確認する…… 検知後自動的に確認動作
します。トナーが残って
いる場合は印刷を継続し
ます。

※ 1  Yモデルの場合、初期値は「確認し
ない」に設定されています。

※ 2  フロントカバーオープン／クロー
ズ、電源 OFF/ON動作により確認動
作します。

警告エラー解除 《警告エラー解除》

＊解除しない
自動解除

警告エラー発生時の解除動作を設定し
ます。

 ←解除しない… ボタンを押すまで、エ
ラーが表示され続けます｡

 ←自動解除…… エラー発生後約 2秒で自
動的にエラースキップし､
処理が継続されます。

予告エラー解除 《予告エラー解除》

＊解除しない
自動解除

予告エラー発生時の解除動作を設定し
ます。

 ←解除しない… ボタンを押すまで、エ
ラーが表示され続けます｡

 ←自動解除…… エラー発生後約 2秒で自
動的にエラースキップし､
処理が継続されます。

期初日 《期初日》
＊ 4月 1日

エコログの期初日を設定します。
日付を入力します。
（2月 29日は入力不可です。）
• 日付の入力方法は、「機器設定」→「日
付と時刻」の説明／備考欄の「日付／
時刻の設定」を参照してください。

• 期初日を変更した場合、エコログは
一時停止します。次のプリンター電
源 ON時に、期初日変更処理を行い、
エコログが再開されます。

• 本設定は、次回電源 ONまたは再起
動後から有効になります。
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メニュー項目 表示メッセージ 内容 説明／備考

プリンター管理・調整

特定ユーザー設定 《特定ユーザー設定》 ユーザー別エコログに自動登録されてい
るユーザー名が一覧表示されます。
「ユーザー名＋ホスト名」として合成す
るユーザー名を選択します。
• 候補を選択した後に、 ボタンを押し
ます。設定したユーザー名の先頭に「＊」
が表示されます。

• 特定ユーザーは、最大 8個まで設定で
きます。次のように、1つずつ登録し
てください。

ボタン押下後、いったん、 ボタン
で「プリンター管理・調整」メニュー
に戻り、再度「特定ユーザー設定」に
進みます。

特定ユーザーとして設定すると、ユー
ザー名にコンピューターのホスト名が
加えられ、それがユーザー名として扱
われます。
（例） ホスト名 :host1
 特定ユーザー名 :admin
 ユーザー名 :admin＋ host1
• 同一のユーザー名を複数のコン
ピューターで共用している場合、そ
のユーザー名を「特定ユーザー」と
して設定しておくと、ユーザー別エ
コログ※ 1やパネルのユーザー名表示
などで、異なるユーザーとして区別
できるようになります。

• 大文字、小文字は区別されます。
※ 1  ユーザー別エコログ：ユーザー別の
印刷枚数などを蓄積しているログ

特定ユーザー解除 《特定ユーザー解除》 特定ユーザーとして設定されているユー
ザー名が一覧表示されます。
特定ユーザーを解除するユーザーを選択
して ボタンを押します。
• 解除されると、ユーザー名の先頭に「＊」
が表示されます。

• 特定ユーザーを解除する場合は、次の
ように、1つずつ解除してください。
ボタン押下後、いったん、 ボタン

で「プリンター管理・調整」メニュー
に戻り、再度「特定ユーザー解除」に
進みます。
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メニュー項目 表示メッセージ 内容 説明／備考

プリンター管理・調整

初期化 《初期化》
設定 1（メニュー）
設定 2（ネットワーク）
設定 3（権限）
エコログ

 ←設定メニューの情報を初期化
 ←ネットワークの設定情報を初期化
 ←権限情報などの設定情報を初期化
 ←エコログ情報を初期化

ボタンを押すと、すぐに初期化が実
行されます。
• 「設定 1（メニュー）」～「設定 3（権
限）」では、登録されている内容がす
べて初期化され、初期状態（工場出
荷デフォルト値）に戻ります。初期
化中は、表示パネルに「設定初期化
中」が表示されます。

• 「エコログ」の実行中は、表示パネ
ルに「ファイル削除中」が表示され
ます。

• 初期化実行中はプリンターの電源を
OFFにしないでください。電源 OFF
にした場合の、各設定情報やログの
内容は保証されません。

• この項目は、操作パネルの設定メ
ニューのみで設定できます（CASIO 
SPEEDIA Web Monitor（Web設定）
では操作できません）。

エコログの初期化について
エコログを初期化した場合、エコ
ログの取得は一時停止し、次回電
源 ONまたは再起動後から再開さ
れます。
なお、エコログを初期化すると、
ユーザー別エコログも初期化され
ます。

保守設定 サービス作業用メニューです。
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インターフェース設定メニュー
メニュー項目 表示メッセージ 内容 説明／備考

インターフェース設定

プロトコル 《プロトコル》
IPv4/IPv6共用

＊ IPv4のみ使用
IPv6のみ使用

プロトコルを設定します。
 ← IPv4/IPv6共用
 ← IPv4のみ使用
 ← IPv6のみ使用

本設定は、次回電源 ONまたは再起動後から有効にな
ります。

通信速度 《通信速度》
＊自動設定

100M全二重
100M半二重
10M全二重
10M半二重

ネットワーク通信速度を設定します。
 ←自動設定（オートネゴシエイション） 
1000Base-T/100Base-TX/10Base-T が
自動判定されます。

 ←100Base-TX全二重
 ←100Base-TX半二重
 ←10Base-T全二重
 ←10Base-T半二重

本設定は、次回電源 ONまたは再起動後から有効にな
ります。

IPv4 通信方法 《通信方法》
メモリー
＊ DHCP/AutoIP

DHCP
BOOTP
RARP

ネットワーク通信方法を設定します。
 ←固定 IPアドレス
 ←DHCP/AutoIP
 ←DHCP
 ←BOOTP
 ←RARP

• DHCP/AutoIP設定時、DHCPサーバーに接続でき
ない場合、自動的にリンクローカル IPアドレスが
設定されます。

• 本設定は、次回電源 ONまたは再起動後から有効に
なります。
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メニュー項目 表示メッセージ 内容 説明／備考

インターフェース設定

IPv4 IPアドレス 《IPアドレス》
IP : 0.0.0.0
NM : 0.0.0.0
GW : 0.0.0.0

 ← IPアドレス
 ←サブネットマスク
 ←ゲートウェイを設定します。

• 初期状態（工場出荷デフォルト値）は、IPアドレ
ス、サブネットマスク、ゲートウェイとも、「0.0.0.0」
です。

• 本設定は、次回電源 ONまたは再起動後から有効に
なります。
設定方法
（1）設定されているアドレスが表示され、反転した

項目が選択されています。

• ボタンを押して設定するフィールドを選択
します。

（2） ボタンを押して、0～ 255の数値を入力し
ます。

（3） ボタンを押します。
• 1つ右のフィールドへ移動します。

（4）手順（2）と（3）を繰り返し、各フィールドの
数値を入力します。

（5）すべてのフィールドの数値を入力したら、 ボ
タンを押します。設定する項目を変更する場合
は ボタンを押して（1）の状態に戻ります。

（6）次の項目に移動する場合は ボタンを押して
移動します。

0. 0. 0. 0

132. 0. 0. 0

132. 251. 255. 0

132. 251. 255.215
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メニュー項目 表示メッセージ 内容 説明／備考

インターフェース設定

IPv4 DNSサーバー 《DNSサーバー》
#1 : 0.0.0.0
#2 : 0.0.0.0
#3 : 0.0.0.0

DNSサーバーのアドレスを設定します。
3箇所まで設定できます。

• DHCPを使用している環境で、DHCPサーバーへ
DNSサーバーのアドレスが設定されている場合は、
DHCPサーバーからアドレスを取得できるため、本
設定は必要ありません。

• 本設定は、次回電源 ONまたは再起動後から有効に
なります。

WINSサーバー 《WINSサーバー》
#1 : 0.0.0.0
#2 : 0.0.0.0

WINSサーバーのアドレスを設定します。
2箇所まで設定できます。

• DHCPを使用している環境で、DHCPサーバーへ
WINSサーバーのアドレスが設定されている場合
は、DHCPサーバーからアドレスを取得できるため、
本設定は必要ありません。

  WINSを使用する場合の設定（161ページ）
• 本設定は、次回電源 ONまたは再起動後から有効に
なります。

IPv6 DHCPv6 《DHCPv6》
＊使用する
使用しない

DHCPv6を使用するかどうかを設定し
ます。

本設定は、次回電源 ONまたは再起動後から有効にな
ります。

RAアドレス 《RAアドレス》
＊使用する
使用しない

RAアドレスを使用するかどうかを設定し
ます。

本設定は、次回電源 ONまたは再起動後から有効にな
ります。

マニュアルアドレス 《マニュアルアドレス》
使用する
＊使用しない

マニュアルアドレスを使用するかどうか
を設定します。

本設定は、次回電源 ONまたは再起動後から有効にな
ります。

自動検出機能 UPnP 《UPnP》
＊使用する
使用しない

UPnPでプリンターを検索する機能を使用
するかどうかを設定します。

本設定は、次回電源 ONまたは再起動後から有効にな
ります。

Bonjour 《Bonjour》
＊使用する
使用しない

Bonjourでプリンターを検索する機能を使
用するかどうかを設定します。

本設定は、次回電源 ONまたは再起動後から有効にな
ります。



メニュー項目一覧表

27

メニュー項目 表示メッセージ 内容 説明／備考

インターフェース設定

ポート切換え時間 《ポート切換え時間》
 20～ 600秒
＊ 30秒

インターフェースの自動切換え時間（ポー
ト切換え時間）を設定します。
20～ 600秒（10秒きざみ）

• ポート切換え時間とは、データ受信がなくなってか
ら受信待ちに入るまでの時間のことです

 付録 3．複数のインターフェース使用時の運
用について（62ページ）

• オプションの「拡張 SSD」取り付け時、「印刷設定」
→「割り込み印刷」が「有効」の場合、本設定は無
効となります（この場合は、LAN・USBのマルチ受
信を行います）。

機器状態応答（USB） 《機器状態応答（USB）》
行わない
＊行う

USB接続時、プリンター内の情報をホス
ト（コンピューター）に応答するかどう
かを設定します。

プリントサーバー使用時は、「行わない」に設定する
ことを推奨します。

受信データチェック 《受信データチェック》
行わない
＊行う

受信データチェックをするかどうかを設
定します。

本設定は、次回電源 ONまたは再起動後から有効にな
ります。

ジョブまとめ印刷 《ジョブまとめ印刷》
＊使用しない
使用する

ジョブまとめ印刷機能を使用するかどう
かを設定します。

• IPアドレス単位でジョブ受信順序を変更し、同一指
定のジョブをまとめて印刷する機能です。

• 「PS」を「使用する」に設定した場合、設定は「使
用しない」になります。

ジョブまとめ時間 《ジョブまとめ時間》
 1～ 60秒
＊ 10秒

ジョブまとめ印刷時の同一指定ジョブの
受信タイムアウト時間を設定します。

本設定は「ジョブまとめ印刷」が「使用する」に設定
されている場合に有効です。

ジョブまとめ整列時間 《ジョブまとめ整列時間》
 0～ 30秒
＊ 2秒

ジョブまとめ印刷時の最初の条件に該当
するジョブ受信依頼のタイムアウト時間
を設定します。

本設定は「ジョブまとめ印刷」が「使用する」に設定
されている場合に有効です。
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給紙・用紙設定メニュー
メニュー項目 表示メッセージ 内容 説明／備考

給紙・用紙設定

手差しトレイ 用紙サイズ 《手差し用紙サイズ》
＊ドライバー指定サイズ

A3
B4
A4
A4R
B5
B5R
A5
A5R
B6
A6
レジャー
リーガル
レター
レター R
エグゼクティブ
はがき
往復はがき
長形 3号
長形 4号
洋形 1号
B6ハーフ
短冊 55
短冊 60
ユーザー定義用紙 1
ユーザー定義用紙 2
ユーザー定義用紙 3
ユーザー定義用紙 4
ユーザー定義用紙 5
ユーザー定義用紙 6
ユーザー定義用紙 7
ユーザー定義用紙 8

用紙サイズを設定します。
 ←プリンタードライバーで設定されてい
る用紙サイズが設定されます。
 ←A3用紙
 ←B4用紙
 ←A4用紙（横送り）
 ←A4用紙（縦送り）
 ←B5用紙（横送り）
 ←B5用紙（縦送り）
 ←A5用紙（横送り）
 ←A5用紙（縦送り）
 ←B6用紙（縦送り）
 ←A6用紙（縦送り）
 ←レジャー用紙
 ←リーガル用紙
 ←レター用紙（横送り）
 ←レター用紙（縦送り）
 ←エグゼクティブ用紙
 ←郵便はがき
 ←郵便往復はがき
 ←封筒（長形 3号）
 ←封筒（長形 4号）
 ←封筒（洋形 1号）
 ←B6ハーフ用紙
 ←短冊 55サイズ
 ←短冊 60サイズ

ユーザー定義用紙は、CASIO SPEEDIA 
Web Monitor（Web設定）で登録すると
表示されます。

 CASIO SPEEDIA Web Monitor（Web
設定）編　給紙・用紙設定メニュー
（89ページ）

参考：
縦送り／横送りについて

縦送り

60_252

横送り

60_237
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メニュー項目 表示メッセージ 内容 説明／備考

給紙・用紙設定

手差しトレイ 紙種 ≪手差し紙種≫
＊普通紙
カラー上質紙
両面用上質紙
厚紙
厚紙 2
ごく厚紙
はがき
封筒
ラベル紙
ラベル紙（厚手）
薬袋・薬情※ 1

薬袋・薬情（厚手）※ 1

耐水紙

紙種を設定します。
 ←64～ 69g/m2

 ←70～ 80g/m2

 ←81～ 94g/m2

 ←95～ 128g/m2

 ←129～ 199g/m2

 ←200～ 256g/m2

 ←はがき
 ←封筒
 ←ラベル紙
 ←ラベル紙（厚手）
 ←薬袋・薬情
 ←薬袋・薬情（厚手）
 ←耐水紙

再生紙をご使用になる場合は「カラー
上質紙」を設定してください。
※ 1 Yモデルのみ表示します。Yモデル
の場合、初期値は「薬袋・薬情」に
設定されています。

自動給紙対象 ≪手差し自動給紙対象≫
＊する
しない

自動給紙の対象かどうかを設定します。 すべての給紙口が「しない」に設定
されている場合は お助けが表示され、
操作パネルで給紙口を選択して印刷
します。

両面印刷対象 ≪手差し両面印刷対象≫

＊する（両面・片面）
する（両面のみ）
しない（片面のみ）

両面印刷時に、自動給紙の対象かどうか
を設定します。

 ←両面、片面印刷どちらも対象にする
 ←両面印刷のみ対象にする
 ←両面印刷時は自動給紙対象外にする

両面印刷時、「する（両面のみ）」を第
一優先で給紙します。

給紙口グループ ≪手差し給紙口グループ≫
＊指定しない
グループ 1
グループ 2

給紙口のグループを設定します。 • 「用紙サイズ」で「ドライバー指定
サイズ」が選択されている場合は、
「指定しない」だけが表示されます。

• 複数の給紙口をグループ化すると、
印刷時に給紙位置を指定して出力を
した場合、同じグループ内でリレー
給紙します。
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メニュー項目 表示メッセージ 内容 説明／備考

給紙・用紙設定

手差しトレイ 通紙動作 ≪手差し通紙動作≫

＊標準
小サイズ未検知

指定された用紙サイズと給紙された用紙
サイズが一致しない場合の動作を設定し
ます。

 ←用紙サイズ検知エラーを表示する
 ←用紙サイズ検知エラーを表示しない

例：
指定サイズが A3で給紙サイズが A4
で印刷された場合
• 「標準」設定の場合、用紙サイズ検
知エラーが表示されます。両面印刷
の場合は紙づまりになります。

• 「小サイズ未検知」設定の場合、エ
ラーを表示せずに印刷が終了しま
す。両面印刷の場合、この機能は有
効にならず「標準」設定と同じ動作
をします。

カセット 1
～

カセット 5

用紙サイズ ≪カセット■用紙サイズ≫
＊自動検知サイズ
ドライバー指定サイズ

A5R※ 1

B6※ 1

A6※ 1

レジャー
リーガル
レター
エグゼクティブ
はがき※ 1

往復はがき※ 1

ユーザー定義用紙 1
ユーザー定義用紙 2
ユーザー定義用紙 3
ユーザー定義用紙 4
ユーザー定義用紙 5
ユーザー定義用紙 6
ユーザー定義用紙 7
ユーザー定義用紙 8

用紙サイズを設定します。
 ←自動検知したサイズが設定されます。
 ←プリンタードライバーで設定されてい
る用紙サイズが設定されます。
 ←A5用紙（縦送り）
 ←B6用紙（縦送り）
 ←A6用紙（縦送り）
 ←レジャー用紙
 ←リーガル用紙
 ←レター用紙
 ←エグゼクティブ用紙
 ←郵便はがき
 ←郵便往復はがき

ユーザー定義用紙は、CASIO SPEEDIA 
Web Monitor（Web設定）で登録すると
表示されます。

 CASIO SPEEDIA Web Monitor（Web
設定）編　給紙・用紙設定メニュー
（89ページ）

• ■には、1～ 5のいずれかが表示さ
れます。

※ 1 オプションの「小サイズアダプ
ター」が必要です。

参考：縦送り／横送りについて
縦送り

60_239

横送り

60_238
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メニュー項目 表示メッセージ 内容 説明／備考

給紙・用紙設定
カセット 1
～

カセット 5

紙種 ≪カセット■紙種≫
＊普通紙
カラー上質紙
両面用上質紙
厚紙
厚紙 2
ごく厚紙
はがき
封筒
ラベル紙
ラベル紙（厚手）
薬袋・薬情※ 1

薬袋・薬情（厚手）※ 1

耐水紙

紙種を設定します。
 ←64～ 69g/m2

 ←70～ 80g/m2

 ←81～ 94g/m2

 ←95～ 128g/m2

 ←129～ 199g/m2

 ←200～ 256g/m2

 ←はがき
 ←封筒
 ←ラベル紙
 ←ラベル紙（厚手）
 ←薬袋・薬情
 ←薬袋・薬情（厚手）
 ←耐水紙

• 再生紙をご使用になる場合は「カ
ラー上質紙」を設定してください。

• ■には、1～ 5のいずれかが表示さ
れます。

※ 1 Yモデルのみ表示します。Yモデル
の場合、初期値は「薬袋・薬情」に
設定されています。

自動給紙対象 《カセット■自動給紙対象》
＊する
しない

自動給紙の対象かどうかを設定します。 • ■には、1～ 5のいずれかが表示さ
れます。

• すべての給紙口が「しない」に設
定されている場合はお助けが表示さ
れ、操作パネルで給紙口を選択して
印刷します。

両面印刷対象 《カセット■両面印刷対象》

＊する（両面・片面）
する（両面のみ）
しない（片面のみ）

両面印刷時に、自動給紙の対象かどうか
を設定します。

 ←両面、片面印刷どちらも対象にする
 ←両面印刷のみ対象にする
 ←両面印刷時は自動給紙対象外にする

• ■には、1～ 5のいずれかが表示さ
れます。

• 両面印刷時、「する（両面のみ）」を
第一優先で給紙します。
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メニュー項目 表示メッセージ 内容 説明／備考

給紙・用紙設定

カセット 1
～

カセット 5

給紙口グループ 《カセット■給紙口グループ》
＊指定しない
グループ 1
グループ 2

給紙口のグループを設定します。 • ■には、1～ 5のいずれかが表示さ
れます。

• 「用紙サイズ」で「ドライバー指定
サイズ」が選択されている場合は、
「指定しない」だけが表示されます。

• 複数の給紙口をグループ化すると、
印刷時に給紙位置を指定して出力を
した場合、同じグループ内でリレー
給紙します。

デフォルト給紙口選択 《デフォルト給紙口選択》
＊自動
手差しトレイ
カセット 1
カセット 2
カセット 3
カセット 4
カセット 5

デフォルトの給紙口を設定します。
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メニュー項目 表示メッセージ 内容 説明／備考

給紙・用紙設定

優先自動用紙サイズ 《優先自動用紙サイズ》
A3
B4

＊A4
A4R
B5
B5R
A5
A5R
B6
A6
レジャー
リーガル
レター
レター R
エグゼクティブ
はがき
往復はがき
長形 3号
長形 4号
洋形 1号
B6ハーフ
短冊 55
短冊 60

優先する用紙サイズを設定します。

自動給紙優先給紙口 《自動給紙優先給紙口》

＊現在給紙口
手差しトレイ
カセット 1
カセット 2
カセット 3
カセット 4
カセット 5

給紙位置設定を「自動」で印刷する際の
優先給紙口を設定します。

 ←直前に給紙された給紙口を優先します。
 ←手差しトレイを優先します。
 ←カセット 1を優先します。
 ←カセット 2を優先します。
 ←カセット 3を優先します。
 ←カセット 4を優先します。
 ←カセット 5を優先します。

• 自動給紙選択時に、用紙サイズが合
致する給紙口の中での優先順を設定
します。

• 設定した給紙口は、リレー給紙時の
優先順としても動作します。

• ジョブ単位での切り替え動作をし
ます。
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メニュー項目 表示メッセージ 内容 説明／備考

給紙・用紙設定

普通紙 片面／両面（裏） 《普通紙　片面／両面（裏）》
＋ 5
＊標準
－ 5

紙種が普通紙（64～ 69g/m2）の場合の、
転写電圧を調整します。

用紙の種類や印刷方法（両面印刷）に
よって、ベタ画像やハーフトーン画像
がかすれた場合に、転写電圧の設定を
変更すると改善する場合があります。
• ベタ画像がかすれる場合：＋方向に
設定してください。

• ハーフトーン画像がかすれる場合：
－方向に設定してください。

• 通常は「標準」に設定してお使いく
ださい。

両面（表） 《普通紙　両面（表）》
＋ 5
＊標準
－ 5

厚紙 片面／両面（裏） 《厚紙　片面／両面（裏）》
＋ 5
＊標準
－ 5

紙種が厚紙（95～ 128g/m2）の場合の、
転写電圧を調整します。

用紙の種類や印刷方法（両面印刷）に
よって、ベタ画像やハーフトーン画像
がかすれた場合に、転写電圧の設定を
変更すると改善する場合があります。
• ベタ画像がかすれる場合：＋方向に
設定してください。

• ハーフトーン画像がかすれる場合：
－方向に設定してください。

• 通常は「標準」に設定してお使いく
ださい。

両面（表） 《厚紙　両面（表）》
＋ 5
＊標準
－ 5

カール低減※ 1 《カール低減》
＊しない
する

紙種が普通紙（64～ 69g/m2）、カラー上
質紙（70～ 80g/m2）の場合、用紙がカー
ルするのを低減します。

「する」を設定した場合､ 印刷内容や
気温などによりトナーがはがれること
があります。このような場合は､「し
ない」に設定してください｡
※ 1 Yモデルは表示しません。
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印刷設定メニュー
メニュー項目 表示メッセージ 内容 説明／備考

印刷設定

両面印刷 印刷形態 《印刷形態》
＊片面
両面横とじ
両面上とじ

両面印刷するかどうかを設定します。
 ←片面印刷（両面印刷しない）
 ←横綴じで両面印刷する
 ←上綴じで両面印刷する

• 横綴じの両面印刷時、表面の左余白は裏面の右余
白になります。

• 上綴じの両面印刷時、表面の上余白は裏面の下余
白になります。

自動片面 《自動片面》
＊しない
する

両面印刷が指定されている場合に、最終ペー
ジの裏面に印刷データがないときに自動的に
片面印刷にするかどうかを設定します。

カラー印刷 《カラー印刷》
＊カラー印刷
モノクロ印刷

カラーで印刷するか、モノクロで印刷するか
を設定します。

• 「カラー印刷」を設定しても、印刷データがモノ
クロの場合は、モノクロで印刷されます。

• 「機器設定」→「立上げモード」が「モノクロ専
用」以外の場合は、本設定が有効になります。

エコノミー トナーセーブ 《トナーセーブ》
1%（濃い）
～
90%（薄い）
＊ OFF

トナーの消費量を設定します｡
 ←セーブレベル 1% （濃い）

 ←セーブレベル 90% （薄い）
 ←通常の印刷 （適正）

トナー消費量をセーブした印刷のため、薄くなった
り、印刷できない部分が発生することがあります。

エコノミー印刷 《エコノミー印刷》
＊行わない

行う※ 1

エコノミー印刷を設定します。
 ←カラー画像／モノクロ画像共に、カラーモー
ドで印刷されます。
 ←カラー画像／モノクロ画像に応じて、カラー
モード／モノクロモードを切り替えて印刷
されます。切替えタイミングは、「エコノミー
枚数」で設定します。

印刷対象の画像が、カラーかモノクロかが自動判
断され、カラーモード／モノクロモードが設定さ
れます。
• カラーモード： ブラック（K）、シアン（C）、マゼ

ンタ（M）、イエロー（Y）4色のド
ラム・トナーを使用して印刷する
モードです。

• モノクロモード： ブラック（K）1色のドラム・
トナーを使用して印刷するモー
ドです。

※ 1メンテナンスモデルの場合、初期値は「行う」に
設定されています。
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メニュー項目 表示メッセージ 内容 説明／備考

印刷設定

エコノミー エコノミー枚数 《エコノミー枚数》
0枚
～

255枚

＊　 3枚※ 1

エコノミー印刷時のカラーモード／モノクロ
モードの切替えタイミングを設定します。

カラーモードからモノクロモードに切り替え
るまでのモノクロ画像の枚数を、0～ 255枚
で設定します。

0枚： 用紙 1枚ごとに、カラー画像であればカラー
モードで、モノクロ画像であればモノクロ
モードで印刷されます。

1～ 255枚： モノクロ画像の場合、最後にカラー
画像を印刷してから、指定した枚数以
内の用紙はカラーモードで印刷され
ます。指定枚数を超えた用紙はモノク
ロモードで印刷されます。

• カラー画像の場合は必ずカラーモードで印刷され
ます。

※ 1メンテナンスモデルの場合、初期値は「0枚」に設
定されています。

縮小印刷 《縮小印刷》
＊通常（OFF）

80%縮小
69%縮小

縮小印刷を設定します。
 ←縮小印刷しない
 ←80%に縮小して印刷されます
 ←69%に縮小して印刷されます

「エミュレーション設定」→「ESC/P設定」およ
び「201H設定」で「連続紙」が設定されている場合、
本項の設定は無効です。

用紙方向 《用紙方向》
横
＊縦

用紙方向を設定します。
 ←横（ランドスケープ）で印刷されます
 ←縦（ポートレート）で印刷されます

リバース印字 横 ≪リバース印字横≫
＊行わない
縦給紙の時行う
横給紙の時行う
行う

ランドスケープ時のリバース印字を設定します。
 ←リバース印字しません
 ←縦送り用紙（A3･B4など）のみリバース印字
 ←横送り用紙（A4など）のみリバース印字
 ←用紙に関係なくリバース印字

リバース印字では、180°回転して印刷されます。
• 縦送り…横長に用紙をセットします。
横送り…縦長に用紙をセットします。
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メニュー項目 表示メッセージ 内容 説明／備考

印刷設定

リバース印字 縦 ≪リバース印字縦≫
＊行わない
縦給紙の時行う
横給紙の時行う
行う

ポートレート時のリバース印字を設定します。
 ←リバース印字しません
 ←縦送り用紙（A3･B4など）のみリバース印字
 ←横送り用紙（A4など）のみリバース印字
 ←用紙に関係なくリバース印字

リバース印字では、180°回転して印刷されます。
• 縦送り…横長に用紙をセットします。
横送り…縦長に用紙をセットします。

印刷部数 《印刷部数》
＊　1部
～

255部

複写枚数を設定します。
1～ 255枚の範囲で設定できます。
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メニュー項目 表示メッセージ 内容 説明／備考

印刷設定

コピーガード 《コピーガード》
＊行わない
パターン 1

～
パターン 16
パターン EX

コピーガード印刷を設定します。
 ←コピーガード印刷を行わない
 ←コピーガード印刷を行う（パターン 1）

｜
 ←コピーガード印刷を行う（パターン 16）
 ←プリンタードライバー指定の任意パターン
でコピーガード印刷を行う

コピーガード
• パターン 1：濃淡（複写禁止）P：コピーすると「複
写禁止」の文字が残るパターンです（黒）

• パターン 2：濃淡（印刷者名）P：コピーすると
印刷した PCユーザー名と印刷時間が残るパター
ンです（黒）

• パターン 3：格子（VOID）CN：コピーすると「VOID」
の文字が白く抜けるパターンです（シアン）

• パターン 4：桜（複写無効）MN：コピーすると「複
写無効」の文字が白く抜けるパターンです（マゼ
ンタ）

• パターン 5：籠（禁複写）GP：コピーすると「禁
複写」の文字が残るパターンです（グリーン）

• パターン 6：鱗（無効）RP：コピーすると「無効」
の文字が残るパターンです（レッド）

• パターン 7：原本文字（原本）C：コピーすると「原
本」の文字が消えるパターンです（シアン）

• パ タ ー ン 8 ～ 16 は 印 刷 す る PC に「COPY 
GUARD TOOL」が導入されている場合にのみ使
用できます

• パターン EX：プリンタードライバー指定のパター
ンです。

ID印刷 《ID印刷》
＊行わない
行う

印刷に ID情報を付加するかどうかを設定し
ます。

ID印刷
印刷物に下記の ID情報を付加して印刷します。
①ユーザー名
②日付
③コンピューター名
④プリンターシリアル No

① ②

③ ④
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メニュー項目 表示メッセージ 内容 説明／備考

印刷設定

エコレベル印刷 《エコレベル印刷》
＊行わない
行う

エコレベルを示すマークを印刷するかどうか
を設定します。

エコレベル印刷は、「両面印刷」、「マルチページ」、
「トナーセーブ」のいずれかが指定されている場合
にのみ有効です。上記以外の場合、エコレベルを
示すマークは印刷されません。

付加情報印刷 印刷位置 《印刷位置》
＊印刷領域外
印刷領域内

ID印刷・エコレベル印刷時の印刷位置を設定
します

領域外：用紙端 2mmの位置
領域内：用紙端 5mmの位置

印刷濃度 《印刷濃度》
＊通常（薄い）
濃い

ID印刷・エコレベル印刷時の印刷濃度を設定
します

割り込み印刷 《割り込み印刷》
＊無効
有効

割り込み印刷を有効にするかどうかを設定し
ます。

• 割り込み印刷は、オプションの「拡張 SSD」取
り付け時のみ使用できます。

• 「有効」に設定した場合、SSD経由で印刷デー
タを受信するため、処理速度が低下する場合があ
ります。

• 本設定は、次回電源 ONまたは再起動後から有効
になります。

• 「PS」を「使用する」または「ジョブまとめ印刷」
を「使用する」に設定した場合、設定は「無効」
になります。

認証ジョブ保存期間 《認証ジョブ保存期間》
＊ 0日 03時間 00分

～
99日 23時間 45分

認証ジョブデータの保存期間を設定します。
保存期間を日、時間、分の形式で入力します。

• 0日 03時間 00分～ 99日 23時間 45分の範囲で
設定できます。

• 電源 ON時または、節電モード移行時に、保存時
間が超過した認証ジョブデータが削除されます。

白紙節約 《白紙節約》
行わない
行う
＊従来互換で行う

白紙ページを印刷するかどうかを設定します。
 ←白紙ページも印刷する
 ←白紙ページは印刷しない
 ←画像生成しない白紙ページは印刷しない
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メニュー項目 表示メッセージ 内容 説明／備考

印刷設定

M／ Mカラー指定 《M／ Mカラー指定》

無効
＊有効（互換）
有効（高品位）

モノクロ印刷中のカラーデータをグレース
ケール変換するかどうかを設定します。

 ←無効（変換しません）
 ←有効（粗いグレースケールに変換）
 ←有効（高品位グレースケールに変換）

オフセット回避モード※ 1 《オフセット回避モード》
無効
＊有効

小サイズの薬袋を連続して印刷したあと続け
て普通紙を印刷した場合、高温による画像不
良が発生するのを防ぎます。

• 「有効」に設定した場合、小サイズ（幅 210mm
未満）の薬袋を 3枚以上連続して印刷すると、印
刷間隔が長くなります。

• 本設定は、紙種が「薬袋・薬情」、「薬袋・薬情（厚
手）」のみ有効になります。

※ 1 Yモデルのみ表示します。

定着性優先※ 1 《定着性優先》

＊無効
有効

薬袋を印刷する場合に、定着性を優先した印
刷をするかどうかを設定します。

 ←定着性を優先した印刷をする
 ←定着性を優先した印刷をしない

• 「有効」に設定した場合、ウォームアップ時間が
長くなります。また、ご使用の環境や用紙により
印刷間隔が長くなります。

• 本設定は、紙種が「薬袋・薬情」のみ有効になり
ます。

※ 1 Yモデルのみ表示します。
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機器設定メニュー
メニュー項目 表示メッセージ 内容 説明／備考

機器設定

ブザー音量 《ブザー音量》

消音を含む 5段階：
消音 /最小 /小 /中 /大
＊小

ブザー音量を設定します。

ボタン操作音 《ボタン操作音》
鳴らない
＊鳴る

ボタンを押したときに操作音を鳴らす
かどうかを設定します。

印刷完了ブザー ブザー音量 《印刷完了ブザー音量》

使用しないを含む 5段階：
使用しない /最小 /小 /中 /
大
＊使用しない

ブザー音量を設定します。 印刷完了時にブザー音を鳴らして通知し
ます。 ボタンで設定した音量でブザー
音が鳴り、音量が確認できます。

ブザー鳴動時間 《印刷完了ブザー鳴動時間》
＊ 0分 30秒

ブザーが鳴る時間を設定します。
0分 30秒～ 239分 50秒の範囲で設
定します。

時間内であっても、次のジョブが投入さ
れるとブザーを停止します。

停止時間帯 《印刷完了ブザー停止時間帯》
停止時刻 From：0時 0分
停止時刻 To ：0時 0分

印刷完了ブザーで通知しない時間帯を
設定します。
0時 0分～ 23時 50分
0時 0分～ 24時 00分

0時 0分に設定すると、停止時間帯は「未
設定」になります。From ＞ Toの場合、
0時～ From、To～ 24時が設定されます。

（小）

（使用しない）
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メニュー項目 表示メッセージ 内容 説明／備考

機器設定

LCD濃度 《LCD濃度》
＋ 12

＊ 0
－ 8

表示パネル（液晶）の濃度を設定しま
す。
（濃い）
（標準）
（薄い）
－ 8～＋ 12まで 1きざみで設定でき
ます。

この項目は、操作パネルの設定メニュー
のみで設定できます（CASIO SPEEDIA 
Web Monitor（Web設定）では操作でき
ません）。

節電 形態 《形態》
＊スケジュール機能無効
スケジュール機能有効

節電スケジュール機能を使用するかど
うかを設定します。

レベル 《レベル》
レベル 1
＊レベル 2

節電の度合いを設定します。
 ←通常レベル
 ←最大レベル

移行時間 《移行時間》
240～ 1分
＊ 1分

節電状態に入るまでの時間を設定しま
す。1分単位で、1～ 240分の範囲で
設定できます。

この設定は、「節電」→「形態」を「ス
ケジュール機能無効」に設定している場
合のみ有効です。
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メニュー項目 表示メッセージ 内容 説明／備考

機器設定

節電 自動電源 OFF 《自動電源 OFF》
＊使用しない
使用する

自動電源 OFF機能を使用するかどう
かを設定します。

• 本プリンターをモニタリングしている
コンピューターからの接続が、すべて
切断された場合に自動的にプリンター
の電源を OFFにする機能です。

• SPEEDIAマネージャーで「環境設定」
の「ユーザー設定」で「切り忘れ防止」
－「プリンターの自動電源 OFF機能の
対象とする」を設定しているコンピュー
ターが、すべてなくなった場合に、プ
リンターの電源が OFFされます。

•  この機能は、ネットワーク接続時に使
用できます。USBのみで接続している
場合は、「使用しない」設定にしてくだ
さい。

  SPEEDIAマネージャーマニュ
アル

強制電源 OFF 動作 《動作設定》
＊使用しない
使用する

強制電源 OFF機能を使用するかどう
かを設定します。

「時刻 1～ 3」で設定した時刻を過ぎる
と、印刷データがないことを確認した上
で、強制的にプリンターの電源を OFF
する機能です。

時刻 1～ 3 《時刻設定■》
＊ 00時 00分

強制電源 OFFする時刻を設定します。
00時 00分～ 23時 50分の範囲で設
定します。

• ■には、1～ 3のいずれかが表示され
ます。

• 本設定は、「強制電源 OFF」の「動作」
が「使用する」に設定されている場合
に有効です。

• 00時 00分に設定すると、時刻設定が
解除され、強制電源 OFFは動作しませ
ん。
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メニュー項目 表示メッセージ 内容 説明／備考

機器設定

立ち上げモード 《立ち上げモード》

＊カラー
モノクロ
モノクロ専用

プリンターの立ち上げモードを設定し
ます。

 ←カラー立ち上げ自動切換え
 ←モノクロ立ち上げ自動切換え
 ←モノクロ専用

• 「モノクロ専用」に設定している場合
はカラー印刷できません。

• 本設定は、次回電源 ONまたは再起動
後から有効になります。
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メニュー項目 表示メッセージ 内容 説明／備考

機器設定

日付と時刻 《日付と時刻》
2010年 01月 01日

23時 59分 59秒

プリンター内部時計の日付と時刻を設
定します。
• 日付と時刻は、 ボタンを押した時
点で設定されます。

• 設定の初期化を実行しても、日付と
時刻は初期化されません。

日付／時刻の設定
（1）設定されている日付と時刻が表示

され、反転した項目が選択されて
います。

• ボタンを押して設定するフィー
ルドを選択します。

（2） ボタンを押して数値を入力し
ます。

（3） ボタンを押します。
• 1つ右のフィールド（月表示）へ
移動します。

（4）手順（2）と（3）を繰り返し、「月」
「日」を入力します。

（5）すべてのフィールドの数値を入力
したら、 ボタンを押します。設
定する項目を変更する場合は ボ
タンを押して（1）の状態に戻りま
す。

（6）次の項目に移動する場合は ボ
タンを押して移動します。

• 時刻も日付と同様に、「時」「分」「秒」
の順に入力します。

• この項目は、操作パネルの設定メニュー
のみで設定できます（CASIO SPEEDIA 
Web Monitor（Web設定）では操作で
きません）。

2010年 01月 01日

2010年 01月 01日

2014年 01月 01日
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メニュー項目 表示メッセージ 内容 説明／備考

機器設定

SSD 《SSD》
フォーマット
データチェック

SSDの処理を設定します。
 ←フォーマットする
 ←データチェックする

「SSD」はオプションの「拡張 SSD」装
着時に表示されます。
SSDのフォーマット
（1）「フォーマット」を選択して、 ボ

タンを押します。
• ボタンを押すと、フォーマットを中
止してメニューに戻ります。
（2）「フォーマットを実行しますか？」

のメッセージを確認して、 ボタ
ンを押します。
SSDをフォーマットします。

• 「フォーマット中」が表示されます。
• フォーマット実行中はプリンターの電
源を OFFにしないでください。SSD
破損の原因になります。

SSDのデータチェック
（1）「データチェック」を選択して、

ボタンを押します。
SSDのデータをチェックします。

• 「データチェック中」が表示されます。
• エラーメッセージが表示された際は、
フォーマットしてください。
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メニュー項目 表示メッセージ 内容 説明／備考

機器設定

ヘキサダンプ ヘキサダンプを選択して ボタンを
押すと、プリンターがヘキサダンプ
モードになります

ヘキサダンプモードとは
• 「ヘキサダンプ」を設定すると、印刷
可状態となり、プリンターが受信する
データはすべて 16進法で印刷されま
す。

• ボタンを押すと、すぐにヘキサダン
プモードに移行します。

• ヘキサダンプモードに移行すると、メッ
セージ表示の後ろに（ダンプ）と表示
されます。

• ヘキサダンプモードを終了するには、
プリンターの電源を OFFにします。

• この項目は、操作パネルの設定メニュー
のみで設定できます（CASIO SPEEDIA 
Web Monitor（Web設定）では操作で
きません）。
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エミュレーション設定メニュー
初期状態

メニュー項目 表示メッセージ 内容 説明／備考

エミュレーション設定

PS 《PS》
＊使用しない
使用する

オプションの拡張 PSを使用するかどうかを
設定します。

• 「使用する」に設定すると、オプションの拡張 PSが
有効になります。

• 「使用する」に設定すると、「ジョブまとめ印刷」設定
は「使用しない」、「割り込み印刷」設定は「無効」に
なります。

エミュレーション 《エミュレーション》
＊使用しない
使用する

エミュレーションを使用するかどうかを設定
します。

• 「使用する」に設定すると、「エミュレーション選択」
が表示されます。

• 本設定は、次回電源 ONまたは再起動後から有効にな
ります。

エミュレーション詳細 《エミュレーション詳細》
＊表示しない
表示する

エミュレーションの詳細を表示するかどうか
を設定します。

「エミュレーション」を「使用する」に、「エミュレーショ
ン詳細」を「表示する」に設定すると、「エミュレーショ
ン選択」が表示され、エミュレーションに関する項目を
設定できます。

 エミュレーション設定（50ページ）

「エミュレーション」を「使用する」に設定した場合
メニュー項目 表示メッセージ 内容 説明／備考

エミュレーション設定

エミュレーション 《エミュレーション》
使用しない
＊使用する

本設定は、次回電源 ONまたは再起動後から有効になり
ます。

エミュレーション選択 《エミュレーション選択》
 201H
＊ ESC/P
 ESC/Page

使用するエミュレーションモードを設定し
ます。

この項目は、「エミュレーション」を「使用する」に設
定した場合に表示されます。

付録 1．エミュレーション詳細
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「エミュレーション」を「使用する」に設定した場合
メニュー項目 表示メッセージ 内容 説明／備考

エミュレーション設定

エミュレーション詳細 《エミュレーション詳細》
＊表示しない
表示する

エミュレーションの詳細を表示するかどうか
を設定します。「表示する」に設定すると、エ
ミュレーションに関する項目を設定できます。

エミュレーション設定（50ページ）

「エミュレーション」が「使用しない」に設定されてい
る場合は、「表示する」に設定すると、ESC/Pageの設定
内容を参照できます。

「エミュレーション」を「使用しない」、「エミュレーション詳細」を「表示する」に設定した場合
メニュー項目 表示メッセージ 内容 説明／備考

エミュレーション設定

エミュレーション 《エミュレーション》
＊使用しない
使用する

本設定は、次回電源 ONまたは再起動後から有効になり
ます。

エミュレーション詳細 《エミュレーション詳細》
表示しない
＊表示する

エミュレーションの詳細を表示するかどうか
を設定します。

ESC/Page設定 ESC/Pageの設定内容を参照できます。
 ESC/Page設定（50ページ）

「エミュレーション」を「使用する」に、「エミュレーション詳細」を「表示する」に設定した場合
メニュー項目 表示メッセージ 内容 説明／備考

エミュレーション設定

エミュレーション 《エミュレーション》
使用しない
＊使用する

本設定は、次回電源 ONまたは再起動後
から有効になります。

エミュレーション選択 《エミュレーション選択》
 201H
＊ ESC/P
 ESC/Page

使用するエミュレーションモードを設
定します。

この項目は、「エミュレーション」を「使
用する」に設定した場合に表示されます。
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「エミュレーション」を「使用する」に、「エミュレーション詳細」を「表示する」に設定した場合
メニュー項目 表示メッセージ 内容 説明／備考

エミュレーション設定

エミュレーション詳細 《エミュレーション詳細》
表示しない
＊表示する

エミュレーションの詳細を表示するかど
うかを設定します。

HDA エミュレーションの各メニューを設定できます。
エミュレーション設定（50ページ）

ESC/Page設定

ESC/P設定

201H設定

「エミュレーション設定」を「使用する」、「エミュレーション詳細」を「表示する」に設定した場合のエミュレーション設定のメニューです。

メニュー項目 表示メッセージ 内容 説明／備考

エミュレーション設定

HDA 《HDA》
＊無効
有効

1バイトのバイナリ・データを 2バイト
のテキストデータで転送する機能を、有
効にするかどうかを設定します。

印刷可能環境で、バイナリ・データが送出でき
ない場合に有効です。

ESC/Page設定 自動復帰改行動作 《G　自動復帰改行動作》
しない
＊する

印刷データが印字領域の右端を超えた場
合に、自動的に復帰改行して、次の行の
先頭に印刷するかどうかを設定します｡

｢しない｣ に設定した場合、印字領域の右端を
超えたデータは切り捨てられます｡

改ページ動作 《G　改ページ動作》
しない
＊する

印刷データが改行のために印字領域の下
端を超えた場合に、自動的に改ページし
て、次ページに印刷するかどうかを設定
します｡

｢しない｣ に設定した場合､ 印字領域の下端を
超えたデータは切り捨てられます｡

CR動作
（キャリッジリターン）

《G　CR動作》

＊ CR
 CR＋ LF

CRコード（復帰、0x0D）を受信した場
合の動作を設定します。

 ←復帰（CR）動作
 ←復帰（CR）・改行（LF）動作
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メニュー項目 表示メッセージ 内容 説明／備考

エミュレーション設定

ESC/Page設定 LF動作
（ラインフィード）

《G　LF動作》

 LF
＊ CR＋ LF

LFコード（改行、0x0A）を受信した場合
の動作を設定します。

 ←改行（LF）動作
 ←復帰（CR）・改行（LF）動作

FF動作
（改ページ）

《G　FF動作》

 FF
＊ CR＋ FF

FFコード（改頁、0x0C）を受信した場合
の動作を設定します。

 ←改頁（FF）動作
 ←復帰（CR）・改頁（FF）動作

エラーコード 《G　エラーコード》

＊ OFF
 ON

文字コード表にないコードを受信した場
合に、そのコードをスペースに置き換え
るかどうかを設定します。

 ←そのコードは無視
 ←そのコードをスペースに置き換える

イメージパターン 《G　イメージパターン》

＊ 1
 2

イメージパターンの補正パターンを設定
します｡

 ←イメージパターン 1で補正
 ←イメージパターン 2で補正

フォントタイプ 《G　フォントタイプ》

＊ 1

 2
 3

幅対高さが 1対 2の文字サイズが指定さ
れた場合に､ 2バイト系文字の全角フォン
トと半角フォントの使用の優先度を設定
します｡

 ←15ポイント以下は半角フォント優先、
16ポイント以上は全角フォント優先
 ←全角フォント優先で印刷
 ←半角フォント優先で印刷
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メニュー項目 表示メッセージ 内容 説明／備考

エミュレーション設定

ESC/Page設定 スクリーン指定 《G　スクリーン指定》
無効
＊有効

カラーモード中にスクリーンパターン指
定コマンド（GSn1tsE）を受信した場合
に､ スクリーンパターン指定を有効にす
るかどうかを設定します｡

モノクロで作成された印刷データをカラーで印
刷する場合､データの中にスクリーンパターン
指定コマンドが含まれていると､見づらい印刷
になることがあります。このような場合は､｢無
効｣に設定してください｡

スペース動作 《G　スペース動作》
しない
＊する

スペースコード（0x20）を文字として扱
うかどうかを設定します。

ESC/P設定 連続紙 《P　連続紙》

＊ OFF
 F15-B4横

 F15-A4横

 F10-A4縦

連続用紙の印刷データを単票用紙に縮小
印刷する方法を設定します｡

 ←縮小印刷しない
 ←15インチの連続用紙を、B4横に縮小
して印刷

 ←15インチの連続用紙を、A4横に縮小
して印刷

 ←10インチの連続用紙を、A4縦に縮小
して印刷

本項目を設定している場合、「印刷設定」→「縮
小印刷」の設定は無効になります。

給紙位置 《P　給紙位置》
 22ミリ
＊ 8.5ミリ
 5ミリ

用紙吸入時の上端余白を設定します｡
 ←上端余白を 22mmに設定
 ←上端余白を 8.5mmに設定
 ←上端余白を 5mmに設定

自動復帰改行動作 《P　自動復帰改行動作》
しない
＊する

印刷データが印字領域の右端を超えた場
合に、自動的に復帰改行して次の行頭に
印刷するかどうかを設定します｡

｢しない｣ に設定した場合､ 印字領域の右端を
超えたデータは切り捨てられます｡

右マージン 《P　右マージン》
＊用紙幅

136桁

右マージンを設定します。
 ←指定した用紙の印字可能領域の右端に
設定

 ←用紙サイズに関係なく､ 136桁（13.6
インチ）に設定

「136桁」に設定した場合､ 用紙幅が 13.6イ
ンチ以下のときは、用紙幅を超えた部分のデー
タは印刷されません。
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メニュー項目 表示メッセージ 内容 説明／備考

エミュレーション設定

ESC/P設定 文字コード 《P　文字コード》
＊カタカナ
グラフィック

英数カナ文字コード表を設定します｡
 ←カタカナコード表を設定
 ←拡張グラフィックコード表を設定

ゼロ字形 《P　ゼロ字形》
＊０
０

ゼロの字形を設定します｡
 ←ゼロを ｢０｣ で表わす
 ←ゼロを ｢０｣（ゼロスラッシュ）で表わす

漢字書体 《P　漢字書体》
＊明朝体
ゴシック体

漢字の書体（明朝／ゴシック）を設定し
ます｡

イメージ補正 《P　イメージ補正》

＊ 1
 2

プリンター解像度が異なることによるイ
メージデータの補正方法を設定します｡

 ←標準の補正方法に設定
 ←罫線が正しく接続していない時などに
設定

解像度が補正をされるため､ 補正方法を変更し
ても、イメージデータによっては若干くずれて
印刷される場合があります。

自動排紙 《P　自動排紙》

＊ OFF
 30秒

 15秒

5秒

未印字データが残っている場合に､ 自動
的に排紙するかどうかを設定します。

 ←自動排紙しない
 ←30秒間データを受信しない場合に自動
排紙する
 ←15秒間データを受信しない場合に自動
排紙する
 ←5秒間データを受信しない場合に自動排
紙する

カラー指定 《P　カラー指定》
無効
＊有効

エミュレートモード（ESC/P）中のカラー
選択コマンド（ESC r）の有効／無効を設
定します｡

スペース動作 《P　スペース動作》
＊しない
する

スペースコード（0x20）を文字として扱
うかどうかを設定します。
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メニュー項目 表示メッセージ 内容 説明／備考

エミュレーション設定

201H設定 連続紙 《H　連続紙》

＊ OFF
 F15-B4横

 F15-A4横

 F10-A4縦

連続用紙の印刷データを単票用紙に縮小
印刷する方法を設定します｡

 ←縮小印刷しない
 ←15インチの連続用紙を、B4横に縮小
して印刷

 ←15インチの連続用紙を、A4横に縮小
して印刷

 ←10インチの連続用紙を、A4縦に縮小
して印刷

本項目を設定している場合、「印刷設定」→「縮
小印刷」の設定は無効になります。

給紙位置 《H　給紙位置》
 25.4ミリ

22ミリ
＊ 8.5ミリ

8ミリ
5ミリ

用紙吸入時の上端余白を設定します｡
 ←上端余白を 25.4mmに設定
 ←上端余白を 22mmに設定
 ←上端余白を 8.5mmに設定
 ←上端余白を 8mmに設定
 ←上端余白を 5mmに設定

用紙位置 《H　用紙位置》

＊左
中央－ 5ミリ
中央
中央＋ 5ミリ

横方向の印字範囲（136桁）の中での用
紙位置を設定します。

 ←左合わせに設定
 ←中央合わせで､ 左に 5mmにずらす
 ←中央合わせに設定
 ←中央合わせで､ 右に 5mmにずらす

• DOS アプリケーションの印字で、｢PC-
PR201Hシートフィーダ付き｣ を選択した場
合は､「中央」、「中央± 5」のどちらかに設
定してください｡

• ｢中央－ 5｣ は、用紙位置を左に 5mmずら
すため、印字位置は ｢中央｣ に対して右に
5mmずれます。同様に ｢中央＋ 5｣ は、｢中
央｣ に対して左に 5mmずれます。

• 左右マージン値によっては､ 左右の一部が切
れる場合があります。

自動復帰改行動作 《H　自動復帰改行動作》
しない
＊する
する（CRのみ）

印刷データが印字領域の右端を超えた場
合に、自動的に復帰改行して次の行の先
頭に印刷するかどうかを設定します｡

｢しない｣ に設定した場合､ 印字領域の右端を
超えたデータは切り捨てられます｡



付録 1．エミュレーション詳細

55

メニュー項目 表示メッセージ 内容 説明／備考

エミュレーション設定

201H設定 CR動作
（キャリッジリターン）

《H　CR動作》

＊ CR
 CR＋ LF

CRコード（復帰、0x0D）を受信した場
合の動作を設定します。

 ←復帰（CR）動作
 ←復帰（CR）・改行（LF）動作

LF動作
（ラインフィード）

《H　LF動作》

＊ LF
 CR＋ LF

LFコード（改行、0x0A）を受信した場合
の動作を設定します。

 ←改行（LF）動作
 ←復帰（CR）・改行（LF）動作

右マージン 《H　右マージン》
＊用紙幅

136桁

右マージンを設定します。
 ←指定した用紙の印字可能領域の右端に
設定

 ←用紙サイズに関係なく､ 136桁（13.6
インチ）に設定

「136桁」に設定した場合､ 用紙幅が 13.6イ
ンチ以下のときは、用紙幅を超えた部分のデー
タは印刷されません。

キャラクタモード 《H　キャラクタモード》
＊ 8ビット
 7ビット

7ビットコード／ 8ビットコードを設定
します。

各国文字 《H　各国文字》
＊日本
アメリカ
イギリス
ドイツ
スウェーデン

英数カナ文字コード表の 0x20～ 0x7F内
のコードを､ 指定の国に対応したデザイ
ンに変更します｡

｢日本｣ 以外の国を設定する場合は､ ｢キャラク
タモード｣ を ｢7ビット｣ に設定してください｡

ゼロ字形 《H　ゼロ字形》
＊０
０

ゼロの字形を設定します｡
 ←ゼロを ｢０｣ で表わす
 ←ゼロを ｢０｣（ゼロスラッシュ）で表わす

漢字書体 《H　漢字書体》
＊明朝体
ゴシック体

漢字の書体（明朝／ゴシック）を設定し
ます｡
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メニュー項目 表示メッセージ 内容 説明／備考

エミュレーション設定

201H設定 イメージ補正 《H　イメージ補正》

＊ 1
 2

プリンター解像度が異なることによるイ
メージデータの補正方法を設定します｡

 ←標準の補正方法に設定
 ←罫線が正しく接続していない時などに
設定

解像度が補正されるため､ 補正方法を変更して
も、イメージデータによっては若干くずれて印
刷される場合があります。

自動排紙 《H　自動排紙》

＊ OFF
 30秒

 15秒

5秒

未印字データが残っている場合に､ 自動
的に排紙するかどうかを設定します。

 ←自動排紙しない
 ←30秒間データを受信しない場合に自動
排紙する
 ←15秒間データを受信しない場合に自動
排紙する
 ←5秒間データを受信しない場合に自動排
紙する

カラー指定 《H　カラー指定》
無効
＊有効

エミュレートモード（201H）中のカラー
切り替えコマンド（ESC C）の有効／無
効を設定します｡

コード入れ替え 《H　コード入れ替え》
＊しない
する

漢字コード表の文字並びを設定します。
 ←JIS90の並び
 ←JIS78の並び

• JIS90、JIS78どちらの場合も、漢字文字の
字形は JIS90字形です。

• 「する」（JIS78並び）に設定しても、JIS78
の旧 JIS文字字形にはなりません。

スペース動作 《H　スペース動作》
＊しない
する

スペースコード（0x20）を文字として扱
うかどうかを設定します。
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メニュー項目 設定概要

［機能設定メニュー］
テスト印刷・レポート
プリンター管理・調整
インターフェース設定
給紙・用紙設定
印刷設定
機器設定
エミュレーション設定

各種情報を表示・印刷します。
調整・管理に関する項目を設定します。
インターフェースに関する項目を設定します。
給紙口や用紙に関する項目を設定します。
印刷条件に関する項目を設定します。
機器に関する項目を設定します。
エミュレーション機能を設定します。

［テスト印刷・レポート］
機器情報印刷
機器情報表示
印刷枚数表示

機器情報を印刷します（ステータスシート印刷、カウンター印刷、ネットワーク印刷など）。
機器情報を表示します（ネットワーク設定情報、本体機器情報）。
印刷枚数を表示します（カラー印刷枚数、モノクロ印刷枚数、メンテナンスモデルの場合はカラー換算枚数などの換
算情報）。

［プリンター管理・調整］
印刷位置調整
キャリブレーション
自動補正値初期化
定着速度補正
ぶれ補正（普通紙）
ぶれ補正（両面上質紙）
ぶれ補正（厚紙）
ぶれ補正（ごく厚紙）
ぶれ補正（薬袋・薬情）※1

長尺紙後端部補正
チャート印刷

レジスト補正
濃度補正
印刷濃度
消耗品予告
トナー交換時期検知
警告エラー解除
予告エラー解除
期初日

給紙口、表面／裏面ごとに、印字位置を調整します。
自動補正を強制実行します（レジスト補正、濃度補正）。
自動補正値を初期化します（レジスト補正）。
定着器の速度を補正します。
定着ユニットの用紙搬送速度の補正値を設定します。定着ユニットや転写ベルトユニットを交換した場合に、画像
後端ぶれや、長尺紙での印字擦れなどが発生したときは、本機能で調整できます。

自動的にレジスト補正をするかどうかを設定します。
自動的に濃度補正をするかどうかを設定します。
ブラック（K）、シアン（C）、マゼンタ（M）、イエロー（Y）の濃度を微調整できます。
消耗品・定期交換部品の予告エラー時の動作を設定します。
トナー交換検知後のトナー補給確認動作をするかどうかを設定します。
警告エラーを自動解除するかどうかを設定します。
予告エラーを自動解除するかどうかを設定します。
ログ収集で必要な期初日を設定します。

※ 1 Yモデルのみ表示します。

付録 2．メニュー階層と設定の概要一覧
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メニュー項目 設定概要

［機能設定メニュー］
［プリンター管理・調整］
特定ユーザー設定
特定ユーザー解除
初期化
保守設定

複数のコンピューターで同一（共通）のユーザー名を利用している場合に設定します。
特定ユーザーの設定を解除します。
設定内容などを初期状態（工場出荷デフォルト値）に戻します。
サービス作業用メニューです。

［インターフェース設定］
プロトコル
通信速度
IPv4
IPv6
自動検出機能
ポート切換え時間
機器状態応答（USB）
受信データチェック
ジョブまとめ印刷
ジョブまとめ時間
ジョブまとめ整列時間

プロトコル（IPv4、IPv6）を設定します。
ネットワーク通信速度を設定します（自動､ 100M全二重､ 100M半二重､ 10M全二重､ 10M半二重）。
IPv4を使用する場合に、ネットワーク通信方法、IPアドレス、ゲートウェイ、サブネットマスクなどを設定します。
IPv6を使用する場合に、DHCPv6、RAアドレス、マニュアルアドレスを設定します。
プリンター検索機能を設定します。
USBインターフェースの自動切替え時間を設定します。
USB接続時の機器状態応答を設定します（USB接続時のみ有効）。
受信データチェックをするかどうかを設定します。
ジョブまとめ印刷機能を使用するかどうかを設定します。
ジョブまとめ印刷時の同一指定ジョブの受信タイムアウト時間を設定します。
ジョブまとめ印刷時の最初の条件に該当するジョブ受信依頼のタイムアウト時間を設定します。
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メニュー項目 設定概要

［給紙・用紙設定］
手差しトレイ
カセット 1
カセット 2
カセット 3
カセット 4
カセット 5
デフォルト給紙口選択
優先自動用紙サイズ
自動給紙優先給紙口
普通紙

片面／両面（裏）
両面（表）

厚紙
片面／両面（裏）
両面（表）

カール低減※1

給紙口にごとに、次の項目を設定します。
・用紙サイズ（ユーザー定義用紙を含む） ・紙種
・自動給紙対象（自動給紙の対象にするかどうか） ・両面印刷対象（両面印刷時に自動給紙の対象にするかどうか）
・給紙口グループ ・通紙動作

デフォルトの給紙口を設定します。
優先する用紙サイズを設定します。
給紙位置設定を「自動」で印刷する際の優先給紙口を設定します。

紙種が普通紙（64～ 69g/m2）の場合の、転写電圧を調整します。

紙種が厚紙（95～ 128g/m2）の場合の、転写電圧を調整します。

紙種が普通紙（64～ 69g/m2）、カラー上質紙（70～ 80g/m2）の場合、用紙がカールするのを低減します。
※ 1 Yモデルは表示しません。
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メニュー項目 設定概要

［機能設定メニュー］
［印刷設定］
両面印刷

印刷形態
自動片面

カラー印刷
エコノミー

トナーセーブ
エコノミー印刷
エコノミー枚数

縮小印刷
用紙方向
リバース印字
印刷部数
コピーガード
ID印刷
エコレベル印刷
付加情報印刷

印刷位置
印刷濃度

割り込み印刷
認証ジョブ保存期間
白紙節約
M／ Mカラー指定
オフセット回避モード※1

定着性優先※1

両面印刷に関する設定をします。
両面印刷をするかどうかの設定と、両面印刷時の綴じ位置を設定します。
最終ページの裏面に印字データがない場合に、自動的に片面印刷にするかどうかを設定します。

カラー印刷をするかどうかを設定します。
エコノミー印刷に関する設定をします。

トナー消費量を減らした印刷をする場合に設定します。
画像がモノクロの場合に、自動的にモノクロモードで印字する機能を設定します。
エコノミー印刷時、カラーモードからモノクロモードに切り替えるまでのモノクロ画像の枚数を設定します。

縮小印刷を設定します。
印刷時の印刷方向（ランドスケープ／ポートレート）を設定します。
180度回転させて印刷する場合に設定します。
印刷部数を設定します。
コピーガード印刷を設定します。
用紙四隅に ID情報を付加して印刷するかどうかを設定します。
エコレベルを示すマークを印刷するかどうかを設定します。
ID印刷／エコレベル印刷に関する設定をします。

ID印刷／エコレベル印刷の印字位置（印刷領域外／印刷領域内）を設定します。
ID印刷／エコレベル印刷の印刷濃度を設定します。

割込印刷をするかどうかを設定します。（オプションの「拡張 SSD」取り付け時のみ有効です。）
認証印刷時、SSD（ドライブ）に保存される認証ジョブの保存期間を設定します。
白紙ページを印刷するかどうかを設定します。
モノクロモード時のカラーデータのグレースケール変換方法を指定します。
小サイズの薬袋を連続して印刷したあと続けて普通紙を印刷した場合、高温による画像不良が発生するのを防ぎます。
薬袋を印刷する場合に、定着性を優先した印刷をするかどうかを設定します。

※ 1 Yモデルのみ表示します。
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メニュー項目 設定概要

［機能設定メニュー］
［機器設定］
ブザー音量
ボタン操作音
印刷完了ブザー

ブザー音量
ブザー鳴動時間
停止時間帯

LCD濃度
節電

形態
レベル
移行時間
自動電源 OFF
強制電源 OFF

立ち上げモード
日付と時刻
SSD
ヘキサダンプ

ブザー音量を 5段階で設定します。
ボタンを押したときに操作音を鳴らすかどうかを設定します。
印刷完了時にブザー通知をするかどうかを設定します。
ブザー音量を設定します。
ブザーが鳴る時間を設定します。
印刷完了ブザーで通知しない時間帯を設定します。
LCDの濃度を調整します（21段階）。
節電に関する設定をします。

節電スケジュール機能の有効／無効を設定します。
節電の度合い（レベル 1:通常レベル、レベル 2:最大レベル）を設定します。
節電状態に入るまでの時間を設定します（「節電スケジュール機能」が「無効」の場合に有効）。
利用（監視）しているコンピューターがない場合、自動的に電源 OFFするかどうかを設定します。
強制的に電源 OFFする時刻を設定します。

プリンターの立ち上げモードを設定します。
日付と時計を設定します。
SSDをフォーマットします（オプションの「拡張 SSD」取り付け時のみ表示）。
印刷データを 16進コードで印刷します。プリンターの電源 OFFで設定が解除されます。

［エミュレーション設定］
PS
エミュレーション
エミュレーション選択※1

エミュレーション詳細

オプションの拡張 PSを使用するかどうかを設定します。
エミュレーションを設定します。
エミュレーションを選択します。
エミュレーションの詳細を表示します。

※ 1 「エミュレーション選択」は「エミュレーション」を「使用する」に選択した場合に表示されます。
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本プリンターでは、標準で LAN、USBのインターフェースを装備しています。

インターフェースの自動切り替え

2つのインターフェースからのデータ受信を自動的に制御し、先に受信したインターフェースからのデータが印刷されます。
先に USBインターフェースからデータ受信した場合は、印刷が完全に終了した後、設定されたポート切換え時間（タイムアウト時間）を経過すると、
ほかのインターフェースからデータ受信を行います。
ポート切換え時間（タイムアウト時間）は、操作パネルの設定メニューでは「インターフェース設定」→「ポート切換え時間」で設定できます。

例）ポート切換え時間（タイムアウト時間）を、30秒に設定した場合

USBインターフェース側からデータ受信した場合「印刷完了」後、ポート切換
え時間（タイムアウト時間）経過後に両方のインターフェースが「受信待ち」
になります。

LANインターフェース側からデータ受信した場合「データ受信完了」後、両方
のインターフェースが「受信待ち」になります。

LANUSB

印刷中 印刷不可

LANUSB

30秒後
印刷完了から

印刷可 印刷可

LANUSB

データ受信

LANUSB

印刷中印刷不可 印刷可 印刷可

完了後

付録 3．複数のインターフェース使用時の運用について
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CASIO SPEEDIA Web Monitorとは

CASIO SPEEDIA Web Monitorの特長

CASIO SPEEDIA Web Monitorは、お手持ちのWebブラウザーを使用して、プリンターを管理するための機能です。この操作を「Web設定」と
呼びます。
Webブラウザー上に表示された CASIO SPEEDIA Web Monitor

60-0201

CASIO SPEEDIA Web Monitorからは、次の操作ができます。
• 各種プリンター設定の参照や変更
• プリンターの状態、表示パネル／ランプの確認
• 節電機能の ON/OFF
• スキップ可能なプリンターのエラーをスキップ
• 表示中のプリンターの位置確認（ブザーが鳴る、LEDが点滅する）

• CASIO SPEEDIA Web Monitorは、「JavaScript」を使用しています。お使いのWebブラウザーを、JavaScriptを有効に設定してお使いください。

• Webブラウザーの「ポップアップブロック」が無効の状態（ポップアップが可能な状態）でご使用ください。
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Topページ（プリンター状態表示ページ）は、URLを入力してプリンターへ接続して最初に表示されるWebページです。「プリンター設定参照・変更」
ボタンをクリックすると、プリンター設定参照ページに移行します。

設定変更ページ
（設定変更手順概略）

プリンター設定参照ページ

設定変更ページ 79ページツリーを操作する

「保存して終了」ボタンをクリック

変更内容がプリンターへ
保存される

「節電スケジュールを表示する」 71ページ

「ネットワーク情報を表示する」 70ページ
「カウンター情報を表示する」 70ページ

Topページ（プリンター状態表示ページ）

位置確認ボタン 70ページ

エコログWebアナライザーのログイン画面へ

ネット deサポートの紹介画面へ

「終了」ボタンまたは「設定変更
ログアウト」ボタンをクリック

ユーザー IDとパスワードを入力

「プリンター設定参照・
変更」ボタンをクリック

「設定変更ログイン」
ボタンをクリック

設定変更ページ

• プリンターの動作状態表示は自動更新されません。必要に応じて「表示更新」ボタンをクリックしてください。
• ブラウザーの「更新」／「再読込」／「最新の情報へ更新」を操作すると、正しく動作しない場合があります。

CASIO SPEEDIA Web Monitorの画面遷移
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操作概要

ここでは、CASIO SPEEDIA Web Monitorをお使いいただくときの、操作手順の概要を説明します。

CASIO SPEEDIA Web Monitorを起動する

Webブラウザーを起動して、アドレス欄へ URL（プリンターの IP
アドレス）を入力します。

 CASIO SPEEDIA Web Monitorを起動する（68ページ）
プリンターに接続され、Topページ（プリンター状態表示ページ）
が表示されます。
• 表示内容を最新の状態に更新する場合は、「表示更新」ボタンを
クリックします。

設定内容を確認したり、設定を変更する場合は、「プリンター設定
参照・変更」ボタンをクリックします。
• プリンター設定参照ページが表示されます。

 プリンター設定参照ページ（76ページ）

プリンターの設定内容を確認する

設定内容を確認する場合は、「設定参照メニュー」ツリーを展開し、
希望する設定項目をクリックします。
• 選択した設定項目の設定内容が表示されます。

プリンターの設定内容を変更する

設定を変更する場合は、「設定変更ログイン」ボタンをクリックし
ます。
• 設定変更ページが表示されます。最初に表示される「設定変更
手順概略」をお読みください。

 設定変更ページ（79ページ）
• 初回にだけ「ユーザー名」、「パスワード」を入力するダイアロ
グボックスが表示されます。設定権限者として登録したユーザー
名とパスワードを入力してください。

 設定変更の操作の開始（78ページ）

設定を変更します。
• 「設定変更メニュー」ツリーを操作して、希望する設定項目を選
択すると、選択した設定項目の変更ページが表示されます。 
「前へ」ボタン、「次へ」ボタン、「詳細設定へ」ボタンをクリッ
クして、設定変更ページを移動し、各ページで設定を変更する
こともできます。

• Webブラウザーの「×」ボタンをクリックして設定変更ページ
を閉じないでください。この操作では、変更内容がプリンター
へ反映されません。
設定項目の変更方法については、下記を参照してください。

 設定変更ページ（79ページ）

（次ページへ続く）

CASIO SPEEDIA Web Monitorの操作
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プリンターの設定を終了する

設定の変更が終了したら、「設定変更ログアウト」ボタンまたは「終
了」ボタンをクリックします。
• 変更の終了操作が開始されます。変更が終了すると、「設定変更
終了確認」画面が表示されます。

 プリンターの設定変更を終了する（81ページ）

「保存して終了」ボタンをクリックします。
• 設定の変更操作が終了します。
• 「設定を変更した場合は、次回電源 ON時に設定が有効となり
ます。」と注記されている項目を変更した場合は、次回の電源
ONまたはプリンターの再起動後から変更内容が有効となります。

 プリンターの設定変更を終了する（81ページ）
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CASIO SPEEDIA Web Monitorは、次の手順で起動します。
• 設定内容の変更中はWebブラウザーの「閉じる」操作や「右クリックメニュー」の操作をしないでください。

接続方法

1. Webブラウザーを起動し、アドレス欄へ URL（本プリンターの IPアドレス）を
入力します。
Topページ（プリンター状態表示ページ）が表示されます。

 Topページ（プリンター状態表示ページ）（69ページ）

• 本プリンターがWINSで運用するネットワーク環境で使用可能な場合は、次のように
URLを入力します。
「http://xxxxxxxx」
（xxxxxxxxは、本プリンターのマシン名：ネットワーク設定変数 machine_nameの設定
文字列）

• 本プリンターをWINSで運用するネットワーク環境で使用する場合は、下記を参照して
ください。

 WINSを使用する場合の設定（161ページ）

60-0205

60-0239

CASIO SPEEDIA Web Monitorを起動する
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主なページの画面構成

Topページ（プリンター状態表示ページ）

CASIO SPEEDIA Web Monitorを起動すると、最初に表示されるページです。プリンターの詳細な状態が表示されています。

12.

1.

2.

4.
5. 14.

15.

3.

6.

7.

16.

60-0206

8.

13.

9.

10.

11.

• プリンターの動作状態は自動更新されません。必要に応じて「表示更新」ボタンをクリックしてください。
• Webブラウザーの「更新」／「再読込」／「最新の情報へ更新」を操作すると、正しく動作しない場合があります。
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1. （弊社のロゴ）
クリックすると、カシオ計算機（株）のホームページ（http://casio.jp/）に接続します。

2. 「ネットワーク情報を表示する」
クリックすると、別ウィンドウにネットワーク情報が表示されます。

ネットワーク情報

60-0240

3. 「カウンター情報を表示する」
クリックすると、別ウィンドウに印刷枚数情報が表示されます。

4. 「プリンター設定参照・変更」ボタン
クリックすると、別ウィンドウにプリンター設定参照ページが表示されます。

5. 「現在、モノクロ専用モードで動作中です。」
モノクロ専用モードで動作中の場合に表示されます。

6. 「位置確認」ボタン
クリックすると、CASIO SPEEDIA Web Monitorに表示中のプリンターのブザーが鳴り、LEDが点滅して位置を確認できます。
プリンターが印刷中、未印字データが残っている状態、エラー中の場合は動作しません。
CASIO SPEEDIA Web Monitor（Web設定）で「機器設定」→「位置確認機能」を「表示しない」にすると、「位置確認」ボタンは表示されません。
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7. 「節電スケジュールを表示する」
クリックすると、画面の下段に「節電スケジュール　今日のタイムテーブル」が表示されます。

60-0207

タイムテーブルの色は、以下を表しています。
手動で節電スケジュールを設定した時間帯

：「節電機能」が「ON（有効）」に設定されています。
：「節電機能」が「OFF（無効）」に設定されています。

自動で節電スケジュールが設定された時間帯

： 使用頻度が低いため、「節電機能」が「ON（有効）」に設定さ
れています。
： 使用頻度が高いため、「節電機能」が「OFF（無効）」に設定さ
れています。

• プリンター導入後 1ヶ月間は、節電スケジュールを設定するため使用
状況を収集して集計する情報収集期間です。自動スケジュール時間帯
は「節電」が「ON（有効）」の設定で動作します。

スケジュール機能が無効の場合

：「スケジュール機能無効（節電移行時間に従います。）」に設定
されています。

• 節電スケジュール機能の設定例
 節電スケジュール機能（95ページ）

• 切り忘れ防止機能（自動電源 OFF／強制電源 OFF）の詳細
 切り忘れ防止機能（96ページ）
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8. 給紙口の状態

次表の内容が表示されます。
給紙口

状態表示 用紙サイズ表示 用紙残量の目安表示
給紙口 表示

手差しトレイ 手差し ：紙あり
：紙なし

あり
（設定されている
用紙サイズ）

なし

カセット カセット 1
カセット
2～ 5※ 1

：紙あり
： 紙なし、カセッ
トなし、用紙セッ
ト枚数オーバー、
ターンガイドオー
プン

あり
（操作パネルの設
定メニューやWeb
設定で設定された
用紙サイズ、また
は、ユーザー定義
の用紙名）

あり

※ 1カセット 2～ 5は、オプションの増設カセットが装着されている場合に表示され
ます。

9. オプション情報

以下の機器が接続されていると表示されます。
• 拡張 SSD
• ICカードリーダー

10. ソフトダウンロード

クリックすると、カシオページプリンターのダウンロードサイト（http://
casio.jp/ppr/speedia/download/）に接続します。プリンタードライバー
などの最新版ソフトウェアをダウンロードできます。

11. （プリンターのロゴ）

クリックすると、カシオページプリンターウェブサイト（http://casio.
jp/ppr/）に接続します。カシオページプリンターに関する最新情報が
掲載されていますので、ご参照ください。

12. プリンターの基本情報

プリンターの基本情報が表示されます。
項目 内容

機種名 本プリンターの製品名です。※ 1

RIPバージョン 本プリンターのプリンター制御ソフトウェア（BIOS：RIPコントロー
ラー（I/F-Cont））のバージョンです。※ 1

ENGバージョン 本プリンターのプリンター制御ソフトウェア（BIOS：エンジン・コン
トローラー（Eng-Cont））のバージョンです。※ 1

HWバージョン 本プリンターのハードウェアのバージョンです。※ 1

マシン名 「インターフェース設定」→「詳細設定」→「管理情報設定」→「マシン名」
の設定内容です。
• WINSの NetBIOS名、SNMPの sysNameに使用します。

シリアル NO. 本プリンターのシリアル No.です。

連絡先 「インターフェース設定」→「詳細設定」→「管理情報設定」→「連絡先」
の設定内容です。
• 本プリンターの管理者の連絡先などを設定します。

設置場所 「インターフェース設定」→「詳細設定」→「管理情報設定」→「設置場所」
の設定内容です。
• 本プリンターの設置場所などを設定してください。
• プリンタードライバーのセットアップウィザードを使用してプリン
ターを追加した場合は、プリンタードライバーのプロパティ画面の「場
所」に本欄と同じ内容が表示されます。

コメント 「インターフェース設定」→「詳細設定」→「管理情報設定」→「コメント」
の設定内容です。
• その他、本プリンターに関する情報などを設定します。
• プリンタードライバーのセットアップウィザードを使用してプリン
ターを追加した場合は、プリンタープロパティの「コメント」に本欄
と同じ内容が表示されます。

※ 1お問い合わせ窓口にご相談いただく際に、これらの情報もあわせてお知らせくだ
さい。なお、ステータスシート印刷にも同じ情報が印刷されています。

http://casio.jp/ppr/
http://casio.jp/ppr/
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13. プリンターの操作パネルの表示状態

プリンターの操作パネルの表示状態です。
項目 内容

パネル表示 プリンターの表示パネルに表示されているメッセージの一部が表示されます。

パネルランプ 印刷可 データ アラーム 節電

点灯

点滅 ⇔ ⇔ ⇔ ⇔

消灯

• 節電動作中の節電ランプは、操作パネル上は「消灯が長めの点滅」
ですが、CASIO SPEEDIA Web Monitorの表示では「点灯」となっ
ています。

• SSDアクセス中のデータランプは、操作パネル上は「消灯が長め
の点滅」ですが、CASIO SPEEDIA Web Monitorの表示では「消灯」
となっています。

14. 各種ボタン
• 「節電」ボタン：
節電モードの ON/OFFを切り替えます。ただし、印刷中は節電モー
ドは ONになりません。

• 「エラースキップ」ボタン：
取り消し可能なエラーが発生している場合に、エラー状態をスキッ
プできます。

• 「電源 OFF」ボタン：
プリンターの電源を OFFにします。ただし、印刷中やエラー状態
の場合は、すぐに電源 OFFにならず、印刷の終了やエラーの解除
後に OFFになります。

• 「ジョブ取消」ボタン：
印刷中に「ジョブ取消」ボタンをクリックすると、印刷ジョブをキャ
ンセルできます。

• 「機器情報印刷」ボタン：
「機器情報印刷」ボタンをクリックすると、画面に機器情報印刷メ
ニューが表示されます。印刷したい機器情報のボタンをクリック
すると印刷が開始されます。

60-0242

「パネル画面に戻る」をクリックすると、機器情報印刷メニューを
閉じます。
「簡易説明」をクリックすると、別ウィンドウに「プリンターパネ
ルWeb操作簡易ヘルプ」が表示されます。

60-0208
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次の場合は、機器情報を印刷できません。
-操作パネルで操作中
-印刷中
-プリンターに未印字データが残っている
-エラーが発生している
ボタン名 印刷内容 備考

ステータスシート印刷 プリンターの「ステータス
シート」が印刷されます。

• 「給紙・用紙設定」→「デフォルト給
紙口選択」で設定されている給紙口
から給紙されます。

• 初期値は「自動：A4」ですが、A4以
外の用紙でもセットされた用紙に A4
のレイアウトのまま印刷されます。

ステータスシート 2
印刷

プリンターの「ステータス
シート 2」が印刷されます。
エミュレーション設定の詳
細やWebで設定する権限な
どの項目が印刷されます。

ネットワーク設定印刷 プリンターの「ネットワー
ク設定」が印刷されます。

ステータスシート
（両面）印刷

プリンターの「ステータス
シート」と「ステータスシー
ト 2」が 1枚の用紙の両面
に印刷されます。

A4用紙（横送り）以外には印刷できま
せん。

カウンター情報印刷 プリンターの「カウンター
情報」が印刷されます。

• 機器情報印刷は、A4サイズにレイアウトされています。印刷を行う給紙口にあらかじめ
A4用紙（横送り）をセットしてください。

• 「印刷設定」→「印刷部数」で設定されている部数分が印刷されます。
• 上記ボタン名の並び順は実際の表示とは異なります。

• ボタン：
動作状態の表示が更新されます。プリンターの動作状態は自動更
新されません。必要に応じて「表示更新」ボタンをクリックして
ください。

15. 消耗品寿命

トナーカートリッジ／ドラムユニット／廃トナーボックスの状態と
交換時期の目安が表示されます。

トナーカートリッジ ドラムユニット

状態表示 残量の目安表示 状態表示 交換の目安表示

：通常
：交換予告
：交換、異常、 

 未装着、不正

残り （少） （多）

ブラック
シアン
マゼンタ
イエロー

：通常
：交換予告
：交換、異常、 

 未装着、不正

交換時期（近） （遠）

ブラック
シアン
マゼンタ
イエロー

廃トナーボックス

状態表示

：通常
：異常発生、未装着、満杯に到達

16. 定期交換品寿命

定期的な交換が必要な部品の状態と交換時期の目安が表示されます。
メンテナンス部位の名前 状態表示 メンテナンス時期の目安表示

定着ユニット ：通常
：交換予告
：異常発生、未装着、
交換時期に到達

時期（近） 時期（遠）

転写ベルトユニット ：通常
：交換予告
：異常発生、未装着、
交換時期に到達

時期（近） 時期（遠）
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プリンターの設定内容を確認するには、「プリンター設定参照ページ」を表示します。

1. 「プリンター設定参照・変更」ボタンをクリックします。

プリンター設定参照ページが表示されます。

60-0201

60-0202

プリンターの設定内容を確認する
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プリンター設定参照ページ

現在のプリンターの設定内容を確認できるページです。

• 最初に、「ドライバー連動機能」の項目が表示されます。
• JavaScriptで、設定参照メニューツリーと設定内容の表示が設定さ
れます。処理に若干の時間がかかりますので、表示されるまでしば
らくお待ちください。

• 設定を変更する場合は、「設定変更ログイン」ボタンをクリックし
ます。

60-0209

1.

2.

3.
4.

6.

5.

左側フレームの設定参照メニュー項目をクリックすると、右側フレー
ムへ設定内容が表示されます。

60-0210

上の画面は、「プリンター管理・調整設定」をクリックした表示例です。
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1. 「閉じる」ボタン

クリックすると、「プリンター設定参照ページ」が閉じます。

2. 「設定参照メニュー」ツリー

現在のプリンターの各種設定を表示するためのメニューです。
• 「 」をクリックすると、メニューツリーが展開します。

をクリック

をクリック

• 設定グループ名または設定項目名へカーソル「 」を重ねるとリ
ンクを表す形状（ ）に変わります。この状態でクリックすると、
右側フレームへ設定内容が表示されます。

• 「 」をクリックすると、メニューツリーが折りたたまれます。

3. 「設定変更ログイン」ボタン

クリックすると、ログイン画面が表示されます。ユーザー名とパスワー
ドを入力すると、設定変更ページ（設定変更手順概略）が表示されます。

 設定変更の操作の開始（78ページ）

4. 「ネット deサポートについて」ボタン

「ネット deサポート」の設定操作が開始されます。

「ネット deサポート」のご紹介
「ネット deサポート」はお客様の手間を軽減する保守補完サービ
スです。ご利用に際しましては、別途ご契約が必要となります。
「ネット deサポート」の特長

• プリンターの状態をインターネット経由で収集し、蓄積された
稼働履歴に基づく自動診断を実現しました。

• これにより、サービスマンが保守業務を行う際、より迅速で的
確な対応が可能になります。

• 詳しくは当社営業へお問い合わせいただくか、カシオページプ
リンターウェブサイトの「ネット deサポート」のご紹介ペー
ジをご覧ください。

「ネット deサポート」のご紹介ページへのアクセス方法
カシオウェブサイトの「ネット deサポート」のご紹介ページ（http://
casio.jp/support/ppr/netsupport/）」でよりわかりやすい情報をご覧
いただけます。

5. 「エコログWebアナライザー」ボタン

「エコログWebアナライザー」のログイン画面が表示されます。
 ユーザーズガイド　エコロジー編

6. 設定内容

選択した項目の設定内容が表示されます。設定項目名と設定内容の間
に「＊」が表示されている項目の変更は、次回の電源 ONまたはプリ
ンターの再起動後から有効となります。
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プリンターの設定内容を変更するには、「設定変更ページ」を表示します。

設定変更の操作の開始

設定変更の操作を開始する場合は、次の手順で操作します。

1. プリンター設定参照ページで、「設定変更ログイン」ボタンをクリックします。
ブラウザー起動後の初回のみ、ユーザー名とパスワード入力のダイアログボックスが表
示されます。

2. ユーザー名とパスワード入力のダイアログボックスが表示された場合は、設定権
限者としてプリンターに登録したユーザー名と、パスワードを入力し、「OK」ボ
タンをクリックします。
• 入力したユーザー名とパスワードは、Webブラウザーに記憶され、Webブラウザーの
ウィンドウが 1つでも開いている間は、再度「ユーザー名」と「パスワード」を入力す
るダイアログボックスが表示されることはありません。

• 初期状態（工場出荷デフォルト値）の管理者ユーザー名は「guest」です。
• 初期状態のユーザー名「guest」を指定すると、パスワード入力なしでログインが完了
します。

• セキュリティのため、設定権限者の登録、および「guestユーザーによる設定変更の禁止」
設定をすることをお勧めします。

 設定権限設定（103ページ）

60-0202

60-0212

プリンターの設定を変更する
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設定変更ページ

設定変更ログインすると表示されるWebページです。ここからプリンターの各種設定を変更できます。

60-0213

2.

1. 1.

3.

1.

1. 「設定変更ログアウト」ボタン・「終了」ボタン

「設定変更ログアウト」ボタン、または「終了」ボタンをクリックする
と「設定変更終了確認」画面が表示され、設定変更終了操作が開始さ
れます。

 プリンターの設定変更を終了する（81ページ）

2. 「設定変更メニュー」ツリー

CASIO SPEEDIA Web Monitorで設定できる項目を表示します。
ツリーから設定する項目を選択することで、設定変更画面の表示内容
が変わります。
• 設定変更ページでは、何も操作をしない状態で一定の時間が経過す
ると、設定変更のタイムアウトとなり、それまでの送信内容がすべ
て破棄され、ログアウト状態になります。

各ページの上部に、タイムアウト残り時間の目安が表示されています
ので、参考にしてください。

3. 設定内容画面

設定変更ページを移動する場合は、「前へ」ボタン、「次へ」ボタン、「詳
細設定へ」ボタンをクリックします。

60-0215
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タイムアウト時間（アイドル時間）＝ 5分間の例

→ → →

→ →

• 設定内容の変更をすると、タイムアウト残り時間が自動延長されます。
設定変更の操作なし　　　　→　　設定変更操作　　→　時間延長受付　　　　　　　　　　　　　→　時間延長済

　 　　　　　→　　　　　 　　　　→　

• 「時間延長」ボタンをクリックすると、タイムアウト時間の計測がリセットされ、延長されます。

　 　　→　　「時間延長」ボタンをクリック　→　

• タイムアウトが発生した場合、Webブラウザー上には何も表示されませんが、タイムアウト発生後に送信したときにエラーが表示されます。

　 　→　　　　　　　　　　　　　→　

• タイムアウト時間は「インターフェース設定」→「詳細設定」→「TCP/IP設定」→「動作設定」→「アイドル時間」で変更できます。初期状態では「5
分」に設定されています。

• タイムアウトが発生した場合は、設定変更操作をはじめからやり直してください。

60-0214

タイムアウト状態で「時間
延長」ボタンをクリック

タイムアウト状態で「設定変更メニュー」ボタン、「前へ」ボタン、
「次へ」ボタン、「終了」ボタン、「設定変更ログアウト」ボタ
ンをクリックすると

※タイムアウト残り時間目安表示部分へエラー
が表示されます。
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設定変更ページで「設定変更ログアウト」ボタン、または「終了」ボタンをクリックすると、設定変更を終了するページが表示されます。 
設定を変更した後は、必ず次ページに記載の設定変更の終了の操作をしてください。

1. 設定変更が終了したら、「設定変更ログアウト」ボタンまたは「終了」ボタンをクリッ
クします。

2. 「設定変更終了確認」画面が表示されます。
• 変更内容をプリンターへ保存する ： 「保存して終了」ボタンをクリックします。
• 変更内容を保存しないで設定変更を終了する ： 「破棄して終了」ボタンをクリックします。
• 変更内容を継続する：「設定変更へ戻る」ボタンをクリックします。
• 変更内容に変更がない場合は、「設定変更終了確認」画面は表示されずにログアウトし
ます。

60-0213

60-0216

プリンターの設定変更を終了する
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3. 「保存して終了」ボタンをクリックします。
• 変更内容を反映しない場合は、「破棄して終了」ボタンまたは「設定変更へ戻る」ボタ
ンをクリックします。
画面内のパネル表示状態が以下の場合は変更内容を保存できません。「表示更新」ボタン
をクリックして、パネル表示を最新に更新し、状態を確認後「保存して終了」ボタンを
クリックします。

• 「印刷可」表示が の場合
• 「データ」表示が の場合
• 「アラーム」表示が の場合

60-0217

• 設定を変更した項目によっては、左の画面が表示されま
す。「OK」ボタンをクリックすると、プリンターが再起
動されます。

• 「キャンセル」ボタンをクリックした場合は、プリンター
を再起動するまで変更した内容は反映されません。

60-0216
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エラーのダイアログボックスが表示された場合は、次のように操作してください。

「プリンターのパネルが操作中です。」 プリンター操作パネルからの操作中です。

60-0241

 →プリンター操作パネルのメニューボタンを押して印刷可状態にしてください。Webブラウ
ザーからは印刷可状態にできません。

「プリンターにエラーが発生しています。」 プリンターにエラーが発生しています。

60-0218

 →プリンターのエラー状態に応じた解除処理をしてください。一部の予告エラー／警告エラー
は、Topページ（プリンター状態表示ページ）の「エラースキップ」ボタンから解除できます。

「プリンター内に未処理データが残っています。」プリンターに未印字データが残っています。

60-0219

 →未印字データを処理してください。印刷ジョブの印字排出、またはジョブを取り消してくださ
い。

「設定変更のタイムアウトとなりました。」 タイムアウトが発生しました。

60-0220

 →これまでの変更内容はすべて破棄されました。設定変更操作をはじめからやり直してください。
 設定変更の操作の開始（78ページ）
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プリンターの設定項目には、「プリンター操作パネル設定専用項目」、「パネル設定／ CASIO SPEEDIA Web Monitor共通項目」、「CASIO SPEEDIA 
Web Monitor専用項目」の 3種類があります。
ここでは、「パネル設定／ CASIO SPEEDIA Web Monitor共通項目」と「CASIO SPEEDIA Web Monitor専用項目」を合わせて「CASIO SPEEDIA 
Web Monitor変更可能項目」と呼びます。
• 「CASIO SPEEDIA Web Monitor変更可能項目」の内の一部には、TELNETでも設定できる項目があります。
• 設定項目はモードに分類されています。設定を初期化※ 1する場合は、プリンターの操作パネルからモード別に初期化できます。

 –設定 1（メニュー）
 –設定 2（ネットワーク）
 –設定 3（権限）
 –エコログ
※ 1「初期化」とは、設定内容を初期状態（工場出荷デフォルト値）の設定に戻すことです。

• 一部の設定項目では、設定を変更した場合、次回電源 ON時または再起動後に変更内容がプリンターに反映され有効となります。

CASIO SPEEDIA Web Monitorの項目一覧
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インターフェース設定メニュー
設定項目分類の見かた：操作パネル設定可：P／ CASIO SPEEDIA Web Monitor可：W／初期化モード：1～ 3／変更内容は次回電源 ON時または再起動後に有効：＊

メニューグループ名／設定項目名 CASIO SPEEDIA Web 
Monitor変更ページ名称 参照先 設定項目分類

インターフェース設定
基本設定 インターネットプロトコル設定 インターフェース設定

ー基本設定
「メニュー項目一覧表」
インターフェース設定
メニュー

P W 2 ＊
通信速度（Link Mode） P W 2 ＊
IPv4ネットワーク設定 通信方法（IP Config） P W 2 ＊

IPアドレス（IP Address） P W 2 ＊
サブネットマスク（Netmask） P W 2 ＊
ゲートウェイ（Gateway） P W 2 ＊

IPv6ネットワーク設定 自動割り当てアドレス DHCPv6 P W 2 ＊
ステートレスアドレス（RA） P W 2 ＊

マニュアルアドレス設定（Address） W 2 ＊
ゲートウェイ（IPv6）（Gateway） W 2 ＊

ポート切り替え時間 P W 1
機器状態応答（USB） P W 1
受信データチェック P W 1 ＊
ジョブまとめ印刷 P W 1 ＊
ジョブまとめ時間 P W 1 ＊
ジョブまとめ整列時間 P W 1 ＊

詳細設定 管理情報設定
• この項目は、CASIO 

SPEEDIA Web Monitorで
のみ操作可。

マシン名 インターフェース設定
ー管理情報設定

W 2 ＊
連絡先 W 2 ＊
設置場所 W 2 ＊
コメント W 2 ＊



CASIO SPEEDIA Web Monitorの項目一覧

86

メニューグループ名／設定項目名 CASIO SPEEDIA Web 
Monitor変更ページ名称 参照先 設定項目分類

インターフェース設定－詳細設定
TCP/IP設定 DNS設定 DNSサーバーアドレス

（IPv4）設定
DNSサーバーアドレス 1 インターフェース設定

ー TCP/IP設定
「メニュー項目一覧表」
インターフェース設定
メニュー

P W 2 ＊
DNSサーバーアドレス 2 P W 2 ＊
DNSサーバーアドレス 3 P W 2 ＊
DNSプライマリサフィックス W 2 ＊

DNSサーバーアドレス
（IPv6）設定

DNSサーバーアドレス 1 W 2 ＊
DNSサーバーアドレス 2 W 2 ＊
DNSサーバーアドレス 3 W 2 ＊
DNSプライマリサフィックス W 2 ＊

WINS設定 WINSサーバーアドレス 1 P W 2 ＊
WINSサーバーアドレス 2 P W 2 ＊

NTP設定
• この項目は、CASIO 

SPEEDIA Web Monitorで
のみ操作可。

時刻同期機能 W 2 ＊

NTPサーバーアドレス
（IPv4）設定

NTPサーバーアドレス 1 W 2 ＊
NTPサーバーアドレス 2 W 2 ＊

NTPサーバーアドレス
（IPv6）設定

NTPサーバーアドレス 1 W 2 ＊
NTPサーバーアドレス 2 W 2 ＊

動作設定
• この項目は、CASIO 

SPEEDIA Web Monitorで
のみ操作可。

FTPパスワード W 2 ＊
Keep-Alive時間 W 2 ＊

アイドル時間 W 2 ＊

付加データ設定
• この項目は、CASIO 

SPEEDIA Web Monitorで
のみ操作可。

• 本項目は設定しても機能し
ません。

Throughポート設定 バナー印刷 インターフェース設定
ー TCP/IP設定
ー付加データ設定

W 2 ＊
ジョブ開始文字列 W 2 ＊
ジョブ終了文字列 W 2 ＊

Shift-JISポート設定 バナー印刷 W 2 ＊
Tabコード変換桁数 W 2 ＊
ジョブ開始文字列 W 2 ＊
ジョブ終了文字列 W 2 ＊

EUC-JISポート設定 バナー印刷 W 2 ＊
Tabコード変換桁数 W 2 ＊
ジョブ開始文字列 W 2 ＊
ジョブ終了文字列 W 2 ＊
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メニューグループ名／設定項目名 CASIO SPEEDIA Web 
Monitor変更ページ名称 参照先 設定項目分類

インターフェース設定－詳細設定
SNMP設定

• この項目は、CASIO 
SPEEDIA Web Monitor
でのみ操作可。

動作モード インターフェース設定
ー SNMP設定

W 2 ＊
コミュニティ名 W 2 ＊
Trapホストアドレス（IPv4） W 2 ＊
Trapホストアドレス（IPv6） W 2 ＊

自動検出機能 UPnP設定 UPnP インターフェース設定
ー自動検出機能

「メニュー項目一覧表」
インターフェース設定
メニュー

P W 2 ＊
Bonjour設定 Bonjour P W 2 ＊

Bonjour名
• この項目は、CASIO SPEEDIA Web Monitorでのみ操作可。 W 2 ＊
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プリンター管理・調整設定メニュー

設定項目分類の見かた：操作パネル設定可：P／ CASIO SPEEDIA Web Monitor可：W／初期化モード：1～ 3／変更内容は次回電源 ON時または再起動後に有効：＊

メニューグループ名／設定項目名 CASIO SPEEDIA Web 
Monitor変更ページ名称 参照先 設定項目分類

プリンター管理・調整設定
レジスト補正 プリンター管理・調整設定「メニュー項目一覧表」 P W 1
濃度補正 プリンター管理・調整メニュー P W 1
印刷濃度 ブラック（Black） P W 1

シアン（Cyan） P W 1
マゼンタ（Magenta） P W 1
イエロー（Yellow） P W 1

消耗品予告 P W 1
トナー交換時期検知 P W 1
警告エラー解除 P W 1
予告エラー解除 P W 1

期初日 P W 1 ＊

ソフトダウンロード先の設定
• この項目は、CASIO SPEEDIA Web Monitorでのみ操作可。 W 1

特定ユーザー設定

• この項目は、CASIO 
SPEEDIA Web Monitorでの
み操作可。

特定ユーザー（1） W 1
特定ユーザー（2） W 1
特定ユーザー（3） W 1
特定ユーザー（4） W 1
特定ユーザー（5） W 1
特定ユーザー（6） W 1
特定ユーザー（7） W 1
特定ユーザー（8） W 1
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給紙・用紙設定メニュー
設定項目分類の見かた：操作パネル設定可：P／ CASIO SPEEDIA Web Monitor可：W／初期化モード：1～ 3／変更内容は次回電源 ON時または再起動後に有効：＊

メニューグループ名／設定項目名 CASIO SPEEDIA Web 
Monitor変更ページ名称 参照先 設定項目分類

給紙・用紙設定
手差し設定 手差し用紙サイズ 給紙 「メニュー項目一覧表」 P W 1

手差し紙種 ー用紙設定 給紙・用紙設定メニュー P W 1
自動給紙対象 P W 1
両面印刷対象 P W 1
給紙口グループ P W 1
通紙動作 P W 1

カセット 1設定 カセット 1用紙サイズ P W 1
カセット 1紙種 P W 1
自動給紙対象 P W 1
両面印刷対象 P W 1
給紙口グループ P W 1

カセット 2設定 カセット 2用紙サイズ P W 1
カセット 2紙種 P W 1
自動給紙対象 P W 1
両面印刷対象 P W 1
給紙口グループ P W 1

カセット 3設定 カセット 3用紙サイズ P W 1
カセット 3紙種 P W 1
自動給紙対象 P W 1
両面印刷対象 P W 1
給紙口グループ P W 1

カセット 4設定 カセット 4用紙サイズ P W 1
カセット 4紙種 P W 1
自動給紙対象 P W 1
両面印刷対象 P W 1
給紙口グループ P W 1
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メニューグループ名／設定項目名 CASIO SPEEDIA Web 
Monitor変更ページ名称 参照先 設定項目分類

給紙・用紙設定
カセット 5設定 カセット 5用紙サイズ 給紙 「メニュー項目一覧表」 P W 1

カセット 5紙種 ー用紙設定 給紙・用紙設定メニュー P W 1
自動給紙対象 P W 1
両面印刷対象 P W 1
給紙口グループ P W 1

デフォルト給紙口選択 P W 1
優先自動用紙サイズ P W 1
自動給紙優先給紙口 P W 1
ユーザー定義用紙設定

• この項目は、CASIO SPEEDIA 
Web Monitorでのみ操作可。

ユーザー定義用紙 1 名前 W 1
横サイズ W 1
縦サイズ W 1
紙種 W 1

ユーザー定義用紙 2 名前 W 1

横サイズ W 1

縦サイズ W 1
紙種 W 1

ユーザー定義用紙 3 名前 W 1
横サイズ W 1
縦サイズ W 1
紙種 W 1

ユーザー定義用紙 4 名前 W 1
横サイズ W 1
縦サイズ W 1
紙種 W 1

ユーザー定義用紙 5 名前 W 1
横サイズ W 1
縦サイズ W 1
紙種 W 1
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メニューグループ名／設定項目名 CASIO SPEEDIA Web 
Monitor変更ページ名称 参照先 設定項目分類

給紙・用紙設定
ユーザー定義用紙設定

• この項目は、CASIO SPEEDIA 
Web Monitorでのみ操作可。

ユーザー定義用紙 6 名前 給紙 W 1
横サイズ ー用紙設定 W 1
縦サイズ W 1
紙種 W 1

ユーザー定義用紙 7 名前 W 1
横サイズ W 1
縦サイズ W 1
紙種 W 1

ユーザー定義用紙 8 名前 W 1
横サイズ W 1
縦サイズ W 1
紙種 W 1

普通紙設定 片面／両面（裏）設定 「メニュー項目一覧表」
給紙・用紙設定メニュー

P W 1
両面（表）設定 P W 1

厚紙設定 片面／両面（裏）設定 P W 1
両面（表）設定 P W 1

カール低減※ 1 P W 1
※ 1 Yモデルは表示しません。
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印刷設定メニュー
設定項目分類の見かた：操作パネル設定可：P／ CASIO SPEEDIA Web Monitor可：W／初期化モード：1～ 3／変更内容は次回電源 ON時または再起動後に有効：＊

メニューグループ名／設定項目名 CASIO SPEEDIA Web 
Monitor変更ページ名称 参照先 設定項目分類

印刷設定
両面印刷 印刷形態 印刷設定 「メニュー項目一覧表」

印刷設定メニュー
P W 1

自動片面（単独ページの取り扱い） P W 1
カラー印刷 P W 1
エコノミー トナーセーブ P W 1

エコノミー印刷 P W 1
エコノミー枚数 P W 1

縮小印刷 P W 1
用紙方向 P W 1
リバース印字 横（ランドスケープ） P W 1

縦（ポートレート） P W 1
印刷部数 P W 1
コピーガード P W 1
ID印刷 P W 1
エコレベル印刷 P W 1
付加情報印刷 印刷位置 P W 1

印刷濃度 P W 1
割り込み印刷 P W 1 ＊
認証ジョブ保存期間 P W 1
白紙節約 P W 1
M/Mカラー指定 P W 1
オフセット回避モード※ 1 P W 1
定着性優先※ 1 P W 1

※ 1 Yモデルのみ表示します。
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機器設定メニュー
設定項目分類の見かた：操作パネル設定可：P／ CASIO SPEEDIA Web Monitor可：W／初期化モード：1～ 3／変更内容は次回電源 ON時または再起動後に有効：＊

メニューグループ名／設定項目名 CASIO SPEEDIA Web 
Monitor変更ページ名称 参照先 設定項目分類

機器設定
節電設定 節電形態 機器設定

ー節電
「メニュー項目一覧表」
機器設定メニュー

P W 1
節電レベル P W 1
節電移行時間 P W 1
切り忘れ防止 自動電源 OFF P W 1

強制電源 OFF P W 1
節電スケジュール

• この項目は、CASIO 
SPEEDIA Web Monitor
でのみ操作可。

スケジュール設定① 機器設定
ー節電
ー節電スケジュール
ースケジュール設定①

W 3
W 3
W 3
W 3

スケジュール設定② 機器設定
ー節電
ー節電スケジュール
ースケジュール設定②

W 3
W 3
W 3
W 3

スケジュール設定③ 機器設定
ー節電
ー節電スケジュール
ースケジュール設定③

W 3
W 3
W 3
W 3

スケジュール設定④ 機器設定
ー節電
ー節電スケジュール
ースケジュール設定④

W 3
W 3
W 3
W 3
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メニューグループ名／設定項目名 CASIO SPEEDIA Web 
Monitor変更ページ名称 参照先 設定項目分類

機器設定
節電設定 節電スケジュール

• この項目は、CASIO 
SPEEDIA Web Monitor
でのみ操作可。

曜日毎の設定 月 機器設定
ー節電
ー節電スケジュール
ー曜日毎の設定

W 3
火 W 3
水 W 3
木 W 3
金 W 3
土 W 3
日 W 3

機器設定 ブザー音量 機器設定
―機器

「メニュー項目一覧表」
機器設定メニュー

P W 1
ボタン操作音 P W 1
印刷完了ブザー ブザー音量 P W 1

ブザー鳴動時間 P W 1
停止時間帯 P W 1

位置確認機能 W 1
立ち上げモード P W 1 ＊



CASIO SPEEDIA Web Monitorの項目一覧

95

節電スケジュール機能

お使いの時間帯に合わせて、節電動作をする／しない時間帯を設定することにより、省エネルギーとスムーズな印刷を両立できます。手動で設定
する時間帯（手動スケジュールの時間帯）以外は、一定の使用期間の利用状況から「使用頻度が高い時間帯は節電状態にならない」ように、「使
用頻度が低い時間帯は節電状態になる」ように自動で節電スケジュールが作成され動作します。

節電形態
「スケジュール機能有効」を設定した場合
曜日ごとに設定された節電スケジュール、または自動スケジュールにしたがって節電動作します。
「スケジュール機能無効（節電移行時間に従います。）」を設定した場合
節電移行時間に設定された時間にしたがって節電状態に移行します。

節電スケジュールの設定
節電スケジュールの詳細な設定方法は下記を参照してください。

 ユーザーズガイド　エコロジー編
• スケジュール設定①～④の 4パターン設定できます。
• スケジュール設定ごとに 4つの時間帯を設定できます。

• 4つの時間帯が重ならないように設定してください。
• 24時をまたぐ設定はできません。

• 曜日ごとにパターンを設定できます。
• スケジュールが設定されていない時間帯は、自動スケジュール機能によりスケジュールが設
定されます。
「節電：OFF（無効）」設定：   印刷が終了しても節電状態には移行しないため、すぐに次の印

刷ができます。
「節電：ON（有効）」設定：  印刷終了後節電状態に移行します。節電動作中は、印刷データ

を受信すると印刷の準備が完了するまで「ウォームアップ」が
行われ、その後印刷できる状態となります。

自動スケジュール：  プリンターの利用状況から、使用頻度により自動で「節電 ON
／ OFF」を設定します。

• プリンター導入後 1ヶ月間は、節電スケジュールを設定するため使用状況を収集して集計する情
報収集期間です。自動スケジュール時間帯は「節電」が「ON（有効）」の設定で動作します。

60-0449
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切り忘れ防止機能

本プリンターには、前述の節電スケジュールに加え、プリンターの電源を自動的に OFFする機能があります。この機能は、節電スケジュールの
設定にかかわらず電源の「切り忘れ防止」のために利用でき、プリンターの省エネルギー化を促進できます。

60-0245

切り忘れ防止機能には、次の 2つの機能があります。
これらの機能は、「節電スケジュール」とは別に設定できます。
• 自動電源 OFF機能

本プリンターをモニタリングしているコンピューターからの接続が、
すべて切断された場合に、自動的にプリンターの電源を OFFする機能
です。この機能を使用するかどうかを設定します。
• SPEEDIAマネージャーで、「切り忘れ防止」の「プリンターの自動
電源 OFF機能の対象とする」を設定しているコンピューターから
の接続が、すべて切断された場合にプリンターの電源が OFFされ
ます。

• この機能は、ネットワーク（LAN）接続時に使用できます。USB
のみで接続している場合は、「使用しない」設定にしてください。

• 「節電レベル」が「レベル 2（ディープスリープ）に設定されてい
る場合は使用できません。

• 強制電源 OFF機能

指定の時刻を過ぎると、印刷データがないことを確認した上で、強制
的にプリンターの電源を OFFする機能です。この機能を使用するかど
うかを設定します。
• 指定できる時刻は、最大 3つです。
• 強制電源 OFF時刻設定を 0時 0分とした場合は「未設定」として
扱います。
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エミュレーション設定メニュー
設定項目分類の見かた：操作パネル設定可：P／ CASIO SPEEDIA Web Monitor可：W／初期化モード：1～ 3／変更内容は次回電源 ON時または再起動後に有効：＊

メニューグループ名／設定項目名 CASIO SPEEDIA Web 
Monitor変更ページ名称 参照先 設定項目分類

エミュレーション設定
PS • 「PS」を「使用する」に設定した場合に、「割り込み印刷」「ジョ

ブまとめ印刷」設定は「無効」になる
エミュレーション設定 「メニュー項目一覧表」

エミュレーション設定メニュー
P W 1 ＊

エミュレーション • 「エミュレーション」を「使用する」に設定した場合に「エミュ
レーション選択」が表示される

P W 1 ＊

エミュレーション選択 P W 1
エミュレーション詳細 • 「エミュレーション」を「使用する」、「エミュレーション詳細」

を「表示する」に設定した場合に、「HDA」、「ESC/Pageの設
定ページ」ボタン、「ESC/Pの設定ページ」ボタン、「201H
の設定ページ」ボタンが表示される

• 「エミュレーション」を「使用しない」、「エミュレーション詳細」
を「表示する」に設定した場合に、「ESC/Pageの設定ページ」
ボタンが表示される

P W 1

セキュリティ設定メニュー
設定項目分類の見かた：操作パネル設定可：P／ CASIO SPEEDIA Web Monitor可：W／初期化モード：1～ 3／変更内容は次回電源 ON時または再起動後に有効：＊

メニューグループ名／設定項目名 CASIO SPEEDIA Web 
Monitor変更ページ名称 参照先 設定項目分類

セキュリティ設定
SSD暗号化

• この項目は、CASIO SPEEDIA Web Monitorでのみ操作可。
詳細機器設定
―セキュリティ設定

W 1 ＊
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ドライバー連動機能設定メニュー
設定項目分類の見かた：操作パネル設定可：P／ CASIO SPEEDIA Web Monitor可：W／初期化モード：1～ 3／変更内容は次回電源 ON時または再起動後に有効：＊

メニューグループ名／設定項目名 CASIO SPEEDIA Web 
Monitor変更ページ名称 参照先 設定項目分類

ドライバー連動機能 • この項目は、CASIO SPEEDIA Web Monitorでのみ操作可。

ドライバー連動機能 ドライバー連動機能 「ドライバー連動機能」 W 1
ドライバー連動機能の設定 エコレベル印刷 W 1

両面印刷設定 両面印刷（とじる位置） W 1
自動片面（単独ページの取り扱い） W 1

トナーセーブ設定 トナーセーブパターン W 1
テキスト（文字）の濃度 W 1

マニュアル設定 テキスト（文字） W 1
グラフィック（図形） W 1

イメージ（写真） W 1
マルチページ W 1
カラー印刷 W 1
認証印刷 W 1
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ドライバー連動機能

「ドライバー連動機能」は、CASIO SPEEDIA Web Monitorから、各コンピューターのプリンタードライバーの初期設定を両面印刷、トナーセーブ、
マルチページなどのエコロジーに配慮した印刷設定に切り替えることができます。

60-0222

• 本機能を利用するには「SPEEDIAマネージャー」をインストールする
必要があります。

• 「両面印刷（とじる位置）」、「トナーセーブ設定」、「マルチページ」の
どれかを「しない」以外に設定してください。すべてを「しない」に
設定することはできません。

「ドライバー連動機能」が「ON」に設定されている場合に、接続してい
るプリンタードライバーの設定値が以下の設定内容に切り替わります。
• 「エコレベル印刷」
用紙下段の余白部分に、エコロジーに配慮した印刷であることを表す
文字「eco print」と、エコロジーへの配慮の度合いを表す マークを
印刷する機能です。配慮の度合いが高いほど、 マークが多く印刷（最
大 3個）されます。ユーザーがエコロジーに配慮した印刷をするよう
に促す際に活用してください。なお、「ドライバー連動機能」が「OFF」
に設定されている場合に「エコレベル印刷」機能を使用する場合は、
印刷設定メニューで設定してください。

 印刷設定メニュー（92ページ）
• 「両面印刷（とじる位置）」、「自動片面（単独ページの取り扱い）」、「ト
ナーセーブ設定」、「マルチページ」、「カラー印刷」、「認証印刷」の
設定項目は、プリンタードライバーの設定と同じです。ただし、「マ
ルチページ」は、「しない」、「2page合成」、「4page合成」のみ設
定できます。

 ユーザーズガイド　プリンタードライバー編
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• プリンターとコンピューターが USBで接続されている場合は、「ド
ライバー連動機能」の「ON」、「OFF」の設定のみ有効です。「ドラ
イバー連動機能の設定」はすべて無効になり、次の既定値が適用さ
れます。
「ドライバー連動機能」の既定値

-両面印刷（とじる位置） ：両面印刷長辺とじ
-自動片面（単独ページの取り扱い） ：する（単独ページを両面印刷しない）
-トナーセーブパターン ：レベル 1（約 30%のトナーを節約）
-テキスト（文字）濃度 ：濃くする
-マルチページ ：2page合成
-カラー印刷 :変更しない
-認証印刷 :変更しない
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権限設定メニュー
設定項目分類の見かた：操作パネル設定可：P／ CASIO SPEEDIA Web Monitor可：W／初期化モード：1～ 3／変更内容は次回電源 ON時または再起動後に有効：＊

メニューグループ名／設定項目名 CASIO SPEEDIA Web 
Monitor変更ページ名称 参照先 設定項目分類

権限設定 • この項目は、CASIO SPEEDIA Web Monitorでのみ操作可。

設定権限設定 パネル操作による設定変更 権限設定 「設定権限設定」 W 3
guestユーザーによる設定変更 ー設定権限設定 W 3
設定権限者設定 1～ 3 ユーザー名 W 3

（現在のパスワード） W 3
新しいパスワード W 3
パスワード確認入力 W 3

印刷権限設定 印刷上限枚数の登録 プリンター全体の印刷上限枚数（月間） 権限設定 「印刷権限設定」 W 3
一般ユーザーの印刷上限枚数（月間） ー印刷権限設定 W 3

一般ユーザーの権限登録 一般ユーザーの権限登録 W 3
一般ユーザーの印刷権限 印刷を許可する W 3

モノクロ印刷のみ許可する W 3
印刷を禁止する W 3

一般ユーザーのセキュリ
ティ設定

ID印刷付きのみ許可する W 3
コピーガード付き印刷のみ許可する W 3
ICカード認証印刷のみ許可する W 3

一般ユーザーのドライバー
連動機能の設定反映

ドライバー連動機能の設定を反映する W 3

個別ユーザーの権限登録 ユーザー名入力 W 3
個別ユーザーの印刷権限 印刷を許可する W 3

モノクロ印刷のみ許可する W 3
印刷を禁止する W 3

個別ユーザーのセキュリ
ティ設定

ID印刷付きのみ許可する W 3
コピーガード付き印刷のみ許可する W 3
ICカード認証印刷のみ許可する W 3

個別ユーザーのドライバー
連動機能の設定反映

ドライバー連動機能の設定を反映する W 3

個別ユーザーの月間印刷上限枚数 W 3
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メニューグループ名／設定項目名 CASIO SPEEDIA Web 
Monitor変更ページ名称 参照先 設定項目分類

権限設定 • この項目は、CASIO SPEEDIA Web Monitorでのみ操作可。

印刷制限設定 USB印刷制限設定 USBポートからの印刷 権限設定 「印刷制限設定」 W 3 ＊
ネットワーク印刷制限設定
（IPv4）

印刷可能 IPアドレス範囲
（From、To）

印刷可能 IPアドレス範囲 1 ー印刷制限設定 W 3 ＊
印刷可能 IPアドレス範囲 2 W 3 ＊
印刷可能 IPアドレス範囲 3 W 3 ＊
印刷可能 IPアドレス範囲 4 W 3 ＊

ネットワーク印刷制限設定
（IPv6）

印刷可能 IPアドレス範囲
（From、To）

印刷可能 IPアドレス範囲 1 W 3 ＊
印刷可能 IPアドレス範囲 2 W 3 ＊
印刷可能 IPアドレス範囲 3 W 3 ＊
印刷可能 IPアドレス範囲 4 W 3 ＊

印刷可能 MASK指定 印刷可能 MASK指定 1 W 3 ＊
印刷可能 MASK指定 2 W 3 ＊
印刷可能 MASK指定 3 W 3 ＊
印刷可能 MASK指定 4 W 3 ＊
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設定権限設定

プリンターの各種設定ができる設定権限者（または管理者）、および操作パネルからの設定変更の禁止に関する設定をするページです。

60-0223

1. パネル操作による設定変更

「禁止する」に設定すると、操作パネルの設定メニューで次のグループ
だけを使用できます。操作パネルでの設定変更を許可したくない場合
に設定します。
• 「テスト印刷・レポート」グループ
• 「プリンター管理・調整」グループの一部機能
• 「インターフェース設定」グループ

2. guestユーザーによる設定変更

プリンターの各種設定ができる設定権限者（または管理者）は、初期
状態ではログイン名「guest」、パスワード無しに設定されています。
初期状態のままお使いいただくと、プリンターへアクセスできる多く
のユーザーが設定を変更ができ、印刷結果に思わぬ影響をおよぼす場
合があるため、「設定権限者」としてプリンターの管理者を登録し、
「guest」ユーザーが設定を変更できないようにすることができます。

• 「禁止する」に設定すると、設定変更ログイン時にユーザー名とし
て「guest」を入力しても、ログインできません。

• 設定権限者が登録されていない場合は、「禁止する」に設定できま
せん。
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3. 設定権限者設定

設定の変更を許可するユーザーを登録します。
「ユーザー名」、「新しいパスワード」、「パスワード確認入力」を入力し
ます。
• 「ユーザー名」は 3文字以上を入力してください。
• 「ユーザー名」に次の文字は使用できせん。
「ʺ」、「*」、「+」、「,」、「/」、「:」、「;」、「<」、「=」、「>」、「?」、「[」、「¥」、
「]」、「|」

• 「新しいパスワード」3文字以上を入力してください。入力した文
字は伏せ字「●」で表示されます。

• 「パスワード確認入力」は「新しいパスワード」と同じ文字を入力
してください。入力した文字は伏せ字「●」で表示されます。

• 登録した設定権限者ユーザーを削除する場合は、次のように設定し
てください。

 –「ユーザー名」をすべて消去する
 –「パスワード変更」のチェックボックスにチェックマークを付ける



CASIO SPEEDIA Web Monitorの項目一覧

105

印刷権限設定

プリンターの使用制約を、お使いになるユーザー別に設定するページです。

60-0224

印刷上限枚数の登録

プリンターの月間の印刷上限枚数を登録しておくことで、印刷上限枚
数超過時に SPEEDIAマネージャーから下記のようなメッセージを表
示できます。
• プリンター全体の印刷上限枚数（月間） 超過時

60-0545

1. プリンター全体の印刷上限枚数（月間）

• 10～ 1,000,000の数値を入力するか、またはカウントアップのボ
タンで枚数を設定します。

• 0は上限設定無し（無制限）として扱われます。右隣の「無制限」
ボタンをクリックしても 0が入力されます。

2. 一般ユーザーの印刷上限枚数（月間）

• 10～ 100,000の数値を入力するか、またはカウントアップのボタ
ンで枚数を設定します。

• 0は上限設定無し（無制限）として扱われます。右隣の「無制限」
ボタンをクリックしても 0が入力されます。

• 設定した値は、一般ユーザーの月間印刷上限枚数（ul）値に反映さ
れます。また、「個別ユーザーの月間印刷上限枚数」設定項目のデフォ
ルト値として表示されます。
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一般ユーザーの権限登録

一般ユーザーの権限を設定します。1.一般ユーザーの印刷権限～ 3.一般ユーザーのドライバー連動機能の設定反映を設定してください。
• 一般ユーザーの権限は、「多くのユーザーに共通の権限」として設定します。権限の異なる一部のユーザーは、「個別ユーザー」として別に登録
することで、ユーザーをすべて登録する必要がなく、ユーザー登録の作業負担を減らせます。

1. 一般ユーザーの印刷権限

一般ユーザーの印刷権限を設定します。

60-0225

「印刷を許可する」

一般ユーザーに対して、カラー印刷／モノクロ印刷の両方を許可する
場合に選択します。
「モノクロ印刷のみ許可する」

一般ユーザーに対して、モノクロ印刷のみを許可し、カラー印刷を許
可しない場合に選択します。一般ユーザーは、カラー印刷を指定して
もモノクロ印刷となります。
「印刷を禁止する」

一般ユーザーに対して、カラー印刷／モノクロ印刷の両方を禁止する
場合に選択します。一般ユーザーは印刷できません。

 印刷権限を使用する（122ページ）
• 設定した内容に応じて「一般ユーザーの権限登録」に、「pa」、「pm」、
「pd」が表示されます。
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2. 一般ユーザーのセキュリティ設定

一般ユーザーのセキュリティを設定します。

60-0225

「ID印刷付きのみ許可する」

一般ユーザーに対して、ID印刷付きの印刷だけを許可する場合に選択
します。
• 「ID印刷付きのみ許可する」を選択した場合：
操作パネルの設定メニューの「印刷設定」→「ID印刷」の設定により、
次のように動作します（CASIO SPEEDIA Web Monitorでも設定で
きます）。
また、「一般ユーザーの権限登録」に「se」が表示されます。

 –「ID印刷」が「行う」に設定されている場合
プリンタードライバーの設定にかかわらず、印刷できます。
 –「ID印刷」が「行わない」に設定されている場合
プリンタードライバーの設定で、ID印刷を付加すれば印刷でき
ます。プリンタードライバーの設定で、ID印刷を付加しない場
合は印刷されません。

• 「ID印刷付きのみ許可する」を選択しない場合：
操作パネルの設定メニューの「印刷設定」→「ID印刷」の設定、
およびプリンタードライバーの ID印刷の設定にかかわらず印刷で
きます。
 印刷権限を使用する（122ページ）
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「コピーガード付き印刷のみ許可する」

一般ユーザーに対して、コピーガード印刷だけを許可する場合に選択
します。
• 「コピーガード付き印刷のみ許可する」を選択した場合：
操作パネルの設定メニューの「印刷設定」→「コピーガード」で設
定されているコピーガードパターンと、プリンタードライバーのコ
ピーガードパターンが一致するときにだけ印刷されます（CASIO 
SPEEDIA Web Monitorでも設定できます）。
操作パネルの設定メニューの「印刷設定」→「コピーガード」のパ
ターン番号は、プリンタードライバーの「コピーガード印刷」のパ
ターン選択の順番に相当します。
たとえば、「コピーガード印刷」の選択肢４番目「桜（複写無効）
MN」は、操作パネルの設定メニューの「印刷設定」→「コピーガー
ド」の「パターン４印刷」と一致します。
また、「一般ユーザーの権限登録」に「cg」が表示されます。

• 操作パネルの設定メニューで「印刷設定」→「コピーガード」で
「パターン EX」が設定されている場合は、プリンタードライバーの
設定でパターン 1～ 16のどれかが設定されていれば印刷されます。
プリンタードライバーの設定でコピーガードが「印刷しない」に設
定されている場合は、印刷されません。

• 「コピーガード付き印刷のみ許可する」を選択しない場合：
操作パネルの設定メニューの「印刷設定」→「コピーガード」の設
定に関わらず印刷できます。

「ICカード認証印刷のみ許可する」

一般ユーザーに対して、ICカード認証印刷だけを許可する場合に選択
します。
• 「ICカード認証印刷のみ許可する」を選択した場合：

ICカード認証印刷の場合にだけ印刷されます。
また、「一般ユーザーの権限登録」に「ic」が表示されます。
オプションの ICカードリーダーが装着されていない場合も設定で
きますので、ご注意ください（複数のプリンターが存在し、ICカー
ドリーダーが装着されている場合などの権限を維持するため必要で
す）。

• 「ICカード認証印刷のみ許可する」を選択しない場合：
ICカード認証印刷でなくても印刷できます。

 印刷権限を使用する（122ページ）
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3. 一般ユーザーのドライバー連動機能の設定反映

一般ユーザーにドライバー連動機能の設定内容を反映するかどうかを
設定します。

60-0227

• 一般ユーザーに対して、ドライバー連動機能を反映しない場合は、
「ドライバー連動機能の設定を反映する」のチェックマークを外し
ます。

• 「ドライバー連動機能の設定を反映する」を選択した場合は、「一般
ユーザーの権限登録」欄へ「er」が表示されます。
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個別ユーザーの権限登録

個別ユーザーを登録する場合は 1.ユーザー名入力～ 5.個別ユーザーの月間印刷上限枚数を設定して、「登録→」ボタンをクリックします。
1. ユーザー名入力
登録する個別ユーザー名を入力します。

60-0246

• 個別ユーザー名は、Windowsへログオンする際のユーザー名と同
じにしてください。

• 大文字／小文字は区別されます。
• 「プリンター管理・調整」→「特定ユーザー設定」に設定されてい
る特定ユーザー名を入力すると、ポップアップ画面が表示されます。
ホスト名を入力すると、「ユーザー名 +ホスト名」を新しいユーザー
名として扱えます。

• 「プリンター管理・調整」→「特定ユーザー設定」にユーザー名が登録
されている場合、プリンターで使用するユーザー名は、自動的に「ユー
ザー名 +ホスト名」が新しいユーザー名として扱われます。「特定ユー
ザー設定」にユーザー名が登録されている場合にも、印刷権限設定で
新しいユーザー名が登録できるように制御されています。

• ユーザー名には、最大 40Byte（漢字 20文字、英数字 40文字）ま
で入力できます。ただし、ユーザー名は 20Byte（漢字 10文字、英
数字 20文字）以内の入力を推奨します。
※ 特定ユーザー名が入力された場合に備え、40Byteまで入力でき
るように設定されています（特定ユーザー名の場合は、「ユーザー
名 +ホスト名」の形式にプリンター内部で加工されるため）。

• ユーザー名は 1文字以上を入力してください。
• 「ユーザー名」に次の文字は使用できせん。
「ʺ」、「*」、「+」、「,」、「/」、「:」、「;」、「<」、「=」、「>」、「?」、「[」、「¥」、
「]」、「|」
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2. 個別ユーザーの印刷権限
個別ユーザーの印刷権限を選択します。

60-0246

「印刷を許可する」

個別ユーザーに対して、カラー印刷／モノクロ印刷の両方を許可する
場合に選択します。
「モノクロ印刷のみ許可する」

個別ユーザーに対して、モノクロ印刷のみを許可し、カラー印刷を許
可しない場合に選択します。個別ユーザーは、カラー印刷を指定して
もモノクロ印刷となります。
「印刷を禁止する」

個別ユーザーに対して、カラー印刷／モノクロ印刷の両方を禁止する
場合に選択します。個別ユーザーは印刷できません。

 印刷権限を使用する（122ページ）
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3. 個別ユーザーのセキュリティ設定
個別ユーザーのセキュリティを設定します。

60-0246

「ID印刷付きのみ許可する」

個別ユーザーに対して、ID印刷付きの印刷だけを許可する場合に設定
します。
• 「ID印刷付きのみ許可する」を選択した場合：
操作パネルの設定メニューの「印刷設定」→「ID印刷」の設定により、
次のように動作します（CASIO SPEEDIA Web Monitorでも設定で
きます）。

 –「ID印刷」が「行う」に設定されている場合
個別ユーザーからの印刷は、プリンタードライバーの設定にか
かわらず、すべて ID印刷になります。

 –「ID印刷」が「行わない」に設定されている場合
ID印刷を付加するかどうかを、プリンタードライバーの設定で
選択できます。

• 「ID印刷付きのみ許可する」を選択しない場合：
操作パネルの設定メニューの「印刷設定」→「ID印刷」の設定に
かかわらず、ID印刷を付加するかどうかを、プリンタードライバー
上で選択できます。

 印刷権限を使用する（122ページ）
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「コピーガード付き印刷のみ許可する」

個別ユーザーに対して、コピーガード印刷だけを許可する場合に設定
します。
• 「コピーガード付き印刷のみ許可する」を選択した場合：
操作パネルの設定メニューの「印刷設定」→「コピーガード」で設
定されているコピーガードパターンと、プリンタードライバーのコ
ピーガードパターンが一致するときにだけ印刷されます（CASIO 
SPEEDIA Web Monitorでも設定できます）。
操作パネルの設定メニューの「印刷設定」→「コピーガード」のパ
ターン番号は、プリンタードライバーの「コピーガード印刷」のパ
ターン選択の順番に相当します。
たとえば、「コピーガード印刷」の選択肢４番目「桜（複写無効）
MN」は、操作パネルの設定メニューの「印刷設定」→「コピーガー
ド」の「パターン４印刷」と一致します。

• 操作パネルの設定メニューで「印刷設定」→「コピーガード」で
「パターン EX」が設定されている場合は、プリンタードライバーの
設定でパターン 1～ 16のどれかが設定されていれば印刷されます。
プリンタードライバーの設定でコピーガードが「印刷しない」に設
定されている場合は、印刷されません。

• 「コピーガード付き印刷のみ許可する」を選択しない場合：
操作パネルの設定メニューの「印刷設定」→「コピーガード」の設
定に関わらず印刷できます。

「ICカード認証印刷のみ許可する」

個別ユーザーに対して、ICカード認証印刷だけを許可する場合に設定
します。
• 「ICカード認証印刷のみ許可する」を選択した場合：

ICカード認証印刷の場合にだけ印刷されます。
オプションの ICカードリーダーが装着されていない場合も設定で
きますので、ご注意ください（複数のプリンターが存在し、ICカー
ドリーダーが装着されている場合などの権限を維持するため必要で
す）。

• 「ICカード認証印刷のみ許可する」を選択しない場合：
ICカード認証印刷でなくても印刷できます。
 印刷権限を使用する（122ページ）
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4. 個別ユーザーのドライバー連動機能の設定反映

個別ユーザーにドライバー連動機能の設定内容を反映するかどうか
を設定します。

60-0246

• 個別ユーザーに対して、ドライバー連動機能を反映しない場合は、
「ドライバー連動機能の設定を反映する」のチェックマークを外し
ます。

5. 個別ユーザーの月間印刷上限枚数

個別ユーザーの印刷上限枚数（月間）を設定します。
• 個別ユーザーに月間印刷上限枚数を設定することにより、SPEEDIA
マネージャーで警告を表示できます。

• 10～ 100,000の数値を入力するか、またはカウントアップのボタ
ンで枚数を設定します。

• 0は上限設定無し（無制限）として扱われます。右隣の「無制限」
ボタンをクリックしても 0が入力されます。

• 一般ユーザーの月間印刷上限枚数が、画面表示時のデフォルト値と
して入力エリアに表示されています。

 2. 一般ユーザーの印刷上限枚数（月間）（105ページ）

6. 個別ユーザーの登録

1.ユーザー名入力～ 5.個別ユーザーの月間印刷上限枚数を設定した
ら、「登録→」ボタンをクリックします。
• 最大 256ユーザーまで登録できます。
• 「登録済個別ユーザーの設定一覧」に、入力したユーザー名、印刷
権限／セキュリティ設定を記号化した文字列が追加されます。

• ユーザー名順に並び替えて表示されます。
• すでに登録されているユーザー名を入力した場合は、確認メッセー
ジが表示されます。「OK」ボタンをクリックすると上書きして登録
され、「キャンセル」ボタンをクリックすると登録が中止されます。
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表示例
（例 1）
ユーザー名 =“casio”、印刷権限 =“印刷を許可する”、セキュリティ
設定 =“ID印刷付きのみ許可する、コピーガード付き印刷のみ許
可する、ICカード認証印刷のみ許可する”、ドライバー連動機能
設定反映 =“ドライバー連動機能の設定を反映する”、個別ユーザー
の月間印刷上限枚数 =500枚の場合
：「casio,pa,se,cg,ic,er,ul=500」
（例 2）
ユーザー名 =“speedia”、印刷権限 =“モノクロ印刷のみ許可する”、
セキュリティ設定 =“ID印刷付きでなくても印刷可能、コピーガー
ド付き印刷でなくても印刷可能、ICカード認証印刷でなくても印
刷可能”、ドライバー連動機能設定反映 =“ドライバー連動機能の
設定を反映しない”、個別ユーザーの月間印刷上限枚数は無制限の
場合
：「speedia,pm,ul=0」

個別ユーザーの変更

登録済みの個別ユーザーの各種設定を変更します。

1. 「登録済個別ユーザーの設定一覧」で、登録内容を変更する個別ユー
ザーを選択します。
• 「登録済個別ユーザーの設定一覧」には、登録済みの個別ユー
ザーが一覧表示されています。

• 複数のユーザーを選択できますが、変更できる個別ユーザーは、
選択した中で一番上の個別ユーザーだけです。

2. 「←変更」ボタンをクリックします。
「個別ユーザーの権限登録」に、選択したユーザーの設定内容が
表示されます。

3. 必要に応じて、印刷権限、セキュリティ設定、ドライバー連動機
能設定反映、月間印刷上限枚数の設定を変更します。
• ユーザー名は変更しないでください。変更すると、別のユーザー
として追加登録されます。

4. 「登録→」ボタンをクリックします。
確認メッセージが表示されます。「OK」ボタンをクリックすると
上書きして登録されます。
「登録済個別ユーザーの設定一覧」に、変更した内容に応じた印
刷権限／セキュリティ設定／ドライバー連動機能の設定反映／月
間印刷上限枚数が、記号化された文字列で表示されます。
• 手順 3で新しいユーザー名に変更した場合は、確認メッセージ
は表示されず、新しい個別ユーザーとして追加登録されます。
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個別ユーザーの削除

登録済みの個別ユーザーを削除します。

1. 「登録済個別ユーザーの設定一覧」で、削除する個別ユーザーを選
択します。
• 「登録済個別ユーザーの設定一覧」には、登録済みの個別ユー
ザーが一覧表示されています。

• 複数のユーザーを選択できます。

2. 「×削除」ボタンをクリックします。
手順 1で選択した個別ユーザーが、「登録済個別ユーザーの設定
一覧」から削除されます。
• 複数のユーザーを選択した場合、選択したユーザーすべてが削
除されます。
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個別ユーザー権限の直接編集

「個別ユーザー権限直接編集」ページでは、個別ユーザーの権限登録設定を、テキスト形式で直接編集できます。

60-0247

1. 「権限設定」→「印刷権限設定」に表示される「個別ユーザー権限
直接編集」ボタンをクリックします。
「個別ユーザー権限直接編集」ページが表示されます。登録されて
いるユーザーの設定情報（「登録済個別ユーザーの設定一覧」の内
容）と同じ内容が、直接編集エリアへ表示されます。
他のテキスト形式ファイルからコピー &ペーストで編集すること
ができます。設定したユーザー権限登録情報の保存を行ったり、
複数台のプリンターへ同じ設定を行ったりする場合に便利です。

2. 入力欄に、ユーザー名を行頭から入力します。
• 1行に 1ユーザーずつ入力します。
• ユーザー名は、Windowsへログオンする際のユーザー名と同じ
にしてください。

• 大文字／小文字は区別されます。
• ユーザー名には、最大 40Byte（漢字 20文字、英数字 40文字）
まで入力できます。ただし、ユーザー名は 20Byte（漢字 10文字、
英数字 20文字）以内の入力を推奨します。
※ 特定ユーザー名が入力された場合に備え、40Byteまで入力で
きるように設定されています（特定ユーザー名の場合は、「ユー
ザー名 +ホスト名」の形式にプリンター内部で加工されるた
め）。

• ユーザー名は 1文字以上を入力してください。
• 「ユーザー名」に次の文字は使用できせん。
「”」、「*」、「+」、「,」、「/」、「:」、「;」、「<」、「=」、「>」、「?」、「[」、
「¥」、「]」、「|」
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3. 続けて「，（カンマ）」を入力し、以下の 3種類の中から印刷権限
を半角 2文字で入力します。
• 登録するユーザーに対して、カラー印刷／モノクロ印刷の両方
を許可する場合：「pa」を入力します。

• 登録するユーザーに対して、モノクロ印刷のみを許可し、カラー
印刷を許可しない場合：「pm」を入力します。

• 登録するユーザーに対して、カラー印刷／モノクロ印刷の両方
を禁止する場合：「pd」を入力します。

4. 続けて「，（カンマ）」を入力し、セキュリティ設定を半角 2文字
で入力します。
• 登録するユーザーに対して、ID印刷付きのみ印刷を許可する場
合：「se」を入力します。

• 登録するユーザーに対して、コピーガード付き印刷のみ許可す
る場合：「cg」を入力します。

• ICカード認証印刷のみ許可する場合：「ic」を入力します。
• 登録するユーザーに対して、どの解除も許可する場合：「，（カ
ンマ）」を含めて省略できます。

5. 続けて「，（カンマ）」を入力し、ドライバー連動機能の設定反映
の設定を半角 2文字で入力します。
• 登録するユーザーに対して、ドライバー連動機能の設定を反映
する場合は「er」を入力します。

• 登録するユーザーに対して、ドライバー連動機能の設定を反映
しない場合は「，（カンマ）」を含めて省略できます。

6. 最後に「，（カンマ）」に続けて「ul=」を入力し、月間印刷上限枚
数の設定を半角数字で 10～ 100,000を入力します。
• この設定をしておくと、SPEEDIAマネージャーで警告を表示で
きます。

• 0は上限設定無し（無制限）として扱われます。
• この設定を省略すると、自動的に「ul=0」が付加されます。

7. 1ユーザー分の入力が終了したら、改行します。
• 入力したユーザー登録を削除する場合は、1行単位で削除して
ください。

• 256ユーザーまで登録できます（256行目まで使用できます）。

入力例
（例 1）
ユーザー名 =“casio”、印刷権限 =“印刷を許可する”、セキュリティ
設定 =“ID印刷付きのみ許可する、コピーガード付き印刷のみ許
可する、ICカード認証印刷のみ許可する”、ドライバー連動機能
設定反映 =“ドライバー連動機能の設定を反映する”、個別ユーザー
の月間印刷上限枚数 =500枚の場合
：「casio,pa,se,cg,ic,er,ul=500」
（例 2）
ユーザー名 =“speedia”、印刷権限 =“モノクロ印刷のみ許可する”、
セキュリティ設定 =“ID印刷付きでなくても印刷可能、コピーガー
ド付き印刷でなくても印刷可能、ICカード認証印刷でなくても印
刷可能”、ドライバー連動機能設定反映 =“ドライバー連動機能の
設定を反映しない”、個別ユーザーの月間印刷上限枚数は無制限の
場合
：「speedia,pm,ul=0」
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8. すべての編集が終了したら、「反映」ボタンをクリックします。
• 次のチェックが実行されます。

 –ユーザー名は 40Byte以内に収まっているか
 –使用できない文字が含まれていないか
 –印刷権限を表す文字列（pa,pm,pd）が正しく含まれているか、
また、複数含まれていないか
 –セキュリティ設定を表す文字列（se,cg,ic,er）が正しく含まれ
ているか、また、複数含まれていないか
 –月間印刷上限枚数を表す文字列（ul=）が含まれている場合は
正しく含まれているか
（含まれていない場合は、反映時に「ul=0」（無制限）が自動的
に付加されます。）
 –登録ユーザー数がオーバーしていないか
（最大 256ユーザーまで）

 –ユーザー名の重複がないか
• 以上がチェックされ、問題がない場合は、ユーザー名で並び替
えて印刷権限設定の「登録済ユーザーの設定の一覧」へ表示され、
「個別ユーザー権限直接編集」ページが閉じます。

• エラーがある場合は、エラーのダイアログボックスに、エラー
内容と最初に検出した行番号が表示されます。
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印刷制限設定

プリンターの印刷ポート（USBおよび TCP/IP印刷）の使用制限などの印刷制限を設定するページです。

60-0248

1. USB印刷制限設定

• 「禁止する」を選択すると、USBポートを使用した印刷ができなく
なります。

2. ネットワーク印刷制限設定

ネットワーク印刷制限設定（IPv4）
IPv4ネットワークの場合は、次のように設定します。
印刷可能 IPアドレス範囲

• TCP/IP 印 刷（LPR（Line Printer Remote Protocol）、FTP（File 
Transfer Protocol）、Raw Protocol（Port 9100））を許可する IP
アドレスの範囲を設定します。

• 1組でも印刷可能 IPアドレス範囲を設定すると、範囲外の IP
アドレスを持つホストコンピューターからの印刷はできなくな
ります。

• Raw Protocol（Port 9100）では、印刷データ量が少ない場合、
ホストコンピューター上では正常に印刷が終了した状態になるこ
とがあります。

• すべての設定が「0.0.0.0～ 0.0.0.0」の場合は、IPアドレスによ
る印刷制限は実行されません。

• IPアドレス（From）≦ IPアドレス（To）となるように設定して
ください。

• 設定する IPアドレス範囲は、重複していても有効となります。
また、IP環境で予め予約されている「設定してはいけない IPア
ドレス」や「実在しない IPアドレス」なども設定できます。正
しい IPアドレスを設定してください。
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ネットワーク印刷制限設定（IPv6）
IPv6ネットワークの場合は、次のように設定します。
印刷可能 IPアドレス範囲

• TCP/IP 印 刷（LPR（Line Printer Remote Protocol）、FTP（File 
Transfer Protocol）、Raw Protocol（Port 9100））を許可する IP
アドレスの範囲を設定します。

• 1組でも印刷可能 IPアドレス範囲を設定すると、範囲外の IPア
ドレスを持つホストコンピューターからの印刷はできなくなりま
す。

• Raw Protocol（Port 9100）では、印刷データ量が少ない場合、
ホストコンピューター上では正常に印刷が終了した状態になるこ
とがあります。

• すべての設定が「::～ ::」の場合は、IPアドレスによる印刷制限
は実行されません。

• IPアドレス（From）≦ IPアドレス（To）となるように設定して
ください。

• 設定する IPアドレス範囲は、重複していても有効となります。
また、IP環境で予め予約されている「設定してはいけない IPア
ドレス」や「実在しない IPアドレス」なども設定できます。正
しい IPアドレスを設定してください。

印刷可能 MASK指定

• 印刷を許可する MASKを設定します。
• すべての設定が「::」の場合は、MASKによる印刷制限は実行さ
れません。
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印刷権限を使用する

印刷権限機能では、プリンターの使用者（ユーザー）ごとに詳細な設定をすることにより、使用する場面に合わせて便利にプリンターを利用でき
ます。
• ランニングコスト低減のためモノクロ印刷する
操作パネルの設定メニューの「機器設定」→「立ち上げモード」で「モノクロ専用」を設定すると、すべてのユーザーのカラー印刷が禁止され、
カラーデータでもモノクロで印刷されます。
ランニングコストの低減には効果的ですが、提出用にカラー印刷したい等の要望があるたびに「機器設定」→「立ち上げモード」を「カラー」にし、
印刷が終わったら「モノクロ専用」に戻す必要があります。

• セキュリティのため ID印刷する
操作パネルの設定メニューの「印刷設定」→「ID印刷」を「行う」に設定すると、すべての印刷物の上下の左右隅に情報が付加されて印刷されます。
不正コピーや不正印刷を防止する手段として有効ですが、契約書や外部への提出物などのために ID印刷をはずしたい等の要望があるたびに「印
刷設定」→「ID印刷」を「行わない」にし、印刷が終わったら「行う」に戻さなければなりません。

煩雑な作業が必要になると、コストダウンやセキュリティに有効な機能であっても使用しづらくなる場合があります。
本プリンターでは、ユーザー別に印刷権限を設定することにより、操作パネルの設定メニューの設定を変更しないで、各種の印刷機能を利用でき
ます。
• たとえば、「権限設定ー印刷権限設定」の「一般ユーザーの印刷権限」で「モノクロ印刷のみ許可する」を選択、「一般ユーザーのセキュリティ
設定」で「ID印刷付きのみ許可する」をチェックしておけば、通常時の印刷はモノクロでコストダウンをはかり、かつ、ID印刷付きでセキュ
リティも確保されますが、提出用の書類等を印刷する場合は、特定のユーザー（「モノクロ印刷のみ許可する」OFF、「ID印刷付きのみ許可する」
OFF設定のユーザー）でログオンしなおすか、特定のユーザーでログオンされているパソコンから印刷することで、カラー利用、かつ、ID印
刷なしの書類を手にすることができます。
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設定例

下記の条件を設定します。
• A課に所属するメンバーだけが印刷できる。
• 係長以上はカラー印刷ができる。（係長以下はモノクロ印刷のみできる）
• B係は必ず ICカード認証印刷をする。
• C係は必ずコピーガード付加印刷をする。
• アルバイトは必ず ID付加印刷をする。
• 他課は印刷できない。

1. ユーザーごとの印刷方法を整理します。

所属・メンバー ユーザー名
印刷権限設定 セキュリティ設定

カラー印刷 モノクロ印刷 ID印刷以外の印刷 コピーガード印刷
以外の印刷

ICカード認証以外
の印刷

A課

AAA課長 aaa ○ ○ ○ ○ ○

B係

AABB係長 aabb ○ ○ ○ ○ ×

係員 AB01 ab01 × ○ ○ ○ ×

アルバイト AB02 ab02 × ○ × ○ ×

C係

AACC係長 aacc ○ ○ ○ × ○

係員 AC11 ac11 × ○ ○ × ○

アルバイト AC12 ac12 × ○ × × ○

他課（一般ユーザー） ー × × × × ×
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2. ユーザーごとの設定内容を整理します。

所属・メンバー 分類

印刷権限設定 セキュリティ設定
登録済個別ユーザー
の設定一覧 
または一般

印刷を許可する
（pa）

モノクロ印刷 
のみを許可する

印刷を禁止する
（pd）

ID付き印刷のみ許
可する（se）

コピーガード付き
印刷のみ許可する

（cg）

ICカード認証印刷
のみ許可する（ic）

A課

AAA課長 個別ユーザー ○ aaa,pa

B係

AABB係長 個別ユーザー ○ ○ aabb,pa,ic

係員 AB01 個別ユーザー ○ ○ ab01,pm,ic

アルバイト AB02 個別ユーザー ○ ○ ○ ab02,pm,ic,se

C係

AACC係長 個別ユーザー ○ ○ aacc,pa,cg

係員 AC11 個別ユーザー ○ ○ ac11,pm,cg

アルバイト AC12 個別ユーザー ○ ○ ○ ac12,pm,cg,se

他課（一般ユーザー） 一般ユーザー ○ pd
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3. ユーザーごとの設定をします。

60-0536

• 課長
「個別ユーザーの権限登録」
（1） ユーザー名入力（aaa）
（2） それぞれ下記の設定を行います。

AAA課長の場合
「個別ユーザーの印刷権限」設定： 印刷を許可する（pa）

（3） 「登録→」ボタンをクリックします。
同様にそれぞれの設定を行います。

• 係長
「個別ユーザーの権限登録」
（1） ユーザー名入力（aabb、aacc）
（2） それぞれ下記の設定を行います。

AABB係長の場合
「個別ユーザーの印刷権限」設定： 印刷を許可する（pa）
「個別ユーザーのセキュリティ設定」： ICカード認証印刷の

み許可する（ic）
（3） 「登録→」ボタンをクリックします。

AACC係長の場合
「個別ユーザーの印刷権限」設定： 印刷を許可する（pa）
「個別ユーザーのセキュリティ設定」： コピーガード付き印刷

のみ許可する（cg）
（4） 「登録→」ボタンをクリックします。
• 係員
「個別ユーザーの権限登録」
（1） ユーザー名入力（ab01、ac11）
（2） それぞれ下記の設定を行います。

AB01の場合
「個別ユーザーの印刷権限」設定： モノクロ印刷のみ許可す

る（pm）
「個別ユーザーのセキュリティ設定」： ICカード認証印刷の

み許可する（ic）
（3） 「登録→」ボタンをクリックします。

AC11の場合
「個別ユーザーの印刷権限」設定： モノクロ印刷のみ許可す

る（pm）
「個別ユーザーのセキュリティ設定」： コピーガード付き印刷

のみ許可する（cg）
（4） 「登録→」ボタンをクリックします。
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• アルバイト
「個別ユーザーの権限登録」
（1） ユーザー名入力（ab02、ac12）
（2） それぞれ下記の設定を行います。

AB02の場合
「個別ユーザーの印刷権限」設定： モノクロ印刷のみ許可す

る（pm）
「個別ユーザーのセキュリティ設定」： ICカード認証印刷の

み許可する（ic）
： ID印刷付きのみ許可
する（se）

（3） 「登録→」ボタンをクリックします。
AC12の場合
「個別ユーザーの印刷権限」設定： モノクロ印刷のみ許可す

る（pm）
「個別ユーザーのセキュリティ設定」： コピーガード付き印刷

のみ許可する（cg）
： ID印刷付きのみ許可
する（se）

（4） 「登録→」ボタンをクリックします。

• 他課
「一般ユーザーの権限登録」ー「印刷を禁止する」

60-0247

4. 設定の変更が終了したら、「設定変更ログアウト」ボタンまたは「終
了」ボタンをクリックします。
変更の終了操作が開始されます。変更が終了すると、「設定変更終
了確認」ページが表示されます。

5. 「保存して終了」ボタンをクリックします。
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ネットワークを利用するには

ネットワークご利用の手順

プリンターをネットワークに接続して使用する場合は、下記に示す手順に従って、「LANケーブル（Ethernetケーブル）」（以降、LANケーブル）
を接続して必要事項を設定してください。操作の詳細については、記載されている参照先をご覧ください。
※プリンターをネットワークに接続する作業は、お使いになるネットワークのシステム管理者がご担当ください。システム管理者以外の方が作業
を代行される場合は、必ずシステム管理者の同意を得た上で作業してください。運用中のネットワークシステム環境に深刻な影響を与える場合
がありますので、慎重な作業進行をお願いします。

LANケーブルを接続します
• 本プリンターで利用できるネットワーク環境（Ethernet環境）
は、1000Base-T、100Base-TX、10Base-Tです。

• プリンター本体背面の LAN用コネクタ（Ethernetコネクター：
RJ-45）に、コンセントレーター（Hub）に接続された LANケー
ブルを接続します。

 取扱説明書　コンピューターとの接続
• LANケーブルは、カテゴリー 5以上（1000Base-Tの場合はカ
テゴリー5e以上）のLANケーブルをお使いください。一般的に、
ケーブルにはストレートケーブル／クロスケーブルの 2種類が
ありますので、ご注意ください。

プリンター本体の電源を ONにします

 取扱説明書　各部の名称と働き

IPアドレスなど、ネットワークの基本を設定します
プリンターを IP（Internet Protocol）環境で使用するために、操作パ
ネルの設定メニューでネットワークの基本的な設定項目を設定しま
す。設定する場合は、必ずシステム管理者の同意を得てください。

 取扱説明書　コンピューターとの接続の IPアドレスの設定

プリンター本体の表示パネルで「今すぐ再起動」を選択します

ネットワーク設定情報を印刷します
ネットワーク設定情報を印刷すると、設定したネットワークの基
本設定について、次の内容を確認できます。
• 設定した内容が正しく保存されているか
• 通信速度の設定が Hubの設定と合致し通信できる状態か
• IPアドレス決定方法に対応したサーバーから IPアドレスが正
しく取得できたか

 ネットワーク設定情報を印刷する（130ページ）
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OSを設定します

お使いのオペレーティングシステム（OS）に対し、コンピューター
からネットワーク経由で印刷するための設定をします。
• 「標準 TCP/IPプリンターポート」の「プロトコル」で「Raw（ポー
ト番号：9100）」または「LPR」を選択します。

プリンターのネットワークの詳細を設定します

本プリンターを使用するネットワーク環境（Ethernet環境）に合
わせてプリンターのネットワークの詳細を設定します。設定する
場合は、必ずシステム管理者の同意を得てください。

 設定編（6ページ）

パネル操作の設定メニュー以外に、CASIO SPEEDIA Web Monitor
（Web設定）や TELNETを使用してネットワークの詳細を設定で
きます。

 CASIO SPEEDIA Web Monitor（Web設定）編（63ページ）
TELNETによる設定（176ページ）

プリンターのネットワーク設定の詳細設定の確認

ネットワーク設定情報を印刷すると、本プリンターが起動時に参照し
たネットワークの設定内容を確認できます。

 ネットワーク設定情報を印刷する（130ページ）
※ 操作パネルの設定メニューで、「テスト印刷・レポート」→「機器情報印刷」→「ネットワー
ク設定」を選択し、 ボタンを押します。

※ Webブラウザーからプリンターへ接続し「機器情報印刷」→「ネットワーク設定印刷」の
順にクリックすると、コンピューターから印刷を指示できます。

準備完了

本プリンターをネットワークへ接続して使用する準備が整います。

（電源の再投入）プリンター
本体の電源を OFFにします

Web設定の場合は、画面に従っ
て再起動します。

プリンター本体の電源を ON
にします



ネットワークを利用するには

130

ネットワーク設定情報を印刷する

「ネットワーク設定情報」を印刷すると、本プリンターが起動時に参照したネットワークの設定内容を確認できます。

ネットワーク設定情報を印刷する

印刷方法（その 1）
プリンターの設定メニューで、「テスト印刷・レポート」→「機器情報印刷」→「ネットワーク設定」を選択し、プリンター操作パネルの （決定）
ボタンを押します。

 設定編（6ページ）

印刷方法（その 2）
CASIO SPEEDIA Web Monitor（Web設定）でプリンターへ接続し、「機器情報印刷」→「ネットワーク設定印刷」の順にクリックすると、コンピュー
ターから印刷を指示できます。

 CASIO SPEEDIA Web Monitor（Web設定）編（63ページ）
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ネットワーク設定印刷を確認する

ネットワーク設定印刷
GE6000 Ver.ABCD5678/Q12

[** Active informations **]
 < Basic informations >
    Ethernet address :  08:00:74:80:00:01
    Link status : 1000Base/Full Duplex (Auto)
 < TCP/IP informations >
    IPv4 address : 130.10.90.186(DHCP)
    IPv4 Netmask : 255.255.255.0
    IPv4 Gateway : 130.10.90.1
    IPv6 address : fe80::a00:74ff:fe80:1/64 (Link local)

2012::1:a00:74ff:fe80:1/64 (DHCP/Router)
2013::2014:0:0:820a:5aba/64 (DHCP/Router)

    IPv6 gateway : 2013::2014:0:0:0:1
    IPv4 DNS server :  130.10.90.11 ,  130.10.100.11 ,  121.1.1.11
    IPv4 WINS server: 130.10.90.12 ,  130.10.91.12

[** Configuration memory settings **]
 < common >
  machine_name : CP800001            link_mode : auto

製品名／バージョン表示

今回本プリンターが起動した際に
決定した基本設定情報

1

2

1： 「自動設定」以外に設定した場合、「ネットワーク設定情報の印刷」、「TELNET」、CASIO SPEEDIA Web Monitor（Web設定）に表示される通信速度（Link_status）は、実
際に決定された通信速度と異なります。特に、「全二重（Full）」に設定した場合、実際の通信速度は「半二重（Half）」であることがほとんどです。また、「10Mbps（10Base-T）」
に設定して LANケーブルの接続先が 100Mbps（100Base-TX）の「Fast Ethernet Hub」（スィッチング Hubではありません）のときは、表示上は通信速度が決定して「通信可能」
となっていますが、実際には通信速度が決定しておらず（Linkが確立していない）、通信できない状態となっています。

2： IPアドレス（IP address）、サブネットマスク（Netmask）、ゲートウェイ（Gateway）を設定したにもかかわらず「0.0.0.0」と表示される場合や、設定値と異なる値が表示
される場合は、設定値の誤りが考えられます。また、サーバーの設定が使用されているときは、サーバー上で設定していないなどが考えられます。

3： ネットワーク設定印刷には、操作パネルの設定メニュー／ TELNET／ CASIO SPEEDIA Web Monitor（Web設定）で変更した内容が印刷されますが、プリンターの動作へ
は反映されていません。変更した内容は、次回のプリンターの電源 ON時に反映されますので、ご注意ください。
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Ethernet address（Ethernetアドレス（MACアドレス））
について

Ethernetアドレス（MACアドレス）の下 6桁は、「設定変数 machine_
name（マシン名）」のデフォルト文字列の一部として使用されています。
SNMPのシステム名（sysName）やWINS（Windows Internet Name 
Service）でのノード名（NetBIOS名）に使用されています。

Link status（通信速度／通信モード）について

本プリンターは、10Base-T、100Base-TX、1000Base-Tの通信速度、
および全二重と半二重の通信モードで使用できます。
本プリンターを使用する場合は、操作パネルの設定メニューの「イン
ターフェース設定」→「通信速度」で、ご使用になるシステム環境で
定められている通信速度／通信モードを設定します。
• デフォルトでは「自動設定※1」に設定されています。
※1自動設定＝ オートネゴシエイション機能を使用して、通信速度／

通信モードが自動的に決定されます。
通常は、「自動設定」のままお使いください。
「自動設定」で、コンセントレーター（Hub）との Linkが確立しな
い場合は、他の設定をお試しください。

• 「自動設定」以外に設定した場合、「ネットワーク設定情報の印刷」、
「TELNET」、CASIO SPEEDIA Web Monitor（Web設定）に表示さ
れる通信速度（Link_status）は、実際に決定された通信速度と異な
ります。
特に、「全二重（Full）」に設定した場合、実際の通信速度は「半二
重（Half）」であることがほとんどです。また、「10Mbps（10Base-T）」
に設定して LANケーブルの接続先が 100Mbps（100Base-TX）の
「Fast Ethernet Hub」（スィッチング Hubではありません）のときは、
表示上は通信速度が決定して「通信可能」となっていますが、実際
には通信速度が決定しておらず（Linkが確立していない）、通信で
きない状態となっています。
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IP（Internet Protocol）環境でプリンターを使用する場合の設定確認

本プリンターを使用して IP（Internet Protocol）環境で印刷するには、プリンターの IPアドレスを取得し、プリンターのネットワーク設定の変数
が設定されている必要があります。詳しくは、お使いのネットワークシステムの管理者、またはプリンターの管理者にお問い合わせください。
• 操作パネルの設定メニューでネットワークの基本的な項目を設定します。下表の「メニュー項目」に名称の記載がある項目は、操作パネルの設
定メニューで設定できます。

 設定編　インターフェース設定メニュー（24ページ）
• その他の変数は、TELNET、CASIO SPEEDIA Web Monitor（Web設定）で設定できます。

 TELNETのコマンド一覧（インターフェース設定）（179ページ）

メニュー項目 表示メッセージ 説明

プロトコル
IPv4/IPv6共用

＊ IPv4のみ使用
IPv6のみ使用

プロトコルを設定します。
 ← IPv4/IPv6共用
 ← IPv4のみ使用
 ← IPv6のみ使用

通信速度
＊自動設定

100M全二重
100M半二重
10M全二重
10M半二重

ネットワーク通信速度設定を設定します。
 ←自動設定（オートネゴシエイション）
 ←100Base-TX全二重
 ←100Base-TX半二重
 ←10Base-T全二重
 ←10Base-T半二重

• 「自動設定」･･･ オートネゴシエイション機能を使用して、通信速度が決定されます。
•  通常は「自動設定」でお使いください。「自動設定」でコンセントレーター（Hub）との

Linkが確立しない場合に、他の設定をお試しください。

IPv4 通信方法 メモリー
＊DHCP/AutoIP

DHCP
BOOTP
RARP

IPアドレスの決定方法を設定します。
•  「メモリー」を選択した場合は、次項目の「IPアドレス」に IPアドレスを設定します。
•  「DHCP/AutoIP」「 」「DHCP」「BOOTP」「RARP」をお使いの場合は、それぞれに対応したサー
バーが必要となります。

IP（Internet Protocol）環境でのソフトウェア設定
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メニュー項目 表示メッセージ 説明

IPv4 IPアドレス
サブネットマスク
ゲートウェイ

IP : 0.0.0.0
NM : 0.0.0.0
GW : 0.0.0.0

IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを設定します。
• 初期状態（工場出荷デフォルト値）は、IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイと
も「0.0.0.0」です。

DNSサーバー DNSサーバー #1
DNSサーバー #2
DNSサーバー #3

DNSサーバーのアドレスを設定します。3箇所まで設定できます。
• DHCPを使用している環境で、DHCPサーバーへ DNSサーバーのアドレスが設定されてい
る場合は、DHCPサーバーからアドレスを取得できるため、本設定は必要ありません。

WINSサーバー WINSサーバー #1
WINSサーバー #2

WINSサーバーのアドレスを設定します。2箇所まで設定できます。
• DHCPを使用している環境で、DHCPサーバーへWINSサーバーのアドレスが設定されて
いる場合は、DHCPサーバーからアドレスを取得できるため、本設定は必要ありません。

 WINSを使用する場合の設定（161ページ）

IPv6 DHCPv6 ＊使用する
使用しない

DHCPv6による IPv6アドレス決定方法の使用を設定します。
• 使用する ･･･DHCPv6を使用して IPv6アドレスの決定を行います。
• 使用する場合は DHCPv6に対応したサーバーが必要です。

RAアドレス ＊使用する
使用しない

RA（Router Advertize）による IPv6アドレス決定方法の使用を設定します。
• 使用する ･･･RAを使用して IPv6アドレスの決定を行います。
• 使用する場合は IPv6の RAをサポートしているルーターなどが必要です。

マニュアルアドレス 使用する
＊使用しない

マニュアル設定の IPv6アドレスの使用／未使用を設定します。
• 使用する ･･･ マニュアル設定の IPv6アドレスを使用します。
• IPv6アドレスのマニュアル設定は CASIO SPEEDIA Web Monitor（Web設定）または

TELNETで行います。

• 設定した候補や値に誤りがある場合は、正常に通信できない場合があります。
 TELNETのコマンド一覧（インターフェース設定）（179ページ）
 設定編　インターフェース設定メニュー（24ページ）
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IP（Internet Protocol）環境での印刷設定について

本プリンターでは、IP（Internet Protocol）環境での印刷用のプロトコルとして、LPR（Line Printer Remote Protocol）、FTP（File Transfer 
Protocol）、Raw Protocol（Port 9100）の TCP（Transmission Control Protocol）のサーバー機能をサポートしています。

印刷用のプリンターポート名

印刷用のプリンターポートとして、lp0を使用できます。
lp0 印刷データの変換機能（漢字フィルター機能）を使用し

ないで、受信した印刷データがそのまま出力されます。

LPR（Line Printer Remote Protocol）による印刷設定

オペレーティングシステムやソフトウェアにより、印刷設定項目の名
称が異なります。
• UNIX系
「リモートホスト名」と「プリンターの IPアドレス」を対応付けて
設定します。
「リモートホストのプリンター名」として、「lp0」を設定します。

• Windows系 
Windows Vista、Windows 7、Windows 8、 
Windows 8.1、Windows 10、Windows Server 2008、 
Windows Server 2008 R2、Windows Server2012
「プリンター名または IPアドレス」へ「プリンターの IPアドレス」
を設定します。
「キュー名」へ「lp0」を設定します。
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FTP（File Transfer Protocol）による印刷設定

ディレクトリ構成は、次のとおりです。
ルートディレクトリ

「lp0］印刷用サブディレクトリ（無変換）

使用方法
• プリンターの IPアドレスを設定して接続します。
• ユーザー名に、任意の文字列を設定します。パスワードは、プリン
ターの設定に従いますが、入力されたパスワードはチェックされま
せん。ただし、ユーザー名としてCASIO SPEEDIA Web Monitor（Web
設定）の「設定権限設定」で設定権限者として登録したユーザー名
を設定すると、必ずパスワード入力が要求されます。入力するパス
ワードは、CASIO SPEEDIA Web Monitor（Web設定）で「設定権
限設定」に登録したパスワードの文字列を設定します。

• カレントディレクトリを「lp0］へ変更します。
• 「put」コマンドで、ローカルコンピューター上のファイルをリモー
トコンピューターへ転送します。ファイルは、必ず「binaryモード」
で転送してください。

• ファイル転送が終了したらプリンターとの接続を終了します。

これらの機能を有効にお使いいただくには、「TCP/IP印刷機能を利用
した設定」に従い、正しく設定をしてください。

 TCP/IP印刷機能を利用した設定（139ページ）
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サポートプロトコルについて

本プリンターは、IP（Internet Protocol）環境では複数のプロトコルを実装しています。以下に、サポートされているプロトコルとその機能概要に
ついて説明します。

IP環境でのサポートプロトコルと機能の概要

プロトコル名 機能の概要

FTP FTPサーバーサービスにより、ファイルを転送します。本プリンターは FTPにより印刷できます。
FTPは RFC959に準拠します。実装は BSD系に準拠します。

LPR プリンターの LPDにプリントデータを転送します。本プリンターは LPRにより印刷できます。
LPRは RFC1179に準拠します。実装は BSD系に準拠します。

Raw Protocol（Port 9100） Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10の印刷システムの標準ポートモニターでサポートされているプリントサーバー
プロトコルは、Raw（印刷の準備が完了しているデータ用）と LPR（ラインプリンターリモート）の 2つです。ポート 9100としても知られる
Rawプロトコルは、ほとんどの TCP/IP印刷デバイスで使用されるデフォルトのプロトコルです。本プリンターは Rawプロトコルにより印刷で
きます。
Rawプロトコルの実装はWindows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10からの印刷を対象として行われています。

TELNET プリンターのネットワーク設定の参照や変更に使用します。これによりプリンターのネットワーク設定ができます。
TELNETは RFC854、RFC855に準拠します。実装は BSD系に準拠します。

HTTP CASIO SPEEDIA Web Monitor（Web設定）を利用して、プリンターの設定（プリンターメニュー設定／ネットワーク設定／権限設定など）
のほとんどの設定項目の参照・変更に使用します。また、プリンターの現在の状態を表示できますので、表示パネルの表示／用紙カセットの
状態／トナーの状態／ドラムの状態／その他、をコンピューターから確認できます。
操作パネルでの操作の代替として、節電機能の ON/OFF／スキップ可能なエラーのスキップ／各種機器情報印刷（セルフ印刷）などを実行で
きます。操作には、Webブラウザーが必要です。

BOOTP プリンターの電源 ON時に、プリンターで使用する IPv4アドレスを BOOTPサーバーから取得します。BOOTPにより本プリンターへ IPv4
アドレスを自動的に割当てできます。
BOOTPは RFC951、RFC1497に準拠します。

DHCP プリンターの電源 ON時に、プリンターで使用する IPアドレスを DHCPサーバーから取得します。DHCPにより本プリンターへ IPアドレス
を自動的に割当てできます。
DHCPは RFC2131、RFC2132に準拠します。
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プロトコル名 機能の概要

AutoIP
（APIPA）

APIPAは、リンクローカル IPアドレスを自動的に割り当てる機能です。このうち、AutoIPは IPv4アドレスを自動的に割り当てる機能です。
通常、プリンターで使用する IPv4アドレスは、プリンターの電源 ON時に DHCPサーバーから取得しますが、IPv4アドレスが自動的に割り
当てられない場合があります。このような場合に、AutoIPでは、169.254.1.0～ 169.254.254.255からランダムに候補アドレスが選択され、
他の機器に使用されていないことを確認した上で決定されます。
なお、AutoIPで決定された IPv4アドレスでは、ルーターなどのネットワークセグメント中継機器を経由した通信はできません。
AutoIPは、RFC3927に準拠します。

RARP プリンターの電源 ON時に、プリンターで使用する IPv4アドレスを RARPサーバーから取得します。RARPにより本プリンターへ IPv4アド
レスを自動的に割当てできます。
RARPは RFC903に準拠します。

SNMP プリンターでは、SNMPにより MIB情報が SNMPマネージャーに送信されます。これによりプリンターの状態を監視ができます。SNMPは
RFC1155、RFC1157に準拠します。MIB規格は MIB-Ⅱ（RFC1213）／ Printer MIB（RFC1759）に準拠します。

DNS プリンターが他のネットワーク機器と通信する場合の名前解決に使用する情報を DNSサーバーから取得します。これによりプリンターでは、
名前により他のネットワーク通信機器との通信ができます。
DNSは RFC1034、RFC1035に準拠します。

WINS Windowsベースのネットワークシステムでは、コンピューターがプリンターと通信するときに、名前アドレス解決をするための情報（NetBIOS
名）をWINSサーバーへ登録します。
これにより、Windowsベースのネットワークシステム上のコンピューターはプリンターの名前（NetBIOS名）によりプリンターとの通信がで
きます。プリンターがサポートするWINSの NetBIOSノードタイプは「Pノード（Point-toPointノード）」だけです。WINSは、IPv4ネットワー
クでのみ有効です。

NTP プリンターが内蔵する時計機能を、電源 ON時に自動調整するための情報を NTPサーバーから取得します。NTPにより本プリンターは電源
ON時に内部時計の自動調整ができます。
NTPは RFC1305に準拠します。

UPnP ユニバーサルプラグ＆プレイ（Universal Plug & Play）の略で、ネットワーク上にある様々な機器を、PnP（プラグアンドプレイ）で（接続す
るだけで）利用できるようにする技術の総称です。
各デバイスの固有情報が XMLで記述され、その情報が HTTP、TCP/IPを通じて交換されます。

Bonjour DHCPサーバー、ネームサーバー、ディレクトリサーバーなどが設置されていない環境でも、プリンターの電源 ON時に、IPアドレスが自動
的に割り当てられるため、各機器に設定されているホスト名や提供可能なサービスを自動的に取得できます。
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TCP/IP印刷機能を利用した設定

Windows標準機能の Microsoft TCP/IP印刷を利用して、TCP/IPで接続されたプリンターに対してリモート印刷ができます。
TCP/IPを利用したネットワーク印刷を利用するには、次の 3つの方法があります。
• 「Standard TCP/IP Port」の「LPR」を使用する
• 「Standard TCP/IP Port」の「Raw」を使用する
• 「LPRポートモニター」をインストールして利用できる「LPR Port」を使用する（Windows Vista/7/8/8.1/10の場合）

Windows Vista/7/8/8.1/10で印刷する場合

ここでは、Windows 7で「Standard TCP/IP Port」の LPR/Rawを使用し、TCP/IPネットワーク印刷をする手順を説明します。
• Windows Vista/8/8.1/10では、画面デザインなどが異なりますが、手順は同じです。
• 本プリンターをWindows環境でご使用いただくには、プリンタードライバーのインストールが必要です。

 取扱説明書　プリンタードライバーのインストール
• プリンターの追加で新しいプリンターをインストールする場合も、印刷ポートの作成手順は以下の手順とほとんど同じです。Windows 標準の「プ
リンターの追加」では、プリンタードライバー以外のユーティリティソフトウェアはインストールされません。ユーティリティソフトウェアを
インストールしないと、プリンタードライバーの一部の機能が制限されるなど、プリンターの機能を最大限に活かすことができません。このた
め、プリンタードライバーは、セットアップウィザードを使用してインストールすることをお奨めします。

1. Windows 7を起動し、ユーザーアカウントの種類が「管理者」に設定されているユーザー名でログオンします。

2. 「スタート」メニューをクリックし、「デバイスとプリンター」を選択します。
「デバイスとプリンター」フォルダーが表示されます。
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3. ツールバーの「プリンターの追加」をクリックします。
プリンターの追加ウィザードが開始されます。
• プリンター本体は、ネットワークに関する項目を正しく設定してから再起動し、電源

ONにしておいてください。

4. 「ネットワーク、ワイヤレスまたは Bluetoothプリンターを追加します」をクリッ
クします。
利用できるプリンターの検索が開始され、しばらくすると利用できるプリンターが一覧
に表示されます。

60-0252

60-0228
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5. 追加したいプリンターを選択して「次へ」ボタンをクリックし、手順 9に進みます。
• 本プリンターは「プリンター名」が「GE6000（CASIO）」と表示されます。
• 追加したいプリンターが一覧に表示されない場合は、手順 6に進み手動でホスト名ま
たは IPアドレスを設定します。

6. 追加したいプリンターが一覧に表示されない場合は、「探しているプリンターはこ
の一覧にはありません」をクリックします。

60-0230

60-0229
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7. 「TCP/IPアドレスまたはホスト名を使ってプリンターを追加する」を選択し、「次へ」
ボタンをクリックします。

8. 「ホスト名または IPアドレス」に、追加したいプリンターの IPアドレスを入力して、
「次へ」ボタンをクリックします。
• WINSを使用できる環境ではホスト名を入力してください。

60-0231

60-0232
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9. 「製造元」で「Casio」を、「プリンター」で「CASIO SPEEDIA GE6000」を選択し、
「次へ」ボタンをクリックします。

10. 「現在インストールされているドライバーを使う（推奨）」を選択し、「次へ」ボタ
ンをクリックします。

60-0233

60-0234
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11. 表示されているプリンター名を変更する場合は、「プリンター名」に新しい名前を
入力し、「次へ」ボタンをクリックします。
• 表示されている名前をそのまま使う場合は、何もしないで「次へ」ボタンをクリックし
ます。
プリンタードライバーのインストールが開始されます。しばらくお待ちください。

12. 「プリンター共有」が表示された場合は、必要に応じて内容を入力して「次へ」ボ
タンをクリックします。

60-0235

60-0236
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13. 「完了」ボタンをクリックします。

以上で、プリンターの追加が終了しました。「デバイスとプリンター」フォルダーの画面
に戻ります。正しくプリンターが追加されると、プリンターアイコンが追加されます。

60-0237

60-0253
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DHCPを使用する場合の設定

DHCP※ 1を使用して IPアドレスの設定／管理をしている環境では、
本プリンターの IPアドレスも、同様に設定／管理できます。
※ 1DHCP＝  Dynamic Host Configuration Protocol：動的ホスト構成プ

ロトコル
DHCPでは、その名称が示すように、IPアドレスを含めたホスト構成
が動的に行われます。印刷するプリンターで使用する場合は、関連す
る設定をしておく必要があります。
本プリンターを使用する環境の Microsoft Network（Windowsのネット
ワーク環境）でWINS（Windows Internet Name Service）を使用して
いる場合は、WINSサーバーの NetBIOSネームサービスにより、プリ
ンターの名前解決※ 2ができます。
※ 2名前解決＝ 本プリンターの名前（ネットワーク設定変数 machine_

name設定文字列）から、DHCPサーバーにより割り当
てられた IPアドレスへのマッピングの登録と解決

DHCPでは、本プリンターへ DHCPサーバーからリースされる※ 3IP
アドレスは「予約」の必要がなく、毎回異なる IPアドレスがリース
されてもプリンターがWINSサーバーへ NetBIOS名を登録するため、
WINSサーバーで名前解決が行われます。このため、お使いのコン
ピューターの設定は毎回変更しなくても使用できます。
※ 3リースされる＝割り当てられること
WINSを使用していない場合は、DHCPサーバーへプリンターの
Ethernetアドレス（MACアドレス）とリースする IPアドレスを「予約」
登録し、プリンターが取得する IPアドレスを固定して使用します。

ここでは、Microsoft Network（Windowsのネットワーク環境）を構築し、
Windows Server 2008 R2上で DHCPサーバーを運用している場合の、
DHCPサーバーへ本プリンターの Ethernetアドレス（MACアドレス）
とリースする IPアドレスを「予約」登録して使用する手順を説明しま
す。

• Windows Server 2008の場合も、設定はほとんど同じです。
• WINSを使用している場合は、次を参照してください。

 WINSを使用する場合の設定（161ページ）
• WINSサーバー／ DHCPサーバーはシステム管理者によって管理
されています。設定や確認をする場合は、システム管理者の了承の
もとで操作してください。

• WINSサーバー機能／ DHCPサーバー機能が、あらかじめサーバー
コンピューターへインストールされている必要があります。詳しく
は、システム管理者にお問い合わせください。また、各オペレーティ
ングシステムのマニュアル／オンラインヘルプをお読みください。
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DHCPを使用する場合の設定の流れ

プリンターを DHCPで使用する際は、次の手順で設定します。

プリンターの Ethernetアドレス（MACアドレス）を確認します。
確認したアドレスは後で使用しますのでメモしておいてください。

  Ethernet address（Ethernetアドレス（MACアドレス））
について（132ページ）

プリンターを設定します。
• 操作パネルの設定メニューで「通信方法（IP Config）」を「DHCP」
に設定します。

 プリンターのネットワーク設定（150ページ）
• 操作パネルの設定メニューでネットワークの基本的な項目を設
定します。

 メニュー項目（133ページ）
• DHCPを使用する場合は、「通信速度（Link Mode）」、「通信方
法（IP Config）」の 2項目の設定が必要です。

• その他のネットワーク設定変数は、TELNET、CASIO SPEEDIA 
Web Monitor（Web設定）で設定できます。

 TELNETのコマンド一覧（インターフェース設定）（179ページ）

DHCPサーバーの設定をします。
「予約」の設定をします。

 DHCPサーバーへの「予約」の追加設定（148ページ）

• 設定した候補や値に誤りがある場合は、正常に通信できない場
合があります。

 プリンターのネットワーク設定（150ページ）

プリンターを再起動します。
表示パネルの指示に従い、「今すぐ再起動」を選択します。

お使いのクライアントコンピューターの設定をします。
DHCPサーバーで、予約した IPアドレスを使用してクライアント
コンピューターを設定をします。
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DHCPサーバーへの「予約」の追加設定

ここでは、Windows Server 2008 R2を例に手順を説明します。

1. ユーザーアカウントの種類が「管理者」に設定されているユーザー名でログオンします。

2. 「スタート」メニューの「すべてのプログラム」から「管理ツール」を選択し、「管理ツール」を開きます。

3. 「管理ツール」から「DHCP」を選択し、DHCPサーバーの管理画面を開きます。

4. スコープの「状態」が「アクティブ」であることを確認します。

5. 「予約」を登録する「スコープ」ツリー表示を展開し、「予約」を選択して右クリッ
クメニューから「新しい予約」を選択します。

60-0265

60-0266
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6. 表示された「新しい予約」画面で、リースを行う「IPアドレス」とプリンターの
Ethernetアドレス（MACアドレス）を設定し、「DHCP」をクリックします。
「予約名」は任意の文字列ですが、プリンターのマシン名を設定することをお勧めします。

7. 「追加」ボタンをクリックします。
• 続けて複数のプリンターの登録を行う場合は、設定と追加を繰り返してください。追加
が終了したら「閉じる」ボタンをクリックします。

8. 「予約」した結果が、予約ツリーへ追加表示されていることを確認します。

60-0267

60-0268
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プリンターのネットワーク設定

ここでは、プリンターのネットワーク設定変数「通信方法（IPアドレ
ス決定方法、変数名：ip_config）」の設定を変更します。

1. 操作パネルの設定メニューで、「インターフェース設定」→
「IPv4」→「通信方法」を、「DHCP/AutoIP」または「DHCP」
を選択し、操作パネルの （決定）ボタンを押します。

• システム管理者以外の方が作業を代行される場合は、必ずシステ
ム管理者の同意を得た上で作業してください。

• 設定した内容は、操作パネルのメニューボタンを押して、メニュー
を終了する際に保存されます。設定変更後は必ずメニュー終了状
態にしてください。

2. プリンターを再起動します。
• 保存した設定内容は、次にプリンターが正常に起動した後から有
効になります。表示パネルの指示に従い、「今すぐ再起動」を選
択します。再起動後に設定内容が反映されます。
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DHCPの設定の確認

ここでは、DHCPを使用する際の設定が正しく行われ、プリンターが使用可能状態であることを DHCPサーバーの表示で確認します。

1. DHCPサーバーの管理画面で「アドレスのリース」を選択します。

2. 現在リースされている IPv4アドレスの一覧が表示されます。「クライアント IPア
ドレス」欄、「一意な ID」欄を確認してください。確認した内容は後でクライアン
トコンピューターの設定に使用しますので、メモしておいてください。
「一意な ID」欄にはプリンターの Ethernetアドレス（MACアドレス）が表示され
ます。先程設定したプリンターのアドレスと同一であるか確認してください。
「名前」欄は、「予約」を行った際に設定した「予約名」が表示されます。この場合「リー
スの有効期限」欄に「予約（アクティブ）」と表示されることで、プリンターへ正しく
IPv4アドレスがリースされた（割り当てられた）ことになりますので、確認してください。
なお、WINSを使用している環境で「予約」を行わなかった場合、「リースの有効期限」
欄に日付／時刻が表示されます。

60-0269

60-0270
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クライアントコンピューターの設定

ここでは、DHCPを使用する際の設定が正しく行われ、プリンターが
使用可能状態になっているものとして、クライアントコンピューター
を設定します。

クライアントコンピューターの設定は、既に説明した方法と同一です。
 TCP/IP印刷機能を利用した設定（139ページ）

DHCPサーバーのみ使用している場合

ポート名またはプリンター名として、DHCPサーバーへ「予約」登録
した IPv4アドレスを使用して定義します。

DHCPサーバーとWINSサーバーを使用している場合

ポート名またはプリンター名として、プリンターの「マシン名」を使
用して定義します。
以上で、DHCPサーバーで運用する環境での、TCP/IPネットワーク印
刷の設定は終了です。
Windows環境から TCP/IPを利用したネットワーク印刷が可能となり
ます。
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DHCPv6を使用する場合の設定

DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol：動的ホスト構成プロト
コル）を使用して IPv6アドレスの設定／管理を行っている環境では、
本プリンターの IPv6アドレスも同様に設定／管理することができます。
（IPv6の DHCPを本書内では「DHCPv6」と呼称します。）
DHCPv6では、その名称が示すように、IPv6アドレスを含めたホスト
構成が動的に行われます。印刷するプリンターで使用する場合は、関
連する設定をしておく必要があります。
本プリンターへ DHCPv6サーバーからリースされる IPv6アドレスを
アドレスリースの「予約」として登録することにより、プリンターが
取得する IPv6アドレスを固定して使用します。
ここでは、Windows Server 2008 R2上で DHCPv6サーバーを運用し
ている場合の、DHCPv6サーバーに本プリンターへリースされる IPv6
アドレスをアドレスリースの「予約」登録して使用する手順を説明し
ます。
• Windows Server 2008の場合も、設定はほとんど同じです。

• DHCPv6サーバーはシステム管理者によって管理されています。
設定確認をする場合は、システム管理者の了承のもとで操作して
ください。

• DHCPv6サーバー機能は、あらかじめサーバーコンピューターへ
インストールされている必要があります。詳しくはシステム管理
者に確認してください。または、各オペレーティングシステムの
マニュアル／オンラインヘルプをお読みください。
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DHCPv6を使用する場合の設定の流れ

プリンターを DHCPv6で使用する場合は、次の手順で設定します。

プリンターの Ethernetアドレス（MACアドレス）を確認します。
確認したアドレスは後で使用しますのでメモしておいてください。

  Ethernet address（Ethernetアドレス（MACアドレス））
について（132ページ）

プリンターを設定します。
• 操作パネルの設定メニューで、「インターフェース設定」→「プ
ロトコル」を「IPv4/IPv6共用」または「IPv6のみ使用」に設
定します。「インターフェース設定」→「IPv6」→「DHCPv6」
は「使用する」に設定します。

 プリンターのネットワーク設定（156ページ）
• 操作パネルの設定メニューでネットワークの基本的な項目を設
定します。

 メニュー項目（133ページ）
• DHCPを使用する場合は、「通信速度（Link Mode）」、「通信方
法（IP Config）」の 2項目の設定が必要です。

• その他のネットワーク設定変数は、TELNET、CASIO SPEEDIA 
Web Monitor（Web設定）で設定できます。

 TELNETのコマンド一覧（インターフェース設定）（179ページ）

• 設定した候補や値に誤りがある場合は、正常に通信できない場
合があります。

 プリンターのネットワーク設定（156ページ）

DHCPサーバーの設定をします。
「予約」の設定をします。

 DHCPサーバーへ「予約」の追加設定（157ページ）

プリンターを再起動します。
表示パネルの指示に従い、「今すぐ再起動」を選択します。

お使いのクライアントコンピューターの設定をします。
DHCPv6サーバーで、予約した IPv6アドレスを使用してクライア
ントコンピューターを設定をします。

 メニュー項目（133ページ）
DHCPを使用する場合は、「通信速度（Link Mode）」、「通信方法（IP 
Config）」の 2項目の設定が必要です。
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メニュー項目 表示メッセージ 説明

プロトコル
IPv4/IPv6共用

＊ IPv4のみ使用
IPv6のみ使用

プロトコルを設定します。
• IPv4/IPv6共用 ･･･ インターネットプロトコル（IP）バージョン 4（v4）と、インターネッ

トプロトコル（IP）バージョン 6（v6）の両方を使用して、IP通信を行
います。

• IPv4のみ使用 ･･･IPv4のみで IP通信を行います。
• IPv6のみ使用 ･･･IPv6のみで IP通信を行います。

通信速度
＊自動設定

100M全二重
100M半二重
10M全二重
10M半二重

通信速度を設定します。
• 「自動設定」･･･ オートネゴシエイション機能を使用して、通信速度が決定されます。
•  通常は「自動設定」でお使いください。「自動設定」でコンセントレーター（Hub）との

Linkが確立しない場合に、他の設定をお試しください。

IPv6 DHCPv6 ＊使用する
使用しない

DHCPv6による IPv6アドレス決定方法の使用を設定します。
• 使用する ･･･DHCPv6を使用して IPv6アドレスの決定を行います。
• 使用する場合は DHCPv6に対応したサーバーが必要です。

RAアドレス ＊使用する
使用しない

RA（Router Advertize）による IPv6アドレス決定方法の使用を設定します。
• 使用する ･･･RAを使用して IPv6アドレスの決定を行います。
• 使用する場合は IPv6の RAをサポートしているルーターなどが必要です。

マニュアルアドレス 使用する
＊使用しない

マニュアル設定の IPv6アドレスの使用／未使用を設定します。
• 使用する ･･･ マニュアル設定の IPv6アドレスを使用します。
• IPv6アドレスのマニュアル設定は CASIO SPEEDIA Web Monitor（Web設定）または

TELNETで行います。
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プリンターのネットワーク設定

ここでは、プリンターのネットワーク設定変数「DHCPv6（DHCPv6
の使用／未使用、変数名：dhcp6_config）」の設定を変更します。

1. 操作パネルの設定メニューで、「インターフェース設定」→
「IPv6」→「DHCPv6」→「使用する」を選択し、操作パネル
の （決定）ボタンを押します。

• システム管理者以外の方が作業を代行される場合は、必ずシステ
ム管理者の同意を得た上で作業してください。

• 設定した内容は、操作パネルのメニューボタンを押して、メニュー
を終了する際に保存されます。設定変更後は必ずメニュー終了状
態にしてください。

2. プリンターを再起動します。
• 保存した設定内容は、次にプリンターが正常に起動した後から有
効になります。表示パネルの指示に従い、「今すぐ再起動」を選
択します。再起動後に設定内容が反映されます。
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DHCPサーバーへ「予約」の追加設定

ここでは、DHCPv6サーバーに対して、プリンターへリースした IPv6アドレスと本プリンターを識別するための DUID（DHCP Unique Identifier、
DHCP固有識別子）、IA（Identity Association）を使用して、IPv6アドレスを「予約」登録して使用する手順を説明します。
ここでは、Windows Server 2008 R2を例に手順を説明します。

1. ユーザーアカウントの種類が「管理者」に設定されているユーザー名でログオン
します。

2. 「スタート」メニューの「すべてのプログラム」から「管理ツール」を選択し、「管
理ツール」を開きます。

3. 「管理ツール」から「DHCP」を選択し、DHCPサーバーの管理画面を開きます。

4. スコープの「状態」が「アクティブ」であることを確認します。

5. プリンターの電源を「OFF」→「ON」にして、しばらく待ちます。

6. プリンターへリースされた IPv6アドレスを「アドレスのリース」で確認します。

60-0271

60-0272
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7. プリンターへリースされた IPv6アドレスを選択し、右クリックメニューの「予約
に追加」をクリックします。

8. 「リースは正常に予約に変換されました」と表示されたら、「OK」ボタンをクリッ
クします。

9. プリンターへリースされた IPv6アドレスを選択し、右クリックメニューの「プロ
パティ」をクリックます。

60-0273

60-0274

60-0275
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10. 「予約名」、「説明」を設定します。
「予約名」、「説明」は任意の文字列です。プリンターの「マシン名」、「製品名」をそれぞ
れに設定することをお勧めします。

11. プリンターの電源を「OFF」→「ON」にして、しばらく待ちます。

正しく予約されると、プリンターへリースされた IPv6アドレスが表示され「リースの有
効期限」に「予約（アクティブ）」と表示されます。
「予約」した IPv6アドレスは予約ツリーへ追加表示されます。あわせてご確認ください。

60-0276

60-0277
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クライアントコンピューターの設定

ここでは、DHCPv6を使用するための項目が正しく設定され、プリ
ンターが使用できる状態になっているものとして、クライアントコン
ピューターを設定します。

クライアントコンピューターの設定は、既に説明した方法と同一です。
 TCP/IP印刷機能を利用した設定（139ページ）

ポート名またはプリンター名として、DHCPv6サーバーへ「予約」登
録した IPv6アドレスを使用して定義します。

以上で、DHCPv6サーバーで運用する環境での、TCP/IPネットワー
ク印刷の設定は終了です。
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WINSを使用する場合の設定

本プリンターを使用する環境の Microsoft Network（Windowsのネット
ワーク環境）でWINS（Windows Internet Name Service）を使用して
いる場合は、WINSサーバーの NetBIOSネームサービスにより、プリ
ンターの名前解決※ 1ができます。
※ 1名前解決＝ 本プリンターの名前（ネットワーク設定変数 machine_

name設定文字列）から、DHCPサーバーにより割り当
てられた IPアドレスへのマッピングの登録と解決

DHCPでは、本プリンターへ DHCPサーバーからリースされる※

2IPアドレスは「予約」の必要がなく、毎回異なる IPアドレスがリー
スされてもプリンターがWINSサーバーへ NetBIOS名を登録する
ため、WINSサーバーで名前解決が行われます。このため、お使い
のコンピューターの設定は毎回変更しなくても使用できます。
※ 2リースされる＝割り当てられること
WINSを使用していない場合は、DHCPサーバーへプリンターの
Ethernetアドレス（MACアドレス）とリースする IPアドレスを「予
約」登録し、プリンターが取得する IPアドレスを固定して使用し
ます。
BOOTP（BOOTstrap Protocol） /RARP（Reverse Address 
Resolution Protocol）を使用して IPアドレスを設定／管理している
環境では、プリンターへ BOOTP/RARPサーバーから割り当てられ
る IPアドレスを基に、プリンターからWINSサーバーへ NetBIOS
名が登録されます。
クライアントコンピューターでは、WINSサーバーにより名前解決
が実行されます。従って、BOOTP/RARPサーバーの設定を変更し
て異なる IPアドレスを割り当てても、各クライアントコンピュー
ターのプリンターポートの設定を変更する、または hostsファイル
を変更するなどの必要はありません。

ここでは、Microsoft Network（Windowsのネットワーク環境）を構築
し、Windows Server 2008 R2上で DHCPサーバーを運用している場合
の、DHCPサーバーへ本プリンターのEthernetアドレス（MACアドレス）
とリースする IPアドレスを「予約」登録して使用する手順を説明します。
• Windows Server 2008の場合も、設定はほとんど同じです。

• WINSサーバー／DHCPサーバー／BOOTPサーバー／RARPサー
バーはシステム管理者によって管理されています。設定や確認を
する場合は、システム管理者の了承のもとで操作してください。

• WINSサーバー機能／ DHCPサーバー機能が、あらかじめサーバー
コンピューターへインストールされている必要があります。詳し
くは、システム管理者にお問い合わせください。また、各オペレー
ティングシステムのマニュアル／オンラインヘルプをお読みくだ
さい。
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WINSを使用する場合の設定の流れ

プリンターをWINSで運用するネットワーク環境では、次の手順で設定します。

プリンターのマシン名（ネットワーク設定変数machine_name設
定文字列）を確認します。確認したマシン名は、後で使用します
のでメモしておいてください。

WINSサーバーが稼働中であるかを確認します。

DHCPサーバーを使用している場合は、DHCPサーバーの設定を
確認します。

DHCPサーバーを使用していない場合、または DHCPサーバーの
オプションで「044 WINS/NBNSサーバー」オプションを設定し
ていない場合は、CASIO SPEEDIA Web Monitor（Web設定）、
または TELNETを使用して、プリンターへWINSサーバーアドレ
ス（ネットワーク設定変数 wins_server1/ wins_server2）を設定
します。

プリンターを再起動します。

お使いのクライアントコンピューターを設定します。

WINSサーバーでの設定を確認します。
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DHCPサーバーの設定確認

ここでは DHCPサーバーの設定を確認します。現在のプリンターが DHCPを使用していない場合は、下記を参照して設定してください。
 DHCPを使用する場合の設定（146ページ）

1. 「管理ツール」から「DHCP」を選択し、DHCPサーバーの管理画面を開きます。
• DHCPサーバーをインストールしていない場合は、ショートカットが表示されません。

2. 「状態」が「アクティブ」で、「スコープ」が正しく設定され「アドレスリース」
に空きがあることを確認します。
（1） 「状態」が「アクティブ」である

（2） 「アドレス プール」に一定の範囲がある

60-0265

60-0278
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（3） 「アドレスのリース」で「アドレス プール」が占められておらず、空きがある

3. オプション設定を確認します。
「サーバー オプション」を選択して、DHCPサーバーのオプションを表示します。

60-0280

• 「044 WINS/NBNSサーバー」オプションに、WINSサーバーの IPアドレスが設定され
ている（WINSサーバーと DHCPサーバーは同一サーバーコンピュータ―上に構築可
能です。）

• 「046 WINS/NBTノード タイプ」オプションに、「P－ノード」※１を含む値が設定され
ている
※ 1ノードタイプ設定値は、以下の通りです。
• 0x1=B－ノード
• 0x2=P－ノード
• 0x4=M－ノード（B－ノード＋ P－ノード）
• 0x8=H－ノード（P－ノード＋ B－ノード）
本プリンターは「P－ノード」を使用しています。

60-0279
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プリンターのネットワーク設定

ここでは、プリンターのネットワーク設定変数「wins_server1/wins_
server2」の設定を変更します。
前項で、「サーバー オプション」の各項目が正しくが設定されている
場合は、DHCPにてWINSサーバーの IPアドレスがプリンターへ通
知されますので、設定は不要です。
「wins_server1/wins_server2」は、操作パネルの設定メニュー、
TELNET、CASIO SPEEDIA Web Monitor（Web設定）で設定できます。

操作パネルの設定メニューで設定を変更する

1. プリンターの電源 ONの状態で、メニューボタンを押します。

2. 「インターフェース設定」→「IPv4」→「WINSサーバー」の
順に選択し、プリンター操作パネルの ボタンを押します。

3. 「WINSサーバー #1」、「WINSサーバー #2」に IPv4アドレ
スをそれぞれを入力し、操作パネルの （決定）ボタンを押
します。
• 設定した内容は、操作パネルのメニューボタンを押して、メニュー
を終了する際に保存されます。設定変更後は必ずメニュー終了状
態にしてください。

4. プリンターを再起動します。
• 保存した設定内容は、次にプリンターが正常に起動した後から有
効になります。表示パネルの指示に従い、「今すぐ再起動」を選
択します。次回電源 ON時または再起動後に設定内容が反映され
ます。

TELNET、CASIO SPEEDIA Web Monitor（Web設定）で設定を変更
する

TELNET、CASIO SPEEDIA Web Monitor（Web設定）を使用してプ
リンターへ接続します。下記は CASIO SPEEDIA Web Monitor（Web
設定）からの手順を説明します。

1. システム管理者として登録したユーザー名でログインしま
す。
初期状態ではログイン名「guest」、パスワードはなしに設定され
ています。

2. 「インターフェース設定」→「詳細設定」→「TCP/IP設定」
の「WINSサーバーアドレス 1」と「WINSサーバーアドレス 2」
に、WINSサーバーのアドレスを設定します。

3. 設定変更が終了したら、「設定変更ログアウト」ボタンまた
は「終了」ボタンをクリックします。

4. 「設定変更終了確認」画面が表示されます。
• 変更内容をプリンターへ保存する：「保存して終了」ボタンをク
リックします。

5. 「Webページからのメッセージ」画面に従い、「OK」ボタン
をクリックしてプリンターを再起動します。
• 再起動後に設定内容が反映されます。
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WINSの設定確認

ここでは、WINSを使用するための項目が正しく設定され、WINSのノードとしてプリンターが使用できる状態であることを、WINSサーバーの
表示で確認します。
プリンター本体の電源をONにした後、各種サーバー（DHCP/BOOTP/RARP/WINS）の設定変更やネットワークの設定変更後にプリンターの再起動、
またはプリンター本体の電源を OFFにしていない場合は、プリンターの電源を再投入（OFF→ ON）してください。プリンターが正常に起動さ
れるまで、しばらくお待ちください。

1. WINSサーバーの管理画面で「アクティブな登録」を選択し、右クリックメニュー
から「レコードの表示」を選択します。

60-0281
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2. 「この名前のパターンに一致するレコードをフィルターする」にチェックマークを
付け、入力欄へプリンターのマシン名（ネットワーク設定変数 machine_nameの
設定文字列）の先頭から 2～ 3文字を入力して「検索開始」ボタンをクリックします。

3. 検索結果を確認します。

60-0283

• 「レコード名」欄と「IPアドレス」欄の内容は、後でクライアントコンピューターの設
定に使用しますので、メモしておいてください。

• 「レコード名」欄には本プリンターのマシン名（ネットワーク設定変数machine_name
の設定文字列）が表示されます。先ほど設定したプリンターのマシン名と同一であるか
を確認してください。

60-0282
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クライアントコンピューターの設定

ここでは、WINSを使用するための項目が正しく設定され、本プリン
ターが使用できる状態になっているものとして、クライアントコン
ピューターを設定します。
ここでは、Windows 7を例に手順を説明します。

WINS使用の確認

1. ユーザーアカウントの種類が「管理者」に設定されているユー
ザー名でログオンします。

2. 「スタート」メニューの「コントロールパネル」から、「ネッ
トワークの状態とタスク表示」を選択して「ネットワークと
共有センター」を開きます。

3. 「ローカル エリア接続」をクリックして「ローカル エリア接
続の状態」画面を表示します。「プロパティ」をクリックし
て「ローカル エリア接続のプロパティ」を表示します。

4. 「この接続は次の項目を使用します」リストから、「インター
ネット プロトコル バージョン 4（TCP/IPv4）」を選択して「プ
ロパティ」をクリックします。

5. 「インターネット プロトコル バージョン 4（TCP/IPv4）」画
面の「詳細設定」ボタンをクリックします。

6. 「TCP/IP詳細設定」画面の「WINS」タブをクリックします。

7. 「WINSアドレス」欄に、プリンターへ設定したWINSサーバー
の IPアドレス、または DHCPサーバーに設定したWINSサー
バーの IPアドレスが含まれていることを確認します。

プリンターの再起動、または電源の再投入（OFF→ ON）

プリンター本体の電源を ONにした後、各種サーバー（DHCP/
BOOTP/RARP/WINS）の設定変更やネットワークの設定変更後にプリ
ンターの再起動、またはプリンター本体の電源を OFFにしていない場
合は、プリンターの電源の再投入（OFF→ ON）してください。プリ
ンターが正常に起動されるまで、しばらくお待ちください。

プリンターポートの追加

プリンターポートの追加方法は、基本的に既に説明した方法と同じで
す。ただし、WINSを使用している環境の場合「ポートを追加」する
場合に IPv4アドレスではなく NetBIOS名としてプリンターのマシン
名（ネットワーク設定変数 machine_nameの設定文字列）を使用して
ポートを定義できる点が異なります。
DHCPサーバーでリースを行う IPv4アドレスの「予約」をしない場合、
プリンターの電源を ONにしたときに、プリンターへ割り当てられる
IPv4アドレスが異なることがあります。プリンターポートを NetBIOS
名で定義してWINSサーバーで名前解決（本プリンターの名前：ネッ
トワーク設定変数 machine_name設定文字列）から、本プリンター
の IPv4アドレス（固定 IPv4アドレスの場合は IP_Address設定値、
DHCP/BOOTP/RARPの場合はそれぞれのサーバーから割り当てられ
た（リースされる）IPv4アドレスへのマッピング登録と解決）をしな
いと、快適な印刷ができなくなります。
ここでは、Windows 7環境でWINSを使用してクライアントコンピュー
ターで印刷する場合の手順を説明します。
「Standard TCP/IP Port」を使用して TCP/IPネットワーク印刷をする
例で説明します。なお、これ以外の環境でポート名（またはプリンター
名）を IPv4アドレスではなく NetBIOS名としてプリンターのマシン
名を使用して定義して設定することもできます。



IP（Internet Protocol）環境でのソフトウェア設定

169

1. ユーザーアカウントの種類が「管理者」に設定されているユーザー名でログオン
します。

2. 「スタート」メニューの「デバイスとプリンター」をクリックします。
「デバイスとプリンター」フォルダーが開きます。

3. ツールバーの「プリンターの追加」をクリックします。
プリンターの追加ウィザードが開始されます。

4. 「インストールするプリンターの種類の選択」で、「ローカルプリンターを追加し
ます」をクリックします。
「プリンター ポートの選択」画面が表示されます。

60-0284

60-0285
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5. 「新しいポートの作成」を選択し、「ポートの種類」で「Standard TCP/IP Port」を
選択して「次へ」ボタンをクリックします。

6. 「ホスト名または IPアドレスを入力します」で、「ホスト名または IPアドレス」に
NetBIOS名としてプリンターのマシン名を入力して「次へ」ボタンをクリックし
ます。
• マシン名を入力すると「ポート名」が自動的に表示されます。そのままお使いください。

60-0286

60-0287
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「TCP/IPポートの検出」画面が表示されます。
• 指定されたプリンターの TCP/IPポートの検出中です。しばらくお待ちください。

「ドライバーのモデルを検出しています…」画面が表示されます。
• プリンターと通信して、使用するプリンタードライバーを自動的に検出しています。し
ばらくお待ちください。

「プリンタードライバーのインストール」が表示されます。

60-0288

60-0289
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7. 「プリンタードライバーのインストール」で、「製造元」で「Casio」、「プリンター」
で「CASIO SPEEDIA GE6000」を選択し、「次へ」ボタンをクリックします。
「どのバージョンのドライバーを使用しますか？」が表示されます。

8. 「現在インストールされているドライバーを使う（推奨）」を選択して、「次へ」ボ
タンをクリックします。
「プリンター名を入力してください」が表示されます。

60-0290

60-0291
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9. 「プリンター名」に名前を入力し、「次へ」ボタンをクリックします。
• 「プリンター名」は、後で変更することもできます。
「プリンタードライバーのインストール」が実行されます。

コンピューターの設定によっては、「プリンター共有」が表示されます。必要に応じて内
容を変更してください。入力が終了したら「次へ」ボタンをクリックします。

60-0292

60-0293
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10. 「完了」ボタンをクリックします。

11. 「デバイスとプリンター」画面で、プリンターが追加されていることを確認します。
以上で、WINSを使用した TCP/IPネットワーク印刷の設定は終了です。

60-0294

60-0295
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本プリンターでは、IP環境でネットワーク設定ができます。設定できる項目は、各環境で使用する項目にだけではなく、他の環境で使用する設定
項目も設定できます。
お使いのオペレーティングシステムにインストールされているソフトウェアの TELNET、または CASIO SPEEDIA Web Monitor（Web設定）を使
用して、プリンターのネットワーク設定変数を変更できます。

設定できるユーザーは、管理者だけです。設定項目については、下記を参照してください。
 設定編　インターフェース設定メニュー（24ページ）

IP環境では、TCP/IPを使用する次のプロトコルで、本プリンターの設定ができます。

プロトコル名 機 能 概 要

TELNET プリンターの内部設定の参照・変更に使用します。これにより、プリンターのネットワーク設定変数の設定ができます。また、プリンターの動作状
態を表示することもできます。
TELNETは、RFC854、RFC855に準拠します。実装は BSD系に準拠します。

 TELNETによる設定（176ページ）

HTTP CASIO SPEEDIA Web Monitor（Web設定）を使用して、プリンターの内部設定の参照・変更に使用します。これにより、プリンターのほとんどす
べての設定ができます。また、プリンターの動作状態の表示や、簡単な操作ができます。Webブラウザーが必要です。

 CASIO SPEEDIA Web Monitor（Web設定）編（63ページ）

プリンターのネットワーク設定
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TELNETを使用すると、プリンターの内部設定の参照、変更ができます。また、プリンターの動作状態を表示することもできます。
• TELNETは、お使いのオペレーティングシステムにインストールされているソフトウェアを使用されることを前提としています。本プリンター
の付属ユーティリティとしては提供されていません。

• TELNETは、お使いのオペレーティングシステムやソフトウェアによって異なります。ここでは、通常オペレーティングシステムに付属して
いる TELNETクライアントソフトウェアを例に、操作を説明しています。

起動および接続方法

TELNETクライアントソフトウェアを起動してプリンターへ接続し、ユーザー名／パスワードを入力してログインを完了します。ログインが完了
すると、入力したユーザー名を元にしたプロンプトが表示されます。

C:¥>telnet 130.10.90.196
CASIO GE6000 Ver.xxxxxxxxxx / xx
USER: guest
Password:

guest>

斜体部分を入力します。
• 「USER:」と表示されたら、ユーザー名を入力します。
• ユーザー名は管理者以外は特に定められていません。初期状態（工場出荷デフォルト値）の管理者ユーザー名は「guest」です。初期状態のユー
ザー名「guest」を入力すると、パスワードが要求されます。入力しないか、または任意の文字列を入力するとログインが完了します。

• 管理者登録、および「guestユーザーによる設定変更の禁止」を設定することをお勧めします。
• 登録した管理者は、ログイン時にパスワードを要求されます。設定されているパスワードを入力してください。
• 次のコマンドを使用できるのは、管理者だけです。
　set

TELNETによる設定
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管理者のパスワードが一致しない場合は、「Login incorrect」と表示されます。再度ユーザー名の入力からやり直してください。
C:¥>telnet 130.10.90.196
CASIO GE6000 Ver.xxxxxxxxxx / xx
USER: casio ←「casio」は、管理者ユーザーとして登録されていることとします。
Password:
Login incorrect

USER:

既に他の管理者がプリンターへ接続している場合は、「Login incorrect. Already used by another administrator.」と表示されます。
管理者以外のユーザー名を再度入力してください。
C:¥>telnet 130.10.90.196
CASIO GE6000 Ver.xxxxxxxxxx / xx
USER: casio ←「casio」は、管理者ユーザーとして登録されていることとします。
Password:
Login incorrect. Already used by another administrator.

USER:

プリンターへ接続した状態で約 5分間※ 1操作しない状態が続くと、TELNET接続が強制的に切断されます。切断された場合は、接続操作を始めか
らやり直してください。
※ 1初期状態（工場出荷デフォルト値）の場合です。ネットワーク設定変数 tcp_idle_timeの設定は、約 1～ 20分の範囲で変更できます。
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TELNETで使用できるコマンド

TELNETで使用できるコマンドを説明します。コマンドはプロンプト表示状態（「入力したユーザー名」+”>”）で入力してください。

コマンド 説明

help TELNETで使用できるコマンド一覧、各コマンドの入力ガイダンス、および設定変数に設定する値のガイダンスが表示され
ます。

show 指定した変数名、グループ名、または設定できる変数すべての設定状態を表示します。

set 指定した変数名に、数値または文字列を設定します。
このコマンドは、管理者専用です。

stat プリンターのネットワーク状態を表示します。

quit TELNETを終了して接続を切断します。setコマンドで変数へ数値または文字列を設定した場合は、設定値の保存をしない
で TELNETが終了します。

exit TELNETを終了して接続を切断します。setコマンドで変数へ数値または文字列を設定した場合は、設定値が保存され、
TELNETが終了します。保存した設定値は、次回プリンターが正常に起動した後で有効となります。
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TELNETのコマンド一覧（インターフェース設定）

TELNETの設定 初期値 グループ 備考 Web設定名

link_mode auto auto common 通信速度の決定方法を設定
します。

auto： オートネゴシエイション機能を使用して、
通信速度／通信モードが自動的に決定さ
れます。

イ ン タ ー
フェース設定
-基本設定

通信速度
（Link Mode）

100m/full 100M/Full：100Mbpsの通信速度、全二重の通信モー
ドで通信されます。

100m/half 100M/Half：100Mbpsの通信速度、半二重の通信モー
ドで通信されます。

10m/full 10M/Full： 10Mbpsの通信速度、全二重の通信モー
ドで通信されます。

10m/half 10M/Half： 10Mbpsの通信速度、半二重の通信モー
ドで通信されます。

ip_stack ipv4/ipv6 ipv4 tcpip 使用するプロトコルを設定
します。

ipv4/ipv6：IPv4/IPv6共用 インターネッ
トプロトコル 
設定ipv4 ipv4：IPv4のみ使用

ipv6 ipv6：IPv6のみ使用

ip_config memory dhcp/auto tcpip IPアドレスの決定方法を
設定します。

memory: ip_addressの設定値が IPアドレスとして設
定されます。

IPv4ネットワー
ク設定

通信速度
（Link Mode）

dhcp/auto dhcp/auto: DHCPを使用して IPアドレスを設定しま
す。DHCPで IPアドレスが設定されなかっ
た場合は、AutoIPを使用して IPアドレス
が設定されます。

dhcp rarp: BOOTPを使用して IPアドレスが設定され
ます。

bootp bootp: DHCPを使用して IPアドレスが設定され
ます。

rarp dhcp: RARPを使用して IPアドレスが設定され
ます。

ip_address 0.0.0.0 tcpip IPv4環境で使用する IPア
ドレスを設定します。

• 「ip_config」が「memory」の場合に有効です。
• 「0.0.0.0」「255.255.255.255」「127.0.0.1」 な ど の
特別な意味を持つ IPアドレスを設定すると、正常に
通信できません。

IPアドレス
（IP Address）
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TELNETの設定 初期値 グループ 備考 Web設定名

netmask 0.0.0.0 tcpip IPv4環境で使用するサブ
ネットマスクを設定します。

• DHCPを使用して、DHCPサーバーから取得したサ
ブネットマスク値を使用する場合は「0.0.0.0」を設
定してください。

• 「netmask」の設定後、外部ネットワークとの通信
が で き な い 場 合 は、「ip_config」、「ip_address」、
「gateway」と合わせて設定を確認してください。

IPv4ネットワー
ク設定

サ ブ ネ ッ ト 
マスク
（Netmask）

gateway 0.0.0.0 tcpip IP環境で使用するゲート
ウェイの IPアドレスの値
を設定します。

• 「gateway」設定後、外部ネットワークとの通信がで
きない場合は、「ip_config」、「ip_address」、「gateway」
と合わせて設定を確認してください。

• 「Gateway」欄に「0.0.0.0」が表示される場合は、設
定値に誤りがあります。「ip_config」が「memory」
以外に設定されている場合に、サーバー上で設定が
完了してない、該当のサーバーから応答がないなど
が考えられます。

• 「Gateway」欄に設定値と異なる値が表示される場合
は、「ip_config」が「memory」以外の設定になって
います。

ゲートウェイ
（Gateway）

dhcp6_config enable enable tcpip IPv6環境で DHCPv6の使
用を設定します。

enable：使用する
disable：使用しない
• DHCPv6サーバーが正しく設置されていない場合、

IPv6アドレスは設定されません。

IPv6ネットワー
ク設定

自動割り当てアドレス
（DHCPv6/RA）

DHCPv6

disable

ip6_ra_address enable enable tcpip IPv6環境で、ルーター広
告のローカルプレフィッ
クスを使用して生成した
IPv6アドレスの使用を設
定します。

enable：使用する
disable：使用しない
• ルーターが正しく設置されていない場合、IPv6アド
レスは設定されません。

ステートレス
アドレス（RA）

disable

ip6_config enable disable tcpip IPv6環境でマニュアル設
定アドレスの使用を設定し
ます。

enable：使用する
disable：使用しない

マニュアルアドレス マニュアル
アドレス

disable

ip6_address ：： tcpip IPv6環境で使用する IPv6
アドレスを設定します。

設定したアドレスを IPv6環境で使用するかどうかを 
「ip6_config」で設定します。

ip6_prefix_len 64 tcpip IPv6環境で使用するプレ
フィックス（IPv4環境で
のサブネットマスクに相
当）の長さを、ビット数で
設定します。

gateway6 ：： tcpip IPv6環境で使用するゲー
トウェイアドレスの値を設
定します。

xxxx：xxxx：・・・・：xxxxの IPv6アドレス形式で
設定します。

ゲートウェイ（IPv6）設定 ゲートウェイ
（IPv6）設定
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machine_name CPxxxxxx common プリンターのマシン名を設
定します。

• 本項目は、SNMPの標準 MIBに定義されている「シ
ステム管理名」、WINSで使用する「NetBIOS名」な
どに使用されます。

• 最大 15byteまで設定できます。
• 英小文字は、英大文字へ変換されます。
• デフォルト値での使用を推奨します。

イ ン タ ー
フェース設定 -
詳細設定

管理情報設定 マシン名

contact 未設定 common プリンターの管理者の名前
や連絡先に関するコメント
を設定します。

• 最大 127byteまで設定できます。
• 本項目は、SNMPの標準 MIBに定義されている「連
絡先」、CASIO SPEEDIA Web Monitor（Web設定）
に表示される「連絡先」などに使用されます。

• TELNETでは、漢字の入力はできません。

連絡先

location 未設定 common プリンターの設置場所に関
するコメントを設定します。

• 最大 127byteまで設定できます。
• 本項目は、SNMPの標準 MIBに定義されている「設
置場所」、CASIO SPEEDIA Web Monitor（Web設定）
に表示される「設置場所」などに使用されます。

• プリンタードライバーのセットアップウィザードを
使用してプリンターを追加すると、プリンタープロ
パティの「場所」に本項目の設定内容が反映されます。

• TELNETでは、漢字の入力はできません。

設置場所

comment 未設定 common プリンターのコメントを設
定します。

• 最大 48byteまで設定できます。
• 本項目は、CASIO SPEEDIA Web Monitor（Web設定）
に表示される「コメント」に設定内容が反映されます。

• TELNETでは、漢字の入力はできません。

コメント

dns_server1 0.0.0.0 dns DNSサーバーの IPアドレ
ス（IPv4）を設定します。

• dns_server1による名前解決が失敗した場合、dns_
server2、dns_server3による名前解決が試されます。

• プリンターを使用するネットワーク環境で「DNS」
を使用している場合は、DNSサーバーによりホスト
コンピューターの名前解決ができます。

• DHCPを使用している環境で DNSサーバーのアドレ
スが設定されている場合は、DHCPサーバーから自
動取得できます。

TCP/IP設定 DNS設定 DNSサーバー
（IPv4）設定

DNSサーバー
アドレス 1

dns_server2 DNSサーバー
アドレス 2

dns_server3 DNSサーバー
アドレス 3

dns_domain 未設定 dns プリンターが所属するドメ
イン名（IPv4）に設定します。

DNSは以下の場合に使用されます。
– NTPにより時刻同期をする場合、NTPサーバーへ
の接続をするために名前解決をするとき

– 「ネット deサポート」機能により、プリンターの情
報をネットマネジメントセンターへ送信するために
名前解決をする場合

– SNMPのTrapパケットを送信するホストコンピュー
ターのアドレス（IPv4）を名前解決するとき

DNSプライマ
リサフィック
ス
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dns6_server1 ：： dns DNSサーバーの IPアドレ
ス（IPv6）を設定します。

• dns6_server1 による名前解決が失敗した場合、
dns6_server2、dns6_server3による名前解決が試さ
れます。

• プリンターを使用するネットワーク環境で「DNS」
を使用している場合は、DNSサーバーによりホスト
コンピューターの名前解決ができます。

• DHCPを使用している環境で DNSサーバーのアドレ
スが設定されている場合は、DHCPサーバーから自
動取得できます。

DNS設定 DNSサーバー
（IPv6）設定

DNSサーバー
アドレス 1

dns6_server2 DNSサーバー
アドレス 2

dns6_server3 DNSサーバー
アドレス 3

dns6_domain 未設定 dns プリンターが所属するドメ
イン名（IPv6）に設定しま
す。

DNSは以下の場合に使用されます。
–  NTPにより時刻同期をする場合、NTPサーバーへ
の接続をするために名前解決をするとき

– 「ネット deサポート」機能により、プリンターの情
報をネットマネジメントセンターへ送信するために
名前解決をする場合

– SNMPのTrapパケットを送信するホストコンピュー
ターのアドレス（IPv6）を名前解決するとき

DNSプライマ
リサフィック
ス

wins_server1 0.0.0.0 tcpip WINSサーバーの IPアド
レスを設定します。

• wins_server1への NetBIOS名登録が異常終了した場
合は、wins_server2への NetBIOS名登録が試されま
す。

• DHCPを使用している環境で DHCPサーバーへ
WINSサーバーのアドレスが設定されている場合は、
DHCPサーバーから IPアドレスを自動取得できます。

• Microsoft Network（Windowsのネットワーク環境）
で「WINS」を使用している場合は、WINSサーバー
の NetBIOSネームサービスにより、プリンターの名
前解決ができます。

WINS設定 WINSサーバー
アドレス 1

wins_server2 WINSサーバー
アドレス 2

ntp_mode enable disable ntp NTPの動作モードを設定
します。

enable：使用する
disable：使用しない
• 「NTP（Network Time Protocol）」を使用して時刻同
期をしている場合、NTPサーバーとの通信で時刻を
同期できます。

• 時刻の同期は、プリンターの電源 ON時のみ機能し
ます。

NTP設定 時刻同期設定

disable

ntp_server1 未設定 ntp NTPサーバーのアドレス
（IPv4）を設定します。

• NTPサーバーのアドレスは、IPアドレスまたはドメ
イン名を設定できます。

• ドメイン名は最大 127byteまで設定できます。
• 英数キャラクター、一部の記号のみ入力できます。

NTPサーバー
（IPv4）設定

NTPサーバー
アドレス 1

ntp_server2 NTPサーバー
アドレス 2
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ntp6_server1 未設定 ntp NTPサーバーのアドレス
（IPv6）を設定します。

• NTPサーバーのアドレスは、IPアドレスまたはドメ
イン名を、IPv6アドレス形式で設定できます。

• ドメイン名は最大 127byteまで設定できます。
• 英数キャラクター、一部の記号のみ入力できます。

NTP設定 NTPサーバー
（IPv6）設定

NTPサーバー
アドレス 1

ntp6_server2 NTPサーバー
アドレス 2

ftp_passwd on off tcpip FTPでプリンターに接続
した際のパスワードの入力
要求に設定します。

• パスワードの入力要求が必要な FTPクライアントを
使用する場合に設定します。

• FTP接続時に指定したユーザー名が、プリンター設
定管理者用に登録されたユーザー名の場合は、常に
パスワードの入力が要求され、パスワードの一致が
チェックされます。

• FTP接続時に指定したユーザー名がプリンター設定
管理者用に登録されたユーザー名以外の場合は、入
力したパスワードの一致はチェックされません。

動作設定 FTPパスワード

off

tcp_keep_alive 30 tcpip TCP・キープ・アライブ・
パケットの送信間隔を設定
します。

• 0～ 79秒の範囲で設定します。
• 「0」を設定するとキープ・アライブ・パケットは送
信されません。この場合、プリンターはホストコン
ピューターの異常を検出できず、TCP接続をプリン
ター側からは切断できません。ホストコンピューター
との通信に異常が発生した場合は、処理が停止した
ままになります。

Keep-Alive時間

tcp_idle_time 5 tcpip TCP接続で何も操作しな
い場合のタイムアウト時間
を設定します。

• 1～ 20分の範囲で設定します。
• 「tcp_idole_time」で設定した時間が経過した時点で
管理者権限の占有状態が解放され、以降にホストコ
ンピューターから送信される設定変更ページの表示
要求／フォームデータの処理が拒否されます。

アイドル時間

snmp_mode enable enable snmp SNMPの動作モードを設
定します。

enable：使用する
disable：使用しない
• SPEEDIAマネージャーを使用する場合は、必ず
「enable」に設定します。

SNMP設定 動作モード

disable

snmp_name public snmp SNMPのコミュニティ名
を設定します。

• 英数キャラクター、一部の記号のみ入力できます。
• 最大 16byteまで設定できます。

コミュニティ名

snmp_host 0.0.0.0 snmp Trapパケットを送信する
ホストコンピューターの IP
アドレス、またはドメイン
名（IPv4）を設定します。

• SNMPのポーリング（Get/Set Request PDU）へ正
常に応答した場合、応答先のホストコンピューター
の IPアドレスが一定時間記憶され、プリンターの状
態が変化したときに、記憶したホストコンピューター
に Trapパケットが送信されます。

• Trapホストに設定されたホストコンピューターは、
1番目として記憶されます。

• ドメイン名は最大 127byteまで設定できます。
• 英数キャラクター、一部の記号のみ入力できます。

Trapホストア
ドレス（IPv4）

snmp6_host ：： snmp Trapパケットを送信する
ホストコンピューターの IP
アドレス、またはドメイン
名（IPv6）を設定します。

Trapホストア
ドレス（IPv6）
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upnp_mode enable enable autosearch UPnPでプリンターを検索
する機能を使用するかどう
かを設定します。

enable：使用する
disable：使用しない

自動検出機能 UPnP Upnp設定

disable

bonjour_mode enable enable autosearch Bonjourでプリンターを検
索する機能を使用するかど
うかを設定します。

enable：使用する
disable：使用しない

Bonjour Bonjour設定

disable

bonjour_name CPxxxxxx autosearch Bonjourでプリンターを検
索する際の名称を設定し
ます。

• 英数キャラクター、一部の記号のみ入力できます。
• 最大 16byteまで設定できます。

Bonjour名

download_site_sel casio casio download プリンタードライバーや
ユーティリティのダウン
ロード先に設定します。

casio： カシオのサイトを使用する
manual： アドレスを手動で設定する
printer： プリンターの拡張 SSD（オプション）を使

用する
• 英数キャラクター、一部の記号のみ入力できます。
• 最大 127byteまで設定できます。

プ リ ン タ ー
管 理・ 調 整
設定

ソフトダウン
ロード先の設定

manual

printer

download_casio_url download カシオ計算機株式会社のダ
ウンロードページの URL
が設定されています。

download_site_selで casioを設定した場合に使用され
ます。設定内容は変更しないでください。

download_manual_url 未設定 download 手動でダウンロード先を指
定する際に設定します。

• 英数キャラクター、一部の記号のみ入力できます。
• 最大 127byteまで設定できます。

download_site_selで manualを設定した場合に使用
されます。
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permit_ip1 0.0.0.0-0.0.0.0 permit 印刷するホストコンピュー
ターの IPアドレス（IPv4）
の範囲を設定します。

• permit_ip1～ 4のどれか 1つでもデフォルト値と異
なる IPアドレスが設定されている場合は、設定され
た範囲以外の IPv4アドレスを持つホストコンピュー
ターからの印刷が制限され、印刷データの受信開始
時に強制的に切断されます。

• 印刷以外の処理は制限されませんが、以下の方法で
印刷が制限されます。
• LPRの場合：
データレコード受信開始時に強制的に切断されま
す。LPQによる問い合わせは正しく処理して応答し
ます。

• Raw Protocol(Port9100）の場合：
データの受信開始時に強制的に切断されます。ただ
し、データ量が少なくプリンターのネットワーク
バッファ（受信バッファとは異なります）にデータ
が入る場合などは、ホストコンピューター上は正常
に送信終了となっている場合があります。

• FTPの場合：
印刷データ受信用サブディレクトリ（lp0）へのカレ
ントディレクトリの変更ができません。

• サーバー経由で印刷するクライアント／サーバー形
式の印刷システムで印刷を制限したい場合は、サー
バーの IPアドレスを必ず設定範囲に含めてくださ
い（含めない場合、サーバー経由の印刷はできませ
ん）。サーバーの IPアドレスだけを設定すると、ク
ライアントコンピューターから直接プリンターへ印
刷できないように設定できます。

• xxx.xxx.xxx.xxx-xxx.xxx.xxx.xxx（アドレス 1-アド
レス 2）の形式で設定します。必ずアドレス 1≦ア
ドレス 2で設定してください。

• permit_ip1～ 4の間では、設定したアドレス範囲の
重複、実在しない IPアドレスやネットワーク機器に
指定できない IPアドレス、サブネットワークの内外
などはチェックされません。

権限設定 -印
刷制限設定

ネットワーク
印刷制限

IPv4印刷制限 印刷可能 IPア
ドレス範囲 1

permit_ip2 印刷可能 IPア
ドレス範囲 2

permit_ip3 印刷可能 IPア
ドレス範囲 3

permit_ip4 印刷可能 IPア
ドレス範囲 4
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permit6_ip1 ：：-：： permit 印刷するホストコンピュー
ターの IPアドレス（IPv6）
の範囲を設定します。

• permit6-ip1～ 4のどれか 1つでもデフォルト値と異
なる IPアドレスが設定されている場合は、設定され
た範囲以外の IPv6アドレスを持つホストコンピュー
ターからの印刷が制限され、印刷データの受信開始
時に強制的に切断されます。

• 印刷以外の処理は制限されませんが、以下の方法で
印刷が制限されます。
• LPRの場合：
データレコード受信開始時に強制的に切断されま
す。LPQによる問い合わせは正しく処理して応答し
ます。

• Raw Protocol(Port9100）の場合：
データの受信開始時に強制的に切断されます。ただ
し、データ量が少なくプリンターのネットワーク
バッファ（受信バッファとは異なります）にデータ
が入る場合などは、ホストコンピューター上は正常
に送信終了となっている場合があります。

• FTPの場合：
印刷データ受信用サブディレクトリ（lp0）へのカレ
ントディレクトリの変更ができません。

• サーバー経由で印刷するクライアント／サーバー形
式の印刷システムで印刷を制限したい場合は、サー
バーの IPアドレスを必ず設定範囲に含めてくださ
い（含めない場合、サーバー経由の印刷はできませ
ん）。サーバーの IPアドレスだけを設定すると、ク
ライアントコンピューターから直接プリンターへ印
刷できないように設定できます

• xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx-xxxx:xx
xx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx（IPv6 ア ド レ ス
1-IPv6アドレス 2）の形式で設定します。必ずアド
レス 1≦アドレス 2で設定してください。

• permit6_ip1～ 4の間では、設定したアドレス範囲の
重複、実在しない IPv6アドレスやネットワーク機器
に指定できない IPv6アドレス、サブネットワークの
内外などはチェックされません。

• permit6-netmask1 と permit6_prefix_len1、permit6-
netmask2と permit6_prefix_len2のような、セットで
設定してください。設定されたサブネットネットア
ドレス (IPv6)とプレフィックス長から、印刷可能な
ホストコンピューターのサブネットマスク値 (IPv6)
が決定され、異なるサブネットマスク値の IPv6アド
レスを持つホストコンピューターからの印刷が制限
され、印刷データの受信開始時に強制的に切断され
ます。

IPv6印刷制限 印刷可能範囲 印刷可能 IPア
ドレス範囲 1

permit6_ip2 印刷可能 IPア
ドレス範囲 2

permit6_ip3 印刷可能 IPア
ドレス範囲 3

permit6_ip4 印刷可能 IPア
ドレス範囲 4
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permit6_netmask1 ：： permit 印刷するホストコンピュー
ターのサブネットマスク
（IPv6）の範囲を設定します。

• permit6-ip1～ 4のどれか 1つでもデフォルト値と異
なる IPアドレスが設定されている場合は、設定され
た範囲以外の IPv6アドレスを持つホストコンピュー
ターからの印刷が制限され、印刷データの受信開始
時に強制的に切断されます。

• 印刷以外の処理は制限されませんが、以下の方法で
印刷が制限されます。
• LPRの場合：
データレコード受信開始時に強制的に切断されま
す。LPQによる問い合わせは正しく処理して応答し
ます。

• Raw Protocol(Port9100）の場合：
データの受信開始時に強制的に切断されます。ただ
し、データ量が少なくプリンターのネットワーク
バッファ（受信バッファとは異なります）にデータ
が入る場合などは、ホストコンピューター上は正常
に送信終了となっている場合があります。

• FTPの場合：
印刷データ受信用サブディレクトリ（lp0）へのカレ
ントディレクトリの変更ができません。

• サーバー経由で印刷するクライアント／サーバー形
式の印刷システムで印刷を制限したい場合は、サー
バーの IPアドレスを必ず設定範囲に含めてくださ
い（含めない場合、サーバー経由の印刷はできませ
ん）。サーバーの IPアドレスだけを設定すると、ク
ライアントコンピューターから直接プリンターへ印
刷できないように設定できます

• xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx-xxxx:xx
xx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx（IPv6 ア ド レ ス
1-IPv6アドレス 2）の形式で設定します。必ずアド
レス 1≦アドレス 2で設定してください。

• permit6_ip1～ 4の間では、設定したアドレス範囲の
重複、実在しない IPv6アドレスやネットワーク機器
に指定できない IPv6アドレス、サブネットワークの
内外などはチェックされません。

• permit6-netmask1 と permit6_prefix_len1、permit6-
netmask2と permit6_prefix_len2のような、セットで
設定してください。設定されたサブネットネットア
ドレス (IPv6)とプレフィックス長から、印刷可能な
ホストコンピューターのサブネットマスク値 (IPv6)
が決定され、異なるサブネットマスク値の IPv6アド
レスを持つホストコンピューターからの印刷が制限
され、印刷データの受信開始時に強制的に切断され
ます。

印刷可能
MASK指定

印刷可能
MASK1

permit6_netmask2 印刷可能
MASK2

permit6_netmask3 印刷可能
MASK3

permit6_netmask4 印刷可能
MASK4
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TELNETの設定 初期値 グループ 備考 Web設定名

permit6_prefix_len1 0 permit 印刷するホストコンピュー
ターのサブネットマスクの
プレフィックス（IPv4環
境でのサブネットマスクに
相当）の長さを、ビット数
で設定します。

• permit6-ip1～ 4のどれか 1つでもデフォルト値と異
なる IPアドレスが設定されている場合は、設定され
た範囲以外の IPv6アドレスを持つホストコンピュー
ターからの印刷が制限され、印刷データの受信開始
時に強制的に切断されます。

• 印刷以外の処理は制限されませんが、以下の方法で
印刷が制限されます。
• LPRの場合：
データレコード受信開始時に強制的に切断されま
す。LPQによる問い合わせは正しく処理して応答し
ます。

• Raw Protocol(Port9100）の場合：
データの受信開始時に強制的に切断されます。ただ
し、データ量が少なくプリンターのネットワーク
バッファ（受信バッファとは異なります）にデータ
が入る場合などは、ホストコンピューター上は正常
に送信終了となっている場合があります。

• FTPの場合：
印刷データ受信用サブディレクトリ（lp0）へのカレ
ントディレクトリの変更ができません。

• サーバー経由で印刷するクライアント／サーバー形
式の印刷システムで印刷を制限したい場合は、サー
バーの IPアドレスを必ず設定範囲に含めてくださ
い（含めない場合、サーバー経由の印刷はできませ
ん）。サーバーの IPアドレスだけを設定すると、ク
ライアントコンピューターから直接プリンターへ印
刷できないように設定できます

• xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx-xxxx:xx
xx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx（IPv6 ア ド レ ス
1-IPv6アドレス 2）の形式で設定します。必ずアド
レス 1≦アドレス 2で設定してください。

• permit6_ip1～ 4の間では、設定したアドレス範囲の
重複、実在しない IPv6アドレスやネットワーク機器
に指定できない IPv6アドレス、サブネットワークの
内外などはチェックされません。

• permit6-netmask1 と permit6_prefix_len1、permit6-
netmask2と permit6_prefix_len2のような、セットで
設定してください。設定されたサブネットネットア
ドレス (IPv6)とプレフィックス長から、印刷可能な
ホストコンピューターのサブネットマスク値 (IPv6)
が決定され、異なるサブネットマスク値の IPv6アド
レスを持つホストコンピューターからの印刷が制限
され、印刷データの受信開始時に強制的に切断され
ます。

印刷可能
MASK1

permit6_prefix_len2 印刷可能
MASK2

permit6_prefix_len3 印刷可能
MASK3

permit6_prefix_len4 印刷可能
MASK4
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エコ推進に役立つ 5つの機能
CASIO SPEEDIA GE6000では、お客様のエコ推進に役立てていただくため、次の 5つの機能を用意しています。

簡単エコ印刷ナビ

簡単エコ印刷ナビを使用すると、画面に表示される文書のプレビュー
で印刷イメージを確認しながら、両面印刷、マルチページ、トナーセー
ブなどのエコ印刷を設定できます。

60-0186

プレビュー画面では、両面、マルチページ、トナーセーブなどのエコモー
ドを、簡単でわかりやすく設定できます。
また、ユーザー別エコログ機能をもつプリンターの場合には、エコ状
況や印刷枚数も表示でき、エコの進捗状況がわかります。

 簡単エコ印刷ナビマニュアル

ドライバー連動機能

CASIO SPEEDIA Web Monitor（Web設定）のドライバー連動機能を
使用すると、プリンターに接続されているすべてのコンピューターの
プリンタードライバーおよび簡単エコ印刷ナビの設定を、エコモード
設定（両面、マルチページ、トナーセーブ）に一斉に変更できます。
• 一斉変更するには、各コンピューターにプリンター監視ツール

SPEEDIAマネージャーをインストールしておく必要があります。

60_254

eco print

印刷できます　　　　　　　
　 　 　 　 　 　 　 　 　

1
2

A4
B4
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エコレベル印刷

エコレベル印刷を設定すると、エコロジーに配慮した印刷（両面、マ
ルチページ、トナーセーブ）の度合いを示す マークが、用紙の余白
に印刷されます。

エコレベルは、 マークの数（3段階）で表されます。

60_255

eco print

エコレベルマーク

節電スケジュール

節電形態で「スケジュール機能有効」に設定すると、節電する／しな
い時間のパターンをスケジュールとして登録しておき、曜日ごとにパ
ターンを設定できます。
また、一定期間の利用状況から実際の使用頻度を推測し、自動的に節
電スケジュールを作成できます。

60-0137

「節電スケジュール」機能は、CASIO SPEEDIA Web Monitor（Web設
定）の、「機器設定」→「節電設定」で設定できます。

 CASIO SPEEDIA Web Monitor（Web設定）編（63ページ）
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エコログ集計ツール

エコログ集計ツールには、次の機能を備えています。

60-0296

• プリンターごとに、年度別、月別に次の項目を一覧表示できます。
一覧表示できる期間は 1年間分です。これらは、印刷の削減指標を
設定する場合の参考となり、進捗状況を確認することもできます。

 –消費電力
 – CO2換算値
 –印刷枚数

• 両面やマルチページの使用頻度
• プリンターの寿命管理を一覧表示できます。
• ユーザー別エコログ機能をもつプリンターの場合、ユーザー別のエ
コ状況や印刷枚数を、年度別、月別に 1年間分一覧表示できます。



193

CASIO SPEEDIA Web Monitor（Web設定）で、ドライバー連動機能を「ON」に設定すると、プリンター
に接続しているすべてのユーザーのプリンタードライバーおよび簡単エコ印刷ナビの設定を、エコ
モード（両面印刷・マルチページ印刷・トナーセーブなど）、に一括して変更できます。また、カラー
印刷、認証印刷の設定も一括して変更できます。この機能を利用すると、各ユーザーが個別に設定
を変更する必要がありません。

• 本機能を利用するには、「SPEEDIAマネージャー」がインストールされている必要があります。

ドライバー連動機能を「ON」に設定すると、プリンタードライバーの設定が、CASIO SPEEDIA 
Web Monitor（Web設定）の「ドライバー連動機能」の各項目の設定にしたがって変更されます。

 CASIO SPEEDIA Web Monitor（Web設定）で設定する（194ページ）

• プリンタードライバーの設定は、ドライバー連動機能で一括変更された後も任意に変更できます。
 - 一時的に設定を変更する場合は、アプリケーションソフトで印刷を指示するときにプリンタープ
ロパティで操作します。

 - 継続的に設定を変更をする場合は、次の手順で操作します。

（1） 「スタート」ボタンをクリックし、「デバイスとプリンター」を選択する

（2） 「GE6000」アイコンを右クリックして、「印刷設定」を選択する

（3） 表示されたダイアログボックスで、設定を変更する
（上記は、Windows 7の操作例です。）

60_254

eco print

印刷できます　　　　　　　
　 　 　 　 　 　 　 　 　

1
2

A4
B4

全ユーザーのデフォルトをエコモードにする［ドライバー連動機能］
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CASIO SPEEDIA Web Monitor（Web設定）で設定する

1. Web設定画面を表示します。
 ユーザーズガイド　CASIO SPEEDIA Web Monitor（Web設定）の画面を表示するには

2. 「ドライバー連動機能」をクリックします。

3. 「ドライバー連動機能」で「ON」を選択します。

60-0222

60-0222
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4. ドライバー連動機能の規定値を設定します。
「ドライバー連動機能」を ONにしたときに、全ユーザーのプリンタードライバーをどのよう
な規定値に変更するかを設定します。
• 「エコレベル印刷」
エコレベル印刷を「ON（エコレベル印刷機能を使用する）」に設定すると、印刷された用
紙の余白にエコロジーに配慮した印刷の度合いが マークの個数で印刷されます。
「両面印刷」「マルチページ」「トナーセーブ」それぞれが 1個に対応しています。
すべて使用している場合は マークが 3個印刷されます。

• 「両面印刷設定」
「両面印刷（とじる位置）」で両面印刷のとじ位置（表と裏の向き）を選択します。
「自動片面（単独ページの取り扱い）」で「する（単独ページを両面印刷しない）」に設定す
ると、1ページだけのデータは両面印刷されません。

• 「トナーセーブ設定」
「トナーセーブパターン」で、トナーの節約レベルを「レベル 1（約 30%のトナーを節約）」、
「レベル 2（約 50%のトナーを節約）」から選択します。
文字の濃度を薄くしたくない場合は、「テキスト（文字）の濃度」で「濃くする」を選択します。
「マニュアル設定」を選択すると「テキスト（文字）」、「グラフィック（図形）」、「イメージ
（写真）」ごとにトナーセーブレベルを設定できます。
• 「マルチページ」
マルチページ印刷の設定を選択します。

• 「カラー印刷」
カラー印刷の設定を「変更しない」、「カラー印刷」、「モノクロ印刷」から選択します。「変
更しない」を選択すると、現在のプリンタードライバーの設定に従います。

60-0222

60_255

eco print



全ユーザーのデフォルトをエコモードにする［ドライバー連動機能］

196

• 「認証印刷」
認証印刷を「しない」、「変更しない」、「暗証番号」、「ICカード」、「ICカードセキュア」か
ら選択します。「変更しない」を選択すると、現在のプリンタードライバーの設定に従います。

• ICカードは「権限設定」の「印刷権限設定」でドライバー連動機能設定を反映するユーザーを限
定できます。

• 「暗証番号」「ICカード」はあらかじめドライバーで情報登録が必要です。

• 「権限設定」ー「印刷権限設定」で ICカード認証のみ許可するとした場合、「暗証番号」は選択で
きません。

 印刷権限設定（105ページ）

5. 「設定変更ログアウト」ボタンまたは「終了」ボタンをクリックします。

60-0222
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6. 「保存して終了」ボタンをクリックします。
変更した設定内容がプリンターに反映され、すべてのユーザーのプリンタードライバー設定
が変更されます。

60-0216
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エコログ集計ツールの特長

エコログ集計ツールは、プリンターに蓄積されたエコ関連のログ情報を集計するための機能です。
• プリンターに蓄積されたエコ関連のログ情報を「エコログ」と呼びます。

エコログ集計ツール

60-0296

エコログ集計ツールには、次の機能があります。
• プリンターから収集したエコログ情報をもとに、各種のエコ情報を
プリンター別・年度別・月別に一覧表示できます。
集計方法には、月単位で一覧表示する「月間集計」、年度ごとに一
覧表示する「年間集計」があります。資源削減の目標指標にしたり、
毎月、または年度の進捗状況のチェックに利用できます。

• プリンター管理の一覧を利用すると、プリンター本体の寿命を管理
できます。

• これらの一覧は、必要に応じて印刷でき、データを CSV形式で保
存することもできます。

エコログ集計ツールとは
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主な月間集計のエコ情報

エコ状況：

次の項目の、月／年度の合計、月平均の値が表示されます。

• 消費電力（kWh） 前年累計、目標累計、実績累計、目標達成
率、削減量累計（前年差）、削減率、前年
月間実績、月間目標、月間実績、月間目標
達成率、月間削減量、月間削減率

• CO2換算値（kg-CO2） 同上
• 印刷枚数 同上
• 両面利用率 月間実績
• モノクロ利用率 同上
• 印刷面数 同上
• マルチページ利用率 同上
• トナーセーブ利用率 同上

用紙管理：

印刷枚数、用紙サイズごとの印刷枚数、次の項目の、月／年度合計、
月平均の値が表示されます。

• 印刷枚数 前年累計、目標累計、実績累計、目標達成
率、削減量累計（前年差）、削減率、前年
月間実績、月間目標、月間実績、月間目標
達成率、月間削減量、月間削減率

• 両面利用率 月間実績
• モノクロ利用率 同上
• 印刷面数 同上
• マルチページ利用率 同上
• トナーセーブ利用率 同上
• 用紙サイズ別印刷枚数※ 1 同上
• 紙種別印刷枚数※ 2 同上
※ 1用紙サイズ：A3、B4、A4、B5、A5、長尺、その他
※ 2紙種：普通紙、薬袋・薬情、厚紙、はがき・封筒、ラベル紙、OHP、カスタム
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主な年間集計のエコ情報

エコ状況：
次の項目の、年度／総合計／年平均の値が表示されます。
• 消費電力（kWh） 年間目標、年間実績、年間目標達成率、年

間削減量、年間削減率
• CO2換算値（kg-CO2） 同上
• 印刷枚数 同上
• 両面利用率 年間実績
• モノクロ利用率 同上
• 印刷面数 同上
• マルチページ利用率 同上
• トナーセーブ利用率 同上

用紙管理：
印刷枚数、用紙サイズごとの印刷枚数、次の項目の、年度／総合計／
年平均の値が表示されます。
• 印刷枚数 年間目標、年間実績、年間目標達成率、年

間削減量、年間削減率
• 両面利用率 年間実績
• モノクロ利用率 同上
• 印刷面数 同上
• マルチページ利用率 同上
• トナーセーブ利用率 同上
• 用紙サイズ別印刷枚数※ 1 同上
• 紙種別印刷枚数※ 2 同上
※ 1用紙サイズ：A3、B4、A4、B5、A5、長尺、その他
※ 2紙種：普通紙、薬袋・薬情、厚紙、はがき・封筒、ラベル紙、OHP、カスタム

• 「印刷枚数」、「用紙サイズ別印刷枚数」
印刷した用紙の枚数（実際の用紙の枚数）です。両面利用率は、「印刷枚
数」に対する比率です。

• 「印刷面数」
印刷した用紙の面数です。片面時は 1カウント、両面時は 2カウントさ
れます。マルチページ利用率およびトナーセーブ利用率は、「印刷面数」
に対する比率です。

エコ状況および用紙管理では、上記のエコ情報の中から任意の項目を選ん
で一覧表示できます。重点管理や視点別表示などにご利用ください。

プリンター管理

集計開始日付（導入開始日付）、経過期間、A4換算枚数、連続印刷換
算枚数などを、プリンターごとに一覧表できます。
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エコログ集計ツールのインストール

エコログ集計ツールのインストール方法については、次を参照してください。

 取扱説明書　その他のソフトウェアのインストール

エコログ集計ツールのアンインストール

エコログ集計ツールは、Windows Vista/7/8/8.1では「プログラムのアンインストールまたは変更」を利用してアンインストールしてください。
Windows 10では、「スタート」メニューの「設定」から「システム」→「アプリと機能」から「CASIO エコログ集計ツール」アイコンをクリックして「ア
ンインストール」を選択し、アンインストールしてください。

エコログ集計ツールのバージョンアップ

エコログ集計ツールをバージョンアップする場合は、必ず古いバージョンのソフトウェアをアンインストールし、コンピュータを再起動してから、
新しいバージョンのエコログ集計ツールをインストールしてください。

エコログ集計ツールのセットアップ
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エコログ集計ツールの起動

インストールが終了したら、次のどちらかの方法でエコログ集計ツールを起動します。

スタートメニューから起動する

1. 「スタートメニュー」をクリックし、「すべてのプログラム」→「CASIO SPEEDIA」
→ ｢エコログ集計ツール｣ の順に選択します。
エコログ集計ツールが起動します。

SPEEDIAマネージャーから起動する

SPEEDIAマネージャーがインストールされている場合は、SPEEDIAマネージャーからエコログ集計ツールを起動することもできます。

1. SPEEDIAマネージャーの「ツール」メニューから「エコログ集計ツール」を選択します。
エコログ集計ツールが起動します。

60-0297

60-0298

エコログ集計ツールの起動方法
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エコログ集計ツール起動後の操作

1. はじめてエコログ集計ツールを起動すると、｢プリンター選択｣ ダイアログボックス、
および ｢プリンター追加｣ ダイアログボックスが表示されます。
｢プリンター追加｣ ダイアログボックスを操作して、プリンターを追加してください。

 プリンターを追加する（233ページ）

2. プリンターの追加が終了したら、｢閉じる｣ ボタンをクリックし、｢プリンター選択｣
ダイアログボックスの ｢選択終了｣ ボタンをクリックします。
｢プリンター選択｣ ダイアログボックスが閉じます。
初回はこの操作により、対象プリンターからエコログ情報が収集されます。

2回目以降は、これらのダイアログは表示されずに、対象プリンターからエコログ情報の収集・
更新処理が行われ、エコ情報一覧が表示されます。

60-0299
「プリンター選択」
ダイアログボックス

「プリンター追加」
ダイアログボックス

60-0300

60-0501
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エコログ集計ツールの画面構成

60-0502

1.メニューバー

4.目標

6.並べ替え条件／並べ替え順

7.表示切り替えタブ

5.機能ボタン

3.年度

8.エコ情報一覧表示
（エコ状況／用紙管理／プリンター管理）

2.エコ情報一覧

エコログ集計ツールの項目



エコログ集計ツールの項目

205

1. メニューバー

メニューをクリックすると、サブメニューが表示されます。サブメニューをクリックすると、次の機能を実行できます。

メニュー項目 項目 説明

ファイル プリンター選択 ｢プリンター選択｣ ダイアログボックスが表示されます。対象のプリンターを選択します。

目標設定 ｢目標設定｣ ダイアログボックスが表示されます。目標を設定します。
月間目標値を入力して、年間目標を設定します。2年目以降は、前年に対してどれくらい削減するかを削減率で設定できます。

CSV出力 「CSV保存」ダイアログボックスが表示されます。表示されているエコ情報一覧（エコ状況／用紙管理／プリンター管理）のデータを、CSV
形式で出力できます。

印刷 「印刷」ダイアログボックスが表示されます。表示されているエコ情報一覧（エコ状況／用紙管理／プリンター管理）のデータを印刷できます。

印刷プレビュー 表示されているエコ情報一覧（エコ状況／用紙管理／プリンター管理）の印刷プレビューが表示されます。

終了 エコログ集計ツールが終了します。

表示 最新の情報に更新 対象プリンターからエコログ情報を収集し、エコ情報一覧が更新されます。更新中は、「エコログ更新」ダイアログボックスが表示されます。ユー
ザー別エコログ情報も同時に収集されます。
更新結果は、エコ情報一覧の「更新ステータス」に更新状況として表示されます。
＊ ：対象プリンターからエコログ情報を収集し、エコ情報一覧を更新しました。
空白：エコログがサポートされていない機種です。
― ：エコログ情報の収集時、プリンターの電源が ONされていないなどのエラーが発生した場合に表示されます。

前回収集したエコログ情報がある場合、エコ情報一覧は前回のまま表示されます。
エコログ情報がない場合は、エコ項目にエラーメッセージが表示されます。

× ：エコログ情報の収集をしない設定の場合に表示されます。

‘-‘ のみ更新 サブメニューの ｢最新の情報に更新｣ を選択した、｢更新｣ ボタンをクリックした、起動時の更新の結果、エコ情報一覧表示の更新ステータ
ス欄に '-'が付いているプリンターだけを選択してエコログ情報を収集し、エコ情報一覧が更新されます。
'-'＝プリンター電源の OFFなどにより、｢プリンター応答無し｣ エラーが発生したプリンター

‘-‘ のみ自動更新モード 選択すると ｢‘-‘ のみ自動更新モード｣ が設定されます。エコ情報一覧表示の更新ステータス欄に '-'が付いているプリンターだけを選択して
30分ごとにエコログ情報を収集し、エコ情報一覧が更新されます。
エコ情報一覧表示の更新ステータス欄に '-'が付いているプリンターがなくなると、自動更新は終了します。
｢‘-‘ のみ自動更新モード｣ を解除する場合は、もう一度選択します。
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メニュー項目 項目 説明

表示 表示項目設定 「表示項目設定」ダイアログボックスが表示されます。エコ情報一覧（エコ状況、用紙管理）の表示項目の表示／非表示を設定できます。印
刷および CSV出力も、「表示項目設定」ダイアログボックスの設定に従って印刷／ CSV出力されます。

プリンター合計を表示する エコ状況、および用紙管理のエコ情報一覧で、プリンター合計を表示する／しないを設定します。この項目を選択するとプリンター合計が表
示されます。ただし、この項目を選択しても、ユーザー別エコ情報一覧表示ではプリンター合計は表示されません。

プリンター合計のみを表示す
る

エコ状況、および用紙管理のエコ情報一覧で、プリンター合計のみを表示する／しないを設定します。この項目を選択するとプリンター合計
のみが表示されます。ただし、この項目を選択しても、ユーザー別エコ情報一覧表示ではプリンター合計は表示されません。

エコ情報一覧の項目の幅を初
期値に戻す

この項目を選択すると、すべてのエコ情報一覧（エコ状況／用紙管理／プリンター管理）の項目幅が初期値に戻ります。

ヘルプ 目次 ヘルプの目次が表示されます。

トピックの検索 ヘルプのトピックが表示されます。

バージョン情報 バージョン情報が表示されます。

2. エコ情報一覧

ボタン 説明

ユーザー表示 無し プリンター別のエコ情報一覧が表示されます。

有り ユーザー別エコ情報一覧が表示されます。

月間／年間 月間集計 月間集計が表示されます。

年間集計 年間集計が表示されます。

統計グループ表示 無し 統計グループ別に表示されません。

有り 統計グループ別に表示されます。

3. 年度

年度を選択します。選択した年度のエコ情報一覧と目標が表示されます。
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4. 目標
設定した年度の、プリンターに関する CO2排出量と用紙使用量の 2つのエコ目標が表示されます。
（1） CO2排出量目標

CO2排出量は、消費電力と CO2排出係数から次の計算式で算出されます。
CO2排出量＝消費電力× CO2排出係数

このため、CO2排出量目標は、月間消費電力の目標値、CO2排出係数を設定することで決定されます。（※月間消費電力の目標値を設定するため、
消費電力の目標値にもなります。）
また、2年目以降は、前年度実績に対する削減率での目標設定もできます。

（2） 用紙使用量目標
用紙使用量の目標値が表示されます。また、2年目以降については、前年度実績に対する削減率での目標設定もできます。
目標が設定されていない場合は、各目標値は空白となります。
｢ファイル｣ メニューの ｢目標設定｣ または機能ボタンの ｢目標設定｣ を選択すると、｢目標設定｣ ダイアログボックスが表示され目標を設定
できます。

5. 機能ボタン
ボタン 説明

プリンター選択 ｢プリンター選択｣ ダイアログボックスが表示されます。対象のプリンターを選択します。

目標設定 ｢目標設定｣ ダイアログボックスが表示されます。月間目標値を入力して年間目標を設定します。
2年目以降は、削減率（前年に対してどれくらい削減するか）を設定できます。

更新 対象プリンターからエコログ情報を収集し、エコ情報一覧が更新されます。
更新中は、「エコログ更新」ダイアログボックスが表示されます。更新結果は、エコ情報一覧の更新ステータス欄に更新状況として表示されます。
＊ ：対象プリンターからエコログ情報を収集し、エコ情報一覧を更新しました。
空白：エコログがサポートされていない機種です。
― ：エコログ情報の収集時、プリンターの電源が ONされていないなどのエラーが発生した場合に表示されます。

前回収集したエコログ情報がある場合、エコ情報一覧は前回のまま表示されます。
エコログ情報がない場合は、エコ項目にエラーメッセージが表示されます。

× ：エコログ情報の収集をしない設定の場合に表示されます。

‘-‘ のみ更新 「表示」メニューの ｢最新の情報に更新｣、｢更新｣ ボタン、または起動時の更新の結果、プリンター電源 OFFなどにより ｢プリンター応答無し｣ エラー
が発生したプリンター（エコ情報一覧表示の更新ステータス欄に‘-‘ が付いているプリンター）だけを選択してエコログ情報を収集し、エコ情報一覧
が更新されます。
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6. 並べ替え条件／並べ替え順

ボタン 説明

並べ替え条件 並べ替え条件を選択します。

並べ替え順 並べ替え順を選択します。

7. 表示切り替えタブ

タブ 説明

エコ状況 エコ状況が表示されます。

用紙管理 用紙管理が表示されます。

プリンター管理 プリンター管理が表示されます。

8. エコ情報一覧表示

エコ状況／用紙管理／プリンター管理の各タブに、集計されたエコ情報が表示されます。
 月間集計のエコ情報一覧（209ページ）、年間集計のエコ情報一覧（215ページ）、ユーザー別エコ情報一覧（220ページ）
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月間集計のエコ情報一覧

選択したプリンターから収集したエコログ情報から、エコ情報（エコ状況／用紙管理）の月間集計が一覧表示されます。エコ情報の一覧は、更新
ステータス、プリンター、エコ項目、行項目、各月、年度合計、および月平均で構成されています。

60-0502

エコ項目 各月のデータ行項目（集計項目）

更新ステータス

プリンター

年度合計 月平均
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項目 説明

更新ステータス（ST） 更新状況が表示されます。
＊ ：対象プリンターからエコログ情報を収集し、エコ情報一覧を更新しました。
空白：エコログがサポートされていない機種です。
― ：エコログ情報の収集時、プリンターの電源が ONされていないなどのエラーが発生した場合に表示されます。

前回収集したエコログ情報がある場合、エコ情報一覧は前回のまま表示されます。
エコログ情報がない場合は、エコ項目にエラーメッセージが表示されます。

× ：エコログ情報の収集をしない設定の場合に表示されます。

プリンター 対象のプリンター名が表示されます。

エコ項目 管理する項目が表示されます。
・ エコ状況のエコ項目：消費電力、CO2換算値、印刷枚数、両面利用率、モノクロ利用率、印刷面数、マルチページ利用率、トナーセーブ利用率
・  用紙管理のエコ項目：印刷枚数、両面利用率、モノクロ利用率、印刷面数、マルチページ利用率、トナーセーブ利用率、用紙サイズ別印刷枚数（A3、B4、A4、

B5、A5、長尺、その他）、紙種別印刷枚数（普通紙、薬袋・薬情、厚紙、はがき・封筒、ラベル紙、OHP、カスタム）
・ 更新エラー時のメッセージ：更新時にエラーが発生した場合、エコ項目欄にエラーメッセージが表示されます。

（1度もエコログ情報が取得できない場合は、エラーメッセージが表示されます。）
 –プリンター応答無し……プリンターの電源 OFFによりエコログ情報が収集できませんでした。
 –該当年度データ無し……プリンターから取得したエコログ情報に該当年度のデータがありませんでした。
 –エコログ未集計…………更新中にキャンセルボタンが押され集計ができていません。
 –エコログデータエラー…データ受信中にエラーが発生しました。
 –エコログ未サポート……エコログがサポートされていない機種です。
 –表示項目無し……………表示項目（エコ項目／行項目）が 1つも設定されていません。

行項目 集計内容が表示されます。
前年累計、目標累計、実績累計、目標達成率、削減量累計（前年差）、削減率、前年月間実績、月間目標、月間実績、月間目標達成率、月間削減量、月間削減率など、
表示される項目は、各エコ項目により異なります。

各月 最初にエコログ情報を取得したプリンターの期初日から、表示開始月を決定し、1年分が表示されます。
（例）最初に取得したプリンターの期初日が 4月 1日の場合は、4月～ 3月が表示される

年度合計 年度合計が表示されます。

月平均 月平均が表示されます。

 表示項目を設定する（242ページ）
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「エコ状況」タブの表示内容（月間集計）
エコ項目 行項目 各月の表示内容 年度合計 月平均

消費電力（kWh） 前年累計 （該当年度の）前年度の月間実績の累計値※ 1 前年度の年間実績値※ 1 前年度の月間実績値の平均※ 1

目標累計 該当年度の月間目標の累計値※ 1 年間目標値 月間目標値の平均

実績累計 該当年度の月間実績の累計値※ 1 年間実績値 月間実績値の平均

目標達成率 ＝目標累計／実績累計× 100% 目標達成率（今年度は、今月度までの目標達成率） ――

削減量累計（前年差） ＝前年累計－実績累計 年間削減量 月間削減量の平均

削減率 ＝削減量累計／前年累計× 100% 年間の削減率（今年度は、今月度までの削減率） ――

前年月間実績 （該当年度の）前年度の月間実績値※ 1 前年度の年間実績値※ 1 前年度の月間実績値の平均※ 1

月間目標 該当年度の月間目標値※ 1 年間目標値 月間目標値の平均

月間実績 該当年度の月間実績値※ 1 年間実績値 月間実績値の平均

月間目標達成率 ＝月間目標／月間実績× 100% ＝月間目標の累計／月間実績の累計× 100% ――

月間削減量 ＝前年月間実績－月間実績 年間の削減量 月間削減量の平均

月間削減率 ＝月間削減量／前年月間実績× 100% 年間の削減率 ――

CO2換算値
（kg-CO2）

前年累計 （該当年度の）前年度の月間実績の累計値※ 1 前年度の年間実績値※ 1 前年度の月間実績値の平均※ 1

目標累計 該当年度の月間目標値の累計値※ 1 年間目標値 月間目標値の平均

実績累計 該当年度の月間実績値の累計値※ 1 年間実績値（消費電力と CO2排出係数から算出した値）月間実績値の平均

目標達成率 ＝目標累計／実績累計× 100% 目標達成率（今年度は、今月度までの目標達成率） ――

削減量累計（前年差） ＝前年累計－実績累計 年間削減量 月間削減量の平均

削減率 ＝削減量累計／前年累計× 100% 年間の削減率（今年度は、今月度までの削減率） ――

前年月間実績 （該当年度の）前年度の月間実績値※ 1 前年度の年間実績値※ 1 前年度の月間実績値の平均※ 1

月間目標 該当年度の月間目標値※ 1 年間目標値 月間目標値の平均

月間実績
今年度の月間実績値
（月間消費電力と CO2排出係数から算出した値）

年間実績値 月間実績値の平均

月間目標達成率 ＝月間目標／月間実績× 100% ＝月間目標の累計／月間実績の累計× 100% ――

月間削減量 ＝前年月間実績－月間実績 年間の削減量 月間削減量の平均

月間削減率 ＝月間削減量／前年月間実績× 100% 年間の削減率 ――
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エコ項目 行項目 各月の表示内容 年度合計 月平均

印刷枚数 前年累計 （該当年度の）前年度の月間実績の累計値※ 1 前年度の年間実績値※ 1 前年度の月間実績値の平均※ 1

目標累計 該当年度の月間目標値の累計値※ 1 年間目標値 月間目標値の平均

実績累計 該当年度の月間実績値の累計値※ 1 年間実績値 月間実績値の平均

目標達成率 ＝目標累計／実績累計× 100% 目標達成率（今年度は、今月度までの目標達成率） ――

削減量累計（前年差） ＝前年累計－実績累計 年間削減量 月間削減量の平均

削減率 ＝削減量累計／前年累計× 100% 年間の削減率（今年度は、今月度までの削減率） ――

前年月間実績 （該当年度の）前年度の月間実績値※ 1 前年度の年間実績値※ 1 前年度の月間実績値の平均※ 1

月間目標 該当年度の月間目標値※ 1 年間目標値 月間目標値の平均

月間実績 該当年度の月間実績値※ 1 年間実績値 月間実績値の平均

月間目標達成率 ＝月間目標／月間実績× 100% ＝月間目標の累計／月間実績の累計× 100% ――

月間削減量 ＝前年月間実績－月間実績 年間の削減量 月間削減量の平均

月間削減率 ＝月間削減量／前年月間実績× 100% 年間の削減率 ――

両面利用率 月間実績 両面枚数／印刷枚数× 100% 両面枚数／印刷枚数× 100% ――

モノクロ利用率 月間実績 モノクロ枚数／印刷枚数× 100% モノクロ枚数／印刷枚数× 100% ――

印刷面数 月間実績 月間実績 年間合計 月間実績の平均

マルチページ利用率 月間実績 マルチページ面数／印刷面数× 100% マルチページ面数／印刷面数× 100% ――

トナーセーブ利用率 月間実績 トナーセーブ面数／印刷面数× 100% トナーセーブ面数／印刷面数× 100% ――
※ 1表中の ｢該当年度｣ は ｢年度｣ で指定された年度のことです。また、｢前年度｣ は該当年度の前年度のことです。
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「用紙管理」タブの表示内容（月間集計）
エコ項目 行項目 各月の表示内容 年度合計 月平均

印刷枚数 前年累計 （該当年度の）前年度の月間実績の累計値※ 1 前年度の年間実績値※ 1 前年度の月間実績値の平均※ 1

目標累計 該当年度の月間目標の累計値※ 1 年間目標値 月間目標値の平均

実績累計 該当年度の月間実績の累計値※ 1 年間実績値 月間実績値の平均

目標達成率 ＝目標累計／実績累計× 100% 目標達成率（今年度は、今月度までの目標達成率） ――

削減量累計（前年差） ＝前年累計－実績累計 年間削減量 月間削減量の平均

削減率 ＝削減量累計／前年累計× 100% 年間の削減率（今年度は、今月度までの削減率） ――

前年月間実績 （該当年度の）前年度の月間実績値※ 1 前年度の年間実績値※ 1 前年度の月間実績値の平均※ 1

月間目標 該当年度の月間目標値※ 1 年間目標値 月間目標値の平均

月間実績 該当年度の月間実績値※ 1 年間実績値 月間実績値の平均

月間目標達成率 ＝月間目標／月間実績× 100% ＝月間目標の累計／月間実績の累計× 100% ――

月間削減量 ＝前年月間実績－月間実績 年間の削減量 月間削減量の平均

月間削減率 ＝月間削減量／前年月間実績× 100% 年間の削減率 ――

両面利用率 月間実績 両面枚数／印刷枚数× 100% 両面枚数／印刷枚数× 100% ――

モノクロ利用率 月間実績 モノクロ枚数／印刷枚数× 100% モノクロ枚数／印刷枚数× 100% ――

印刷面数 月間実績 月間実績 年間合計 月実績の平均

マルチページ利用率 月間実績 マルチページ面数／印刷面数× 100% マルチページ面数／印刷面数× 100% ――

トナーセーブ利用率 月間実績 トナーセーブ面数／印刷面数× 100% トナーセーブ面数／印刷面数× 100% ――

サイズ別印刷枚数 A3 A3用紙の月間印刷枚数 A3用紙の年間実績値 月実績の平均

B4 B4用紙の月間印刷枚数 B4用紙の年間実績値 月実績の平均

A4 A4用紙の月間印刷枚数 A4用紙の年間実績値 月実績の平均

B5 B5用紙の月間印刷枚数 B5用紙の年間実績値 月実績の平均

A5 A5用紙の月間印刷枚数 A5用紙の年間実績値 月実績の平均

長尺※ 2 長尺紙の月間印刷枚数 長尺紙の年間実績値 月実績の平均

その他※ 2 その他の用紙サイズの月間印刷枚数 その他の用紙サイズの年間実績値 月実績の平均
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エコ項目 行項目 各月の表示内容 年度合計 月平均

紙種別印刷枚数 普通紙 普通紙の月間印刷枚数 普通紙の年間実績値 月実績の平均

薬袋・薬情 薬袋・薬情の月間印刷枚数 薬袋・薬情の年間実績値 月実績の平均

厚紙 厚紙の月間印刷枚数 厚紙の年間実績値 月実績の平均

はがき・封筒 はがき・封筒の月間印刷枚数 はがき・封筒の年間実績値数 月実績の平均

ラベル紙 ラベル紙の月間印刷枚数 ラベル紙の年間実績値 月実績の平均

OHP OHPの月間印刷枚数 OHPの年間実績値 月実績の平均

カスタム カスタムの月間印刷枚数 カスタムの年間実績値 月実績の平均
※ 1表中の ｢該当年度｣ は ｢年度｣ で指定された年度のことです。また、｢前年度｣ は該当年度の前年度のことです。
※ 2長尺：A3･B4･A4･B5･A5以外の用紙で、用紙長が 460mmより長い用紙です。その他：A3･B4･A4･B5･A5以外の用紙で、用紙長が 460mm以下の用紙です。

• 「エコ状況」タブ、「用紙管理」タブでは、設定された年度が今年度の場合、期初月またはプリンター導入月（ログ開始月）から今月度までのデー
タが表示されます。ただし、目標累計および月間目標の行は 1年間分がすべて表示されます（目標未入力時は、目標累計、月間目標と目標達成
率の各欄を空白表示とします）。
目標累計および実績累計は、年度の開始月からの累計となります。ただし、初年度は、プリンター導入月（ログ開始月）からの累計となり、初
年度の年度目標値は、月間目標値×ログ集計予定月数分となります。

• 今月度およびプリンター導入月度の目標達成率と月間目標達成率は、目標を日割り計算した値を基にして達成率を求めています。今月度につい
ては、目標を日割り計算して達成率を求め「（）」付きで達成率が表示されます。また、プリンター導入月度の場合は、目標を日割り計算した値
が表示され、その値と実績値から達成率が算出して表示されます（通常の%表示）。今月度が導入月度の場合は、導入月度と今月度の両方の日
割り計算を行ない「（）」付きで達成率が表示されます。
なお、「（）」付きの達成率の CSV出力は「（）」付きの文字列としてそのまま出力されます。

• 削減率、月間削減率についても、今月度については前年同月の実績値を日割り計算して削減率を算出し「（）」付きで表示されます。前年同月度
がプリンター導入月度の場合は、導入月の日数から逆算して 1ヶ月分の値に補正後、削減率の計算を行います。今月度の前年同月度が導入月
度の場合は、導入月度の補正と今月度の日割り計算の両方の処理を実行して削減率が算出され、「（）」付きで表示されます。

• エコログ機能が未サポートの機種または未サポートのバージョンの場合は、「エコ項目」に ｢エコログ未サポート｣ と表示されます。また、エ
コログ機能はサポートされていても、その一部の機能が未サポート（ex.マルチページやトナーセーブの情報通知機能がないドライバーを使用
した場合など）の場合は、未サポート機能の各月欄の値に「0」と表示されます。
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年間集計のエコ情報一覧

選択したプリンターから収集したエコログ情報から、エコ情報（エコ状況／用紙管理）の年間集計が一覧表示されます。「エコ状況」タブ、「用紙管理」
タブのエコ情報一覧は、更新ステータス、プリンター、エコ項目、行項目、各年度、総合計および、年平均の欄で構成されています。

60-0503

エコ項目 各年度のデータ行項目（集計項目）

更新ステータス

プリンター

総合計 年平均
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項目 説明

更新ステータス（ST） 更新状況が表示されます。
＊ ：対象プリンターからエコログ情報を収集し、エコ情報一覧を更新しました。
空白：エコログがサポートされていない機種です。
― ：エコログ情報の収集時、プリンターの電源が ONされていないなどのエラーが発生した場合に表示されます。

前回収集したエコログ情報がある場合、エコ情報一覧は前回のまま表示されます。
エコログ情報がない場合は、エコ項目にエラーメッセージが表示されます。

× ：エコログ情報の収集をしない設定の場合に表示されます。

 対象となるプリンターを選択する（232ページ）
プリンター 対象のプリンター名が表示されます。

エコ項目 管理する項目が表示されます。
・ エコ状況のエコ項目：消費電力、CO2換算値、印刷枚数、両面利用率、モノクロ利用率、印刷面数、マルチページ利用率、トナーセーブ利用率
・  用紙管理のエコ項目：印刷枚数、両面利用率、モノクロ利用率、印刷面数、マルチページ利用率、トナーセーブ利用率、用紙サイズ別印刷枚数（A3、B4、A4、

B5、A5、長尺、その他）、紙種別印刷枚数（普通紙、薬袋・薬情、厚紙、はがき・封筒、ラベル紙、OHP、カスタム）
・ 更新エラー時のメッセージ：更新時にエラーが発生した場合、エコ項目欄にエラーメッセージが表示されます。

（1度もエコログ情報が取得できない場合は、エラーメッセージが表示されます。）
 –プリンター応答無し……プリンターの電源 OFFによりエコログ情報が収集できませんでした。
 –該当年度データ無し……プリンターから取得したエコログ情報に該当年度のデータがありませんでした。
 –エコログ未集計…………更新中にキャンセルボタンが押され集計ができていません。
 –エコログデータエラー…データ受信中にエラーが発生しました。
 –エコログ未サポート……エコログがサポートされていない機種です。
 –表示項目無し……………表示項目（エコ項目／行項目）が 1つも設定されていません。

行項目 集計内容が表示されます。
年間目標、年間実績、年間目標達成率、年間削減量、年間削減率など。各エコ項目により異なります。

各年度 年度毎のデータが 10年分表示されます。

総合計 総合計が表示されます。

年平均 年平均が表示されます。

 表示項目を設定する（242ページ）
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「エコ状況」タブの表示内容（年間集計）
エコ項目 行項目 各年度の表示内容 総合計 月平均

消費電力（kWh） 年間目標 各年度の年間目標値 年間目標値の合計 年間目標値の平均

年間実績 各年度の年間実績値 年間実績値の合計 年間実績値の平均

年間目標達成率 ＝年間目標／年間実績× 100%
＝年間目標の累計／年間実績の累計× 100
（今年度までの目標達成率）

――

年間削減量 ＝年間実績（前年）－年間実績（今年） 年間の削減量の合計 年間削減量の平均

年間削減率 ＝年間削減量／年間実績（前年）× 100% ―― ――

CO2換算値
（kg-CO2）

年間目標 各年度の年間目標値 年間目標値の合計 年間目標値の平均

年間実績 各年度の年間実績値 年間実績値の合計 年間実績値の平均

年間目標達成率 ＝年間目標／年間実績× 100%
＝年間目標の累計／年間実績の累計× 100
（今年度までの目標達成率）

――

年間削減量 ＝年間実績（前年）－年間実績（今年） 年間の削減量の合計 年間削減量の平均

年間削減率 ＝年間削減量／年間実績（前年）× 100% ―― ――

印刷枚数 年間目標 各年度の年間目標値 年間目標値の合計 年間目標値の平均

年間実績 各年度の年間実績値 年間実績値の合計 年間実績値の平均

年間目標達成率 ＝年間目標／年間実績× 100%
＝年間目標の累計／年間実績の累計× 100
（今年度までの目標達成率）

――

年間削減量 ＝年間実績（前年）－年間実績（今年） 年間の削減量の合計 年間削減量の平均

年間削減率 ＝年間削減量／年間実績（前年）× 100% ―― ――

両面利用率 年間実績 ＝両面枚数／印刷枚数× 100% ＝両面枚数／印刷枚数× 100% ――

モノクロ利用率 年間実績 モノクロ枚数／印刷枚数× 100% モノクロ枚数／印刷枚数× 100% ――

印刷面数 年間実績 各年度の年間実績 年間実績値の合計 年間実績の平均

マルチページ利用率 年間実績 ＝マルチページ面数／印刷面数× 100% ＝マルチページ面数／印刷面数× 100% ――

トナーセーブ利用率 年間実績 ＝トナーセーブ面数／印刷面数× 100% ＝トナーセーブ面数／印刷面数× 100% ――
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「用紙管理」タブの表示内容（年間集計）
エコ項目 行項目 各年度の表示内容 総合計 月平均

印刷枚数 年間目標 各年度の年間目標値 年間目標値の合計 年間目標値の平均

年間実績 各年度の年間実績値 年間実績値の合計 年間実績値の平均

年間目標達成率 ＝年間目標／年間実績× 100%
＝年間目標の累計／年間実績の累計× 100
（今年度までの目標達成率）

――

年間削減量 ＝年間実績（前年）－年間実績（今年） 年間の削減量の合計 年間削減量の平均

年間削減率 ＝年間削減量／年間実績（前年）× 100% ―― ――

両面利用率 年間実績 ＝両面枚数／印刷枚数× 100% ＝両面枚数／印刷枚数× 100% ――

モノクロ利用率 年間実績 モノクロ枚数／印刷枚数× 100% モノクロ枚数／印刷枚数× 100% ――

印刷面数 年間実績 各年度の年間実績 年間実績値の合計 年間実績の平均

マルチページ利用率 年間実績 ＝マルチページ面数／印刷面数× 100% ＝マルチページ面数／印刷面数× 100% ――

トナーセーブ利用率 年間実績 ＝トナーセーブ面数／印刷面数× 100% ＝トナーセーブ面数／印刷面数× 100% ――

サイズ別印刷枚数 A3 A3用紙の年間実績値 A3用紙の年間実績値の合計 年間実績の平均

B4 B4用紙の年間実績値 B4用紙の年間実績値の合計 年間実績の平均

A4 A4用紙の年間実績値 A4用紙の年間実績値の合計 年間実績の平均

B5 B5用紙の年間実績値 B5用紙の年間実績値の合計 年間実績の平均

A5 A5用紙の年間実績値 A5用紙の年間実績値の合計 年間実績の平均

長尺※ 1 長尺紙の年間実績値 長尺紙の年間実績値の合計 年間実績の平均

その他※ 1 その他の用紙の年間実績値 その他の用紙の年間実績値の合計 年間実績の平均

紙種別印刷枚数 普通紙 普通紙の月間印刷枚数 普通紙の年間実績値 月実績の平均

薬袋・薬情 薬袋・薬情の月間印刷枚数 薬袋・薬情の年間実績値 月実績の平均

厚紙 厚紙の月間印刷枚数 厚紙の年間実績値 月実績の平均

はがき・封筒 はがき・封筒の月間印刷枚数 はがき・封筒の年間実績値数 月実績の平均

ラベル紙 ラベル紙の月間印刷枚数 ラベル紙の年間実績値 月実績の平均

OHP OHPの月間印刷枚数 OHPの年間実績値 月実績の平均

カスタム カスタムの月間印刷枚数 カスタムの年間実績値 月実績の平均
※ 1長尺：A3･B4･A4･B5･A5以外の用紙で、用紙長が 460mmより長い用紙です。その他：A3･B4･A4･B5･A5以外の用紙で、用紙長が 460mm以下の用紙です。
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• 今年度およびプリンター導入年度の年間目標達成率は、今月度および導入月度の目標を日割り計算で補正した値を基にして、達成率が算出され
ます。今年度については、今月度の目標を日割り計算して求めた目標値より達成率を求め「（）」付きで表示されます。また、プリンター導入年
度の場合は、導入年度の目標を日割り計算して求めた目標値を年間目標値として表示し、その値と実績値から達成率を算出して表示されます（通
常の%）。今年度が導入年度の場合は、導入年度と両方の日割り計算を行ない「（）」付きで達成率が表示されます。
なお、「（）」付きの達成率の CSV出力は「（）」付きの文字列としてそのまま出力されます。

• 年間削減率については、今年度の場合、期初から今月度までを対象とし、今月度に対応する前年同月の実績値を日割り計算で補正して前年度の
実績とし、年間の削減率を算出して、「（）」付きで表示されます。前年度がプリンター導入年度の場合は、期初から導入月の前の月までは年間
削減率の対象にされません。導入月から期末までの期間が年間削減率の対象となります。前年の導入月については、1ヶ月分に補正して年間削
減率が算出されます。今年度の前年が導入年度の場合は、導入年度の補正と今年度の補正の両方の処理を実行して削減率が算出され、「（）」付
きで表示されます。

• エコログ機能が未サポートの機種または未サポートのバージョンの場合は、「エコ項目」に ｢エコログ未サポート｣ と表示されます。
また、エコログ機能はサポートされていても、その一部の機能が未サポート（ex.マルチページやトナーセーブの情報通知機能がないドライバー
を使用した場合など）の場合は、未サポート機能の各月欄の値に「0」と表示されます。
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ユーザー別エコ情報一覧

対象プリンターから収集したエコログ情報から、ユーザー別エコ情報（エコ状況／用紙管理）の月間集計が一覧表示されます。
「エコ状況」タブ、「用紙管理」タブのエコ情報一覧は、更新ステータス、プリンター、ユーザー、エコ項目、行項目、各月、年度合計および、月
平均の欄で構成されています。

60-0504

• ユーザー別エコログ機能がサポートされていないプリンターの場合、「エコ項目」に ｢ユーザーエコログ未サポート｣ と表示されます。
• ユーザー別エコ情報表示では、目標設定は表示されません。
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ユーザー別「エコ状況」タブの表示内容（月間集計）
エコ項目 行項目 各月の表示内容 年度合計 月平均

消費電力（Wh） 前年累計 （該当年度の）前年度の月間実績値の累計値※ 1 前年度の年間実績値※ 1 前年度の月間実績値の平均※ 1

実績累計 該当年度の月間実績値の累計値※ 1 年間実績値 月間実績値の平均

削減量累計（前年差） ＝前年累計－実績累計 年間削減量 月間削減量の平均

削減率 ＝削減量累計／前年累計× 100% 年間の削減率（今年度は、今月度までの削減率） ――

前年月間実績 （該当年度の）前年度の月間実績値※ 1 前年度の年間実績値※ 1 前年度の月間実績値の平均※ 1

月間実績 該当年度の月間実績値※ 1 年間実績値 月間実績値の平均

月間削減量 ＝前年月間実績－月間実績 年間の削減量 月間削減量の平均

月間削減率 ＝月間削減量／前年月間実績× 100% 年間の削減率 ――

CO2換算値
（g-CO2）

前年累計 （該当年度の）前年度の月間実績値の累計値※ 1 前年度の年間実績値※ 1 前年度の月間実績値の平均※ 1

実績累計 該当年度の月間実績値の累計値※ 1 年間実績値（消費電力と CO2排出係数から算出した値）月間実績値の平均

削減量累計（前年差） ＝前年累計－実績累計 年間削減量 月間削減量の平均

削減率 ＝削減量累計／前年累計× 100% 年間の削減率（今年度は、今月度までの削減率） ――

前年月間実績 （該当年度の）前年度の月間実績値※ 1 前年度の年間実績値※ 1 前年度の月間実績値の平均※ 1

月間実績
該当年度の月間実績値※ 1

（月間消費電力と CO2排出係数から算出した値）
年間実績値 月間実績値の平均

月間削減量 ＝前年月間実績－月間実績 年間の削減量 月間削減量の平均

月間削減率 ＝月間削減量／前年月間実績× 100% 年間の削減率 ――

印刷枚数 前年累計 （該当年度の）前年度の月間実績値の累計値※ 1 前年度の年間実績値※ 1 前年度の月間実績値の平均※ 1

実績累計 該当年度の月間実績値の累計値※ 1 年間実績値 月間実績値の平均

削減量累計（前年差） ＝前年累計－実績累計 年間削減量 月間削減量の平均

削減率 ＝削減量累計／前年累計× 100% 年間の削減率（今年度は、今月度までの削減率） ――

前年月間実績 （該当年度の）前年度の月間実績値※ 1 前年度の年間実績値※ 1 前年度の月間実績値の平均※ 1

月間実績 該当年度の月間実績値※ 1 年間実績値 月間実績値の平均

月間削減量 ＝前年月間実績－月間実績 年間の削減量 月間削減量の平均

月間削減率 ＝月間削減量／前年月間実績× 100% 年間の削減率 ――
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エコ項目 行項目 各月の表示内容 年度合計 月平均

両面利用率 月間実績 両面枚数／印刷枚数× 100% 両面枚数／印刷枚数× 100% ――

モノクロ利用率 月間実績 モノクロ枚数／印刷枚数× 100% モノクロ枚数／印刷枚数× 100% ――

印刷面数 月間実績 月間実績 年間合計 月実績の平均

マルチページ利用率 月間実績 マルチページ面数／印刷面数× 100% マルチページ面数／印刷面数× 100% ――

トナーセーブ利用率 月間実績 トナーセーブ面数／印刷面数× 100% トナーセーブ面数／印刷面数× 100% ――

※ 1表中の ｢該当年度｣ は ｢年度｣ で指定された年度のことです。また、｢前年度｣ は該当年度の前年度のことです。
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ユーザー別「用紙管理」タブの表示内容（月間集計）
エコ項目 行項目 各月の表示内容 年度合計 月平均

印刷枚数 前年累計 （該当年度の）前年度の月間実績の累計値※ 1 前年度の年間実績値※ 1 前年度の月間実績値の平均※ 1

実績累計 該当年度の月間実績値の累計値※ 1 年間実績値 月間実績値の平均

削減量累計（前年差） ＝前年累計－実績累計 年間削減量 月間削減量の平均

削減率 ＝削減量累計／前年累計× 100% 年間の削減率（今年度は、今月度までの削減率） ――

前年月間実績 （該当年度の）前年度の月間実績値※ 1 前年度の年間実績値※ 1 前年度の月間実績値の平均※ 1

月間実績 該当年度の月間実績値※ 1 年間実績値 月間実績値の平均

月間削減量 ＝前年月間実績－月間実績 年間の削減量 月間削減量の平均

月間削減率 ＝月間削減量／前年月間実績× 100% 年間の削減率 ――

両面利用率 月間実績 両面枚数／印刷枚数× 100% 両面枚数／印刷枚数× 100% ――

モノクロ利用率 月間実績 モノクロ枚数／印刷枚数× 100% モノクロ枚数／印刷枚数× 100% ――

印刷面数 月間実績 月間実績 年間合計 月実績の平均

マルチページ利用率 月間実績 マルチページ面数／印刷面数× 100% マルチページ面数／印刷面数× 100% ――

トナーセーブ利用率 月間実績 トナーセーブ面数／印刷面数× 100% トナーセーブ面数／印刷面数× 100% ――

サイズ別印刷枚数 A3 A3用紙の月間印刷枚数 A3用紙の年間実績値 月実績の平均

B4 B4用紙の月間印刷枚数 B4用紙の年間実績値 月実績の平均

A4 A4用紙の月間印刷枚数 A4用紙の年間実績値 月実績の平均

B5 B5用紙の月間印刷枚数 B5用紙の年間実績値 月実績の平均

A5 A5用紙の月間印刷枚数 A5用紙の年間実績値 月実績の平均

長尺※ 2 長尺紙の月間印刷枚数 長尺紙の年間実績値 月実績の平均

その他※ 2 その他の用紙サイズの月間印刷枚数 その他の用紙サイズの年間実績値 月実績の平均
※ 1表中の ｢該当年度｣ は ｢年度｣ で指定された年度のことです。また、｢前年度｣ は該当年度の前年度のことです。
※ 2長尺：A3･B4･A4･B5･A5以外の用紙で、用紙長が 460mmより長い用紙です。その他：A3･B4･A4･B5･A5以外の用紙で、用紙長が 460mm以下の用紙です。
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ユーザー別年間集計のエコ情報一覧表示

対象プリンターから収集したエコログ情報から、エコ情報（エコ状況／用紙管理）の年間集計を一覧表示します。「エコ状況」タブ、「用紙管理」
タブのエコ情報一覧は、更新ステータス、プリンター、ユーザー、エコ項目、行項目、各年度、総合計および、年平均の欄で構成されています。

60-0505
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ユーザー別「エコ状況」タブの表示内容（年間集計）
エコ項目 行項目 各年度の表示内容 総合計 月平均

消費電力（Wh） 年間実績 各年度の年間実績値 年間実績値の合計 年間実績値の平均

年間削減量 ＝年間実績（前年）－年間実績（今年） 年間の削減量の合計 年間削減量の平均

年間削減率 ＝年間削減量／年間実績（前年）× 100% ―― ――

CO2換算値
（g-CO2）

年間実績 各年度の年間実績値 年間実績値の合計 年間実績値の平均

年間削減量 ＝年間実績（前年）－年間実績（今年） 年間の削減量の合計 年間削減量の平均

年間削減率 ＝年間削減量／年間実績（前年）× 100% ―― ――

印刷枚数 年間実績 各年度の年間実績値 年間実績値の合計 年間実績値の平均

年間削減量 ＝年間実績（前年）－年間実績（今年） 年間の削減量の合計 年間削減量の平均

年間削減率 ＝年間削減量／年間実績（前年）× 100% ―― ――

両面利用率 年間実績 ＝両面枚数／印刷枚数× 100% ＝両面枚数／印刷枚数× 100% ――

モノクロ利用率 年間実績 モノクロ枚数／印刷枚数× 100% モノクロ枚数／印刷枚数× 100% ――

印刷面数 年間実績 各年度の年間実績値 年間実績値の合計 年間実績の平均

マルチページ利用率 年間実績 ＝マルチページ面数／印刷面数× 100% ＝マルチページ面数／印刷面数× 100% ――

トナーセーブ利用率 年間実績 ＝トナーセーブ面数／印刷面数× 100% ＝トナーセーブ面数／印刷面数× 100% ――
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ユーザー別「用紙管理」タブの表示内容（年間集計）
エコ項目 行項目 各年度の表示内容 総合計 月平均

印刷枚数 年間実績 各年度の年間実績値 年間実績値の合計 年間実績値の平均

年間削減量 ＝年間実績（前年）－年間実績（今年） 年間の削減量の合計 年間削減量の平均

年間削減率 ＝年間削減量／年間実績（前年）× 100% ―― ――

両面利用率 年間実績 ＝両面枚数／印刷枚数× 100% ＝両面枚数／印刷枚数× 100% ――

モノクロ利用率 年間実績 モノクロ枚数／印刷枚数× 100% モノクロ枚数／印刷枚数× 100% ――

印刷面数 年間実績 各年度の年間実績値 年間実績値の合計 年間実績の平均

マルチページ利用率 年間実績 ＝マルチページ面数／印刷面数× 100% ＝マルチページ面数／印刷面数× 100% ――

トナーセーブ利用率 年間実績 ＝トナーセーブ面数／印刷面数× 100% ＝トナーセーブ面数／印刷面数× 100% ――

サイズ別印刷枚数 A3 A3用紙の年間実績値 A3用紙の年間実績値の合計 年間実績の平均

B4 B4用紙の年間実績値 B4用紙の年間実績値の合計 年間実績の平均

A4 A4用紙の年間実績値 A4用紙の年間実績値の合計 年間実績の平均

B5 B5用紙の年間実績値 B5用紙の年間実績値の合計 年間実績の平均

A5 A5用紙の年間実績値 A5用紙の年間実績値の合計 年間実績の平均

長尺 長尺紙の年間実績値 長尺紙の年間実績値の合計 年間実績の平均

その他 その他の用紙の年間実績値 その他の用紙の年間実績値の合計 年間実績の平均
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統計グループ表示

対象プリンターから収集したエコログ情報から、統計グループ別エコ情報（エコ状況／用紙管理）の一覧が表示されます。
同一の統計グループのエコログ情報を合算し、プリンター名が統計グループ名として表示されます。ただし、事前に統計グループ，統計グループ
名の設定が必要です。

 統計グループを設定する（238ページ）

対象となるエコログ情報は、「エコ状況」／「用紙管理」の月間集計／年間集計，ユーザー別「エコ状況」／「用紙管理」の月間集計／年間集計です。

統計グループ表示で「有り」を選択した場合の画面例

60-0506

• 目標設定は、統計グループ内での更新チェックマーク付きのプリンターの台数分が乗算されます。「２年目以降」がオンの場合は、前年度から
算定されます
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プリンター管理一覧表示

対象プリンターからプリンターの利用状況に関する情報を収集し、一覧表示されます。プリンター管理は、更新ステータス、プリンター、機種、
集計開始日、集計経過年数、経過 ST、A4換算枚数、連続印刷換算枚数、プリンター制御ソフトウェアのバージョン、エンジンバージョンで構成
されています。

60-0507
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項目 説明

更新ステータス（ST） 更新状況が表示されます。
＊ ：対象プリンターからエコログ情報を収集し、エコ情報一覧を更新しました。
空白：エコログがサポートされていない機種です。
― ：エコログ情報の収集時、プリンターの電源が ONされていないなどのエラーが発生した場合に表示されます。

前回収集したエコログ情報がある場合、エコ情報一覧は前回のまま表示されます。
エコログ情報がない場合は、エコ項目にエラーメッセージが表示されます。

× ：エコログ情報の収集をしない設定の場合に表示されます。

プリンター 対象のプリンター名が表示されます。

機種 対象プリンターの機種名が表示されます。
・ 更新エラー時のメッセージ：更新時にエラーが発生した場合、エコ項目欄にエラーメッセージが表示されます。

（1度もエコログ情報が取得できない場合は、エラーメッセージが表示されます。）
 –プリンター応答無し……プリンターの電源 OFFによりエコログ情報が収集できませんでした。
 –該当年度データ無し……プリンターから取得したエコログ情報に該当年度のデータがありませんでした。
 –エコログ未集計…………更新中にキャンセルボタンが押され集計ができていません。
 –エコログデータエラー…データ受信中にエラーが発生しました。
 –エコログ未サポート……エコログがサポートされていない機種です。
 –表示項目無し……………表示項目（エコ項目／行項目）が 1つも設定されていません。

集計開始日 対象プリンターがエコログ集計を始めた日が表示されます。
通常は、プリンター導入日付と同じです。

集計経過年数 集計開始日からの経過年数が表示されます。

経過 ST 対象プリンターの寿命状況が表示されます。
空白：寿命には到達していません。
○ ：集計経過年数か、本体耐久印刷枚数のどちらかが、寿命に到達しています。
● ：集計経過年数と、本体耐久印刷枚数のどちらも、寿命に到達しています。

A4換算枚数 対象プリンターに記録されている、寿命管理（本体耐久など）のためのカウントです。印刷した用紙サイズを A4横置き ･片面に換算したもので、A3は 2カウント、
両面は 2倍でカウントします。

連続印刷換算枚数 対象プリンターに記録されている、寿命管理（本体耐久など）のためのカウントです。印刷時にプリンターが稼動した時間（モーター回転時間）を、A4横置き ･片
面 ･連続印刷した場合の枚数に換算したものです。

バージョン IFファームウェアのバージョンナンバーが表示されます。

エンジンバージョン エンジンファームウェアのバージョンナンバーが表示されます。
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年間目標を設定する

月間目標値を設定し、年間目標を設定します。
• 2年目以降は、前年と比べてどれくらい削減をするかを削減率として設定することもできます。
• その翌年も目標値が変わらなければそのまま継続されます。目標が変わった場合は、もう一度目標を設定してください。
• CO2排出係数が年度ごとに変わる場合も、もう一度目標を設定してください。
• 目標設定は必須ではありません。目標を設定して管理する場合にだけ設定してください。

1. 機能ボタンの ｢目標設定｣ ボタンをクリックするか、｢ファイル｣ メニューから ｢目標
設定」を選択します。
｢目標設定」ダイアログボックスが表示されます。

2. 次表にしたがって項目を設定し、「設定終了」ボタンをクリックします。
目標が設定されます。

項目 説明 備考

CO2排出量／消費電力 消費電力月間指定 その年度の消費電力の月間目標を入力します。 • 入力範囲は ｢0.1～ 9999.9｣ です。
• ｢0｣ を入力すると表示なし状態に戻ります。
• 入力できる文字は、半角の数字 ｢0～ 9｣ とピリオド ｢．｣ です。

CO2排出係数 CO2排出係数を入力します。
入力されていない場合は、環境省指定の値 0.555（kg-CO2/kWh）が
表示されます。2年目以降前年度実績比から算出された削減率による
目標指定が設定された場合も、この CO2排出係数を使用して CO2排
出量が算出されます。

• 入力範囲は ｢0.000001～ 10｣ です。
• ｢0｣ を入力するとデフォルト値（0.555）に戻ります。
• 入力できる文字は、半角の数字 ｢0～ 9｣ とピリオド ｢．｣ です。

CO2排出量年間目標 CO2排出量の年間目標値として、消費電力月間指定× 12× CO2排
出係数で計算した値が表示されます。

• 消費電力月間指定が未設定のときは、CO2排出量年間目標も表示
なしとなります。

2年目以降
前年度実績比での削減
率による目標指定

2年目以降の消費電力と CO2排出量の目標を、前年実績比での削減
率で指定します。この場合、最初の 1年間は前年データがないため、
消費電力月間指定が目標となります。前年データ（前年同月のデータ）
がある場合、前年データと削減率から算出した値が目標値となります。

60-0508

エコログ集計ツールの操作
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項目 説明 備考

CO2排出量／消費電力 削減率 2年目以降の消費電力と CO2排出量の目標値を決めるため、前年実
績からの削減率を設定します。

用紙使用量 用紙枚数月間指定 その年度の用紙枚数月間目標を入力します。 入力範囲は ｢1～ 999999｣ です。
｢0｣ を入力すると表示無し状態に戻ります。
入力できる文字は、半角の数字 ｢0～ 9｣ です。

用紙使用量
年間目標

用紙使用量年間目標値として、用紙枚数月間指定× 12で計算した値
が表示されます。

用紙枚数月間指定が未設定のときは、用紙使用量年間目標も表示なし
となります。

2年目以降
前年度実績比での削減
率による目標指定

2年目以降の用紙使用量目標を、前年実績比での削減率で設定します。
この場合、最初の１年間は前年データがないので、用紙枚数月間指定
が目標となります。前年データ（前年同月のデータ）がある場合、前
年データと削減率から算出した値が目標値となります。

削減率 2年目以降の用紙使用量目標値を決めるため、前年実績からの削減率
を指定します。

設定終了 ｢目標設定｣ダイアログボックスが閉じ、設定された値が保存されます。

キャンセル 目標設定が中止されます。目標値は元のままです。
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対象となるプリンターを選択する

エコログ情報を収集しエコ情報を表示する、対象プリンターを選択します。

1. 機能ボタンの ｢プリンター選択｣ ボタンをクリックするか、｢ファイル｣ メニューから
｢プリンター選択｣ を選択します。
｢プリンター選択｣ ダイアログボックスが表示され、次表の項目が表示されます。

2. エコ情報を収集するプリンターの「更新」にチェックマークを付け、「設定終了」ボタ
ンをクリックします。

項目 説明

プリンターリスト 選択されているプリンターの情報（名前、ホストアドレス、マシン名）が表示されます。

更新 エコログ情報の収集をする場合に、チェックマークが表示されます。

名前 プリンターの名前です。

ホストアドレス ホスト名、または IPアドレスが表示されます。

マシン名 マシン名が表示されます。

統計グループ 統計グループ番号が表示されます。

統計グループ名 統計グループ名が表示されます。

追加 対象プリンターを追加するときに、このボタンをクリックします。
「プリンター追加」ダイアログボックスが表示され、プリンターを追加できます。
プリンター総数（max1000台）を超えて追加すると、エラーメッセージが表示されます。

削除 プリンターを削除するときに、このボタンをクリックします。
• ｢選択されたプリンターを削除してもよろしいですか。｣ のメッセージが表示され、「はい」ボタンをクリックすると、プリンターが削除されます。
• 「いいえ」ボタンをクリックすると、削除が中止されます。

選択終了 ｢プリンター選択｣ ダイアログボックスが終了します。

60-0509
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プリンターを追加する

1. ｢追加｣ ボタンをクリックします。
｢プリンター追加｣ ダイアログボックスが表示されます。

2. 次のどちらかの方法で、プリンターを追加します。
ホスト名または IPアドレスを直接設定する

（1） 「ホスト名または IPアドレス」を選択し、ホスト名または IPアドレスを入力します。
（2） 「決定」ボタンをクリックします。
（3） プリンターに接続すると「プリンター名」ダイアログボックスが表示され、任意

のプリンター名を入力し、「OK」ボタンをクリックします。

入力したホスト名または IPアドレスに該当するプリンターが見つからない場合、下記メッ
セージダイアログボックスが表示されます。
「プリンターに接続できませんでした」

60-0509

60-0510

60-0538
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ネットワーク内のプリンターを検索して追加する

IPv4の場合：
お使いのコンピューターと同一ネットワーク内のプリンターを IPアドレス範囲を設定して
検索し、プリンターを追加できます。
なお、IPv4ではお使いのコンピューターと異なるネットワークのプリンターも追加できま
す。この場合、お使いのコンピューターに SPEEDIAマネージャーがインストールされ、起
動している必要があります。また、SPEEDIAマネージャーを利用する場合、コミュニティ
名を設定します。デフォルトは「public」です。

IPv6の場合：
IPアドレスの範囲設定はありません。自動的に同一ネットワーク内のプリンターが検索さ
れます。

（1） ｢IPアドレス範囲指定｣ を選択します。
（2） ｢IPv4｣、「IPv6」のどちらかにチェックマークを付けます。｢IPv4｣、「IPv6」の両

方を検索する場合は、｢IPv4｣、「IPv6」の両方にチェックマークを付けます。
（3） 手順（2）で ｢IPv4｣ にチェックマークを付けた場合は、検索範囲の開始アドレス

と終了アドレスを入力します。
（4） ｢検索｣ ボタンをクリックします。

プリンターが検索され、検索結果がプリンターリストに一覧表示されます。
（5） 一覧表示されたプリンターリストから、追加したいプリンターを選択し、｢決定｣

ボタンをクリックします。
プリンターが、「プリンター選択」ダイアログボックスのプリンターリストに表示されます。
• 複数のプリンターを選択し、一括して追加することもできます。

Shiftキーを押しながらクリックするか、または Ctrlキーを押しながらクリックしてプ
リンターを選択します。

（6） プリンターに接続すると「プリンター名」ダイアログボックスが表示され、任意
のプリンター名を入力し、「OK」ボタンをクリックします。
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項目 機能

ホスト名または IPアドレス 選択すると、ホスト名または IPアドレスを入力できます。

ホスト名入力欄 ホスト名、IPアドレスのどちらかを入力します。

IPアドレス範囲指定 選択すると、IPアドレスの範囲を設定できるようになります。

IPv4 IPv4ネットワークが検索されます。

開始アドレス欄 IPアドレス範囲の開始アドレスを入力します。
本ツールが起動されているコンピューターのネットワークセグメントと異なり、SPEEDIAマネージャーが起動されていない場合はエラーになります。

終了アドレス欄 IPアドレス範囲の終了アドレスを入力します。
本ツールが起動されているコンピューターのネットワークセグメントと異なり、SPEEDIAマネージャーが起動されていない場合はエラーになります。

コミュニティ名 SPEEDIAマネージャーが起動されている場合、SNMPによる検索をします。SNMPで必要となる項目です。

IPv6 IPv6ネットワークが検索されます。

検索 開始アドレスから、終了アドレスまでの検索が開始され、検索結果がプリンターリストに反映されます。

プリンターリスト 検索結果のプリンターが表示されます。このプリンターリストの中からプリンターを選択し、「決定」ボタンをクリックすると、｢プリンター選択｣ ダイアログボック
スのプリンターリストに、プリンターが追加されします。

決定 クリックすると、｢プリンター選択｣ ダイアログボックスにプリンターが追加されます。
接続失敗、追加プリンター有り、エコログ非対応機種、対象プリンターの総数を超えたときは、エラーが表示されます。

閉じる クリックすると、「プリンター追加」ダイアログボックスが閉じます。

エラーメッセージ

プリンター追加時にエラーが発生すると、次のメッセージが表示されます。

名称 メッセージ 内容

接続失敗 プリンターに接続できませんでした。 プリンターの追加で、プリンターへの接続が失敗した場合に表示されます。

追加プリンター有り 追加プリンターはすでにあります。 プリンターの追加で、既に同じプリンターが選択されていた場合に表示されます。

非対応機種 追加プリンターはエコログ機能が未対応機種です。
プリンターの追加で、追加しようとしたプリンターがエコログ機能をサポートして
いない機種の場合に表示されます。

プリンター総数越え プリンターの管理数を越えたので追加できません。
プリンター追加ダイアログでプリンターを追加すると、｢プリンター選択｣ ダイアロ
グボックスのプリンター数が総数を超える場合に表示されます。
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名称 メッセージ 内容

セグメント越え
セグメントが違う場合、IPアドレス範囲指定は、使用できません。ホスト名ま
たは IPアドレスを使用してください。

プリンターの追加で、セグメントを越えた IPアドレス範囲指定で検索した場合に表
示されます。

SPEEDIAマネージャー異常
SPEEDIAマネージャーが正しくインストールされていません。検索を中止しま
す。

プリンターの追加で、SPEEDIAマネージャーが正しくインストールされていない状
態で、IPv4の検索をした場合に表示されます。



エコログ集計ツールの操作

237

エコログ情報の収集を中止する

1. エコログ情報の収集をしないプリンターの更新チェックマークを外します。
「選択終了」ボタンをクリックした後、更新ステータス「X」が表示されます。

• 次回起動時から、エコログ情報の収集が中止されます。

プリンターを削除する

1. 削除するプリンターを選択し、｢削除｣ ボタンをクリックします。
｢選択されたプリンターを削除してもよろしいですか。｣ のメッセージが表示されます

2. ｢はい｣ ボタンをクリックします。
プリンターが削除されます。
• 「いいえ」ボタンをクリックすると、削除が中止されます。

プリンター名を変更する

1. 変更したいプリンター名をダブルクリックします。
プリンター名を入力できる状態になります。

2. プリンターの名前を変更します。

60-0540

60-0541

60-0542
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統計グループを設定する

1. 設定したいプリンターの統計グループをダブルクリックします。
統計グループが入力できる状態になります。

2. 任意の番号を 1～ 1024の範囲で入力して「Enterキー」を入力すると、値が反映され
ます。

統計グループ名を設定する

1. 設定したいプリンターの統計グループ名をダブルクリックします。
統計グループ名が入力できる状態になります。

2. 任意の名前を入力して「Enterキー」を入力すると、値が反映されます。

設定を終了する

1. 「選択終了」ボタンをクリックします。

60-0543

60-0544

60-0509



エコログ集計ツールの操作

239

表示を更新する

最新の状態に更新する

エコログ情報を収集し、エコ情報一覧を更新できます。

1. 機能ボタンの ｢更新｣ ボタンをクリックするか、｢表示｣ メニューの ｢最新の情報に更
新｣ を選択します。
更新中は、左の画面のような更新中を示すメッセージが表示されます。更新が終了すると、
更新状況がエコ情報一覧の更新ステータスに表示されます。
更新ステータスの表示
＊ ：対象プリンターからエコログ情報を収集し、エコ情報一覧を更新しました。
空白：エコログがサポートされていない機種です。
― ：エコログ情報の収集時、プリンターの電源が ONされていないなどのエラーが発生した場合に表示されます。

前回収集したエコログ情報がある場合、エコ情報一覧は前回のまま表示されます。
エコログ情報がない場合は、エコ項目にエラーメッセージが表示されます。

× ：エコログ情報の収集をしない設定の場合に表示されます。

項目 機能

メッセージ 更新中は、｢“更新中プリンター名”からエコログ収集中です。電源が入っていない場合約 6秒かかります。m/n台目収集中｣ が表示されます。

「中止」ボタン クリックすると、接続処理が中止されます。

60-0511
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'-'のみを更新する

エラーが発生したなどで、エコ情報一覧表示の更新ステータス欄に '-'が付いているプリンターを対象として、再度、エコログ情報を取得しエコ情
報一覧表示を更新できます。

1. 機能ボタンの ｢'-'のみ更新｣ ボタンをクリックするか、｢表示｣ メニューの ｢'-'のみ更
新｣ を選択します。
再度、エコログ情報を取得して、エコ情報一覧表示が更新されます。

60-0512
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'-'のみ自動更新モードを設定する

「'-'のみ自動更新モード」を選択すると、更新ステータス欄に '-'が付いているプリンターに対して、30分間隔で接続を試み、エコログ情報を取得
してエコ情報一覧表示が更新されます。
更新ステータス欄に '-'が付いているプリンター = 「最新の情報に更新｣、｢更新｣、｢'-'のみ更新｣などを操作した結果、プリンター電源OFFなどにより｢プリンター応答無し｣エラー

が発生したプリンター（エコ情報一覧表示の更新ステータス欄に '-'が付いているプリンターのことです。

1. ｢表示｣ メニューの ｢'-'のみ自動更新モード｣ を選択します。
｢'-'のみ自動更新モード｣ にチェックがつきます。
更新中は、左の画面のように、メッセージが表示されます。更新が終了すると、更新状況が
エコ情報一覧の更新ステータスに表示されます。

• ｢プリンター応答無し｣エラーがなくなると、自動更新モードは終了します。次に｢最新の情報に更新｣または｢更新｣ボタンにて更新した場合には、
再度 '-'のみ自動更新モードの機能が有効になります。

• 「'-'のみ自動更新モード」の選択を外すと、'-'のみ自動更新モードは機能しません。

電源 ON時の更新

電源 ON時の更新

‘-‘のみ自動更新

‘-‘のみ自動更新

‘-‘のみ自動更新

‘-‘のみ自動更新

時系列

時系列

ex.対象プリンター 10台に更新を実施
し、その結果
6台…正常にエコログ取得
6台…プリンター応答なし

ex.対象プリンター 10台に更新を実施
し、その結果
7台…正常にエコログ取得
3台…プリンター応答なし

30分

30分

30分

30分

応答なしのプリンター 4台に対し、更新を実施し、
その結果
3台…正常にエコログ取得
1台…プリンター応答なし

応答なしのプリンター 3台に対し、更新を実施し、
その結果
2台…正常にエコログ取得
1台…プリンター応答なし

応答なしのプリンター 1台に対し、更新を実施し、
その結果
1台…正常にエコログ情報取得

応答なしのプリンター 1台に対し、更新を実施し、
その結果
1台…正常にエコログ情報取得

対象プリンター 10台すべてエコログ
情報を取得できたため、自動更新モー
ドが終了した。

対象プリンター 10台すべてエコログ情報を
取得できたため、自動更新モードが終了した。

｝

｝

60-0539
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表示項目を設定する

エコ情報一覧（「エコ状況」タブ、「用紙管理」タブ）に表示する項目を設定します。印刷および CSV出力時も、ここで設定した項目が印刷、出
力されます。

1. ｢表示｣ メニューの ｢表示項目設定｣ を選択します。
｢表示項目設定｣ ダイアログボックスが表示されます。

2. 表示する項目にチェックマークを付け、「設定終了」ボタンをクリックします。
項目 機能

ユーザー表示 無し プリンター単位のエコ情報一覧の表示項目を設定します。

有り ユーザー別のエコ情報一覧の表示項目を設定します。

月間 /年間 月間集計 月間集計のエコ情報一覧の表示項目を設定します。

年間集計 年間集計のエコ情報一覧の表示項目を設定します。

「エコ状況」タブ 「エコ状況」タブのエコ情報一覧の表示項目を設定します。

「用紙管理」タブ 「用紙管理」タブのエコ情報一覧の表示項目を設定します。

｢全て選択（表示）｣ ボタン クリックすると、すべての項目にチェックマークが付きます。

｢全てクリア（非表示）｣ ボタン クリックすると、すべての項目のチェックマークが外れます。

｢初期値に戻す｣ ボタン クリックすると、エコログ集計ツールを最初に起動した時の設定状態（初期状態）に戻り
ます。

｢設定終了｣ ボタン クリックすると、表示項目の設定が終了し、設定された表示項目でエコ情報一覧が表示さ
れます。

｢キャンセル｣ ボタン クリックすると、表示項目の設定が中止されます。表示項目は元のままです。

チェックマークを付けた項目が、表示項目として設定されます。
• 「空白行挿入」は、エコ情報一覧の表示にだけ有効です。印刷 /CSV出力では、空白行がカッ
トされます。

60-0513
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プリンター合計を表示する

エコ情報一覧に、プリンター合計を表示するかどうかを設定します。操作後に、エコ情報一覧を再表示すると、プリンター合計が表示されます。

1. ｢表示｣ メニューの ｢プリンター合計の表示｣ を選択します。
• エコ情報一覧にプリンター管理を表示している場合は、上記の設定にかかわらず、プリンター合計は表示されません。
• 「表示」メニューの「プリンター合計のみを表示する」を選択すると、合計だけが表示されます。ただし、この項目は「プリンター合計を
表示する」にチェックマークが付いているときだけ選択できます。

プリンター合計を表示した画面例

60-0514

プリンター合計
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一覧を並べ替える

並べ替え条件を設定して、一覧を並べ替えできます。また、昇順、降順を選択できます。
• 並べ替え条件の「消費電力（実績）」、「消費電力（目標達成率）」、「印刷枚数（実績）」、「印刷枚数（目標達成率）」、「印刷面数」、「両面利用率、「マ
ルチページ利用率」、「トナーセープ利用率」、「モノクロ利用率」は、年度合計、または総合計の値で並べ替えられます。

• エコ情報一覧の「エコ状況」タブ、「用紙管理」タブ、「プリンター管理」タブすべてが並べ替えられます。

1. ｢並べ替え条件｣ で条件を選択します。

2. ｢並べ替え順｣ で、「昇順」または「降順」を選択します。

「登録順」／「昇順」の画面例

60-0515
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「消費電力実績」／「昇順」の画面例

60-0516
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エコ情報一覧を CSVに出力する

表示中のエコ情報一覧（「エコ状況」タブ／「用紙管理」タブ／「プリンター管理」タブ）を、CSV形式でファイルに出力できます。

1. ｢ファイル｣ メニューの ｢CSV出力｣ を選択します。
「名前をつけて保存」ダイアログボックスが表示されます。

2. ファイル名を入力して、｢保存｣ ボタンをクリックします。
設定したファイル名で、CSV出力したファイルが保存されます。

CSV出力例

60-0517

• プリンター管理の CSV出力では、目標は出力されません。
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エコ情報一覧を印刷する

表示中のエコ情報一覧（「エコ状況」タブ／「用紙管理」タブ／「プリンター管理」タブ）を、印刷できます。

1. ｢ファイル｣ メニューの ｢印刷｣ を選択します。
「印刷」ダイアログボックスが表示されます。

2. 印刷するプリンターを選択して、｢OK｣ ボタンをクリックします。
表示中のエコ情報一覧が印刷されます。

印刷フォーマット
• A4用紙、横置き・横書き
• 印刷ヘッダーに、年度、目標が印刷されます。
• 同一プリンターの項目が頁をまたぐことがないように配置されます。
• プリンター管理では、目標は印刷されません。

印刷例

60-0518
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エコ情報一覧の印刷プレビューを表示する

表示中のエコ情報一覧（「エコ状況」タブ／「用紙管理」タブ／「プリンター管理」タブ）の印刷イメージを、印刷プレビューとして表示できます。

1. ｢ファイル｣ メニューの ｢印刷プレビュー｣ を選択します。
印刷プレビューが表示されます。
• 「印刷」ボタンをクリックすると、印刷が開始されます。

印刷プレビュー表示例

60-0519
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バージョン情報を表示する

エコログ集計ツールのバージョン情報を表示できます。

1. ｢ヘルプ｣ メニューの ｢バージョン情報｣ を選択します。
「バージョン情報」ダイアログボックスが表示されます。

• 「OK」ボタンをクリックすると、「バージョン情報」ダイアログボックスが閉じます。

ヘルプを表示する

エコログ集計ツールのヘルプを表示できます。

1. ｢ヘルプ｣ メニューの ｢目次｣ または「トピックの検索」を選択します。
• ｢目次｣ を選択した場合、「目次」タブが選択された状態でヘルプが表示されます。
• ｢トピックの検索｣ を選択した場合、｢キーワード｣ タブが選択された状態でヘルプが表示
されます。

60-0520

著作権表示プログラムアイコン

プログラム名＆バージョン情報

60-0521
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ここでは、エコログ集計ツールの便利な使い方について説明します。

エコ情報一覧表示の使い方

消費電力／ CO2排出量、印刷枚数の両方を一度に表示して管理するには

｢エコ状況｣ タブを使用します。表示項目の設定で、管理・表示したいエコ項目や行項目を選択します。
 表示項目を設定する（242ページ）

60-0522

消費電力／ CO2排出量
印刷枚数

エコログ集計ツールの便利な使い方
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消費電力／ CO2排出量、印刷枚数をそれぞれ別々に表示し、個別に管理するには

｢エコ状況｣ タブには消費電力／ CO2排出量を、｢用紙管理｣ タブに印刷枚数を表示するように、表示項目の設定で設定します。
 表示項目を設定する（242ページ）

｢エコ状況｣ タブ

60-0523
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｢用紙管理｣ タブ

60-0524
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年度が変わっても昨年度の印刷枚数の月間実績などを一覧表示するには

年度が変わっても、昨年度の印刷枚数の月間実績などを一覧表示でき、さらにプリンター合計も表示するように設定できます。

1. 年度を昨年度に設定します。
（例）現在 2012年度の 4月 1日なら、2011年に設定する

2. 表示項目の設定で、｢印刷枚数｣ の ｢月間実績｣ にチェックマークを付け、他の項目のチェックマークをすべて外します。
• 「表示項目設定」ダイアログボックスで、｢全てクリア（非表示）｣ ボタンをクリックし、全項目のチェックマークを外してから、｢印刷枚数｣
の ｢月間実績｣ にチェックマークを付けると簡単に設定できます。

 表示項目を設定する（242ページ）

3. ｢設定終了｣ ボタンをクリックします。

4. ｢表示｣ メニューの ｢プリンター合計を表示する｣ を選択し、チェックマークが付いている状態にします。

60-0525
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起動時に情報を取得できなかったプリンターだけを選択して最新情報を取得するには

情報を取得できなかったプリンターだけを選択して最新情報を取得できます。
 '-'のみを更新する（240ページ）

1. エコ情報一覧の更新ステータスが '-'のプリンターの電源を ONにします。
2. ｢'-'のみ更新｣ ボタンをクリックするか、または ｢表示｣ メニューの ｢'-'のみ更新｣ を選択します。
対象プリンターからエコログ情報が順次収集され、エコ情報一覧が再表示されます。

3. 更新ステータスをチェックします。
すべてのプリンターの更新ステータスに ｢＊｣ が表示されていれば、プリンターすべてが最新の情報に更新されています。
• '-'が表示されている場合は、手順 1~2を繰り返します。

すべてのプリンターが更新されている画面例

• ｢表示｣ メニューの ｢'-'のみ自動更新モード｣ を選択すると、
更新した結果、プリンターの電源 OFFなどで ｢プリンター
応答無し｣ エラーとなっているプリンターに対して、30分間
隔で、自動的にエコログ情報の取得が試みられます。

 '-'のみ自動更新モードを設定する（241ページ）
60-0526

更新ステータス欄
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1年間の集計期間を、1月 1日～ 12月 31日に設定するには

1年間の集計期間を設定してエコログ情報を管理できます。

1. CASIO SPEEDIA Web Monitor（Web設定）の ｢プリンター管理・調整設定」→「期初日｣ で、期初日を 1月 1日に変更します。

2. 設定変更が終了したら、「設定変更ログアウト」ボタンまたは「終了」ボタンをクリックします。

3. 「設定変更終了確認」画面が表示されます。
• 変更内容をプリンターへ保存する：「保存して終了」ボタンをクリックします。

4. 「Webページからのメッセージ」画面に従い、「OK」ボタンをクリックしてプリンターを再起動します。
• 再起動後に設定内容が反映されます。

期初日が 1月 1日に設定されている画面例

60-0527
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目標設定の使い方

 年間目標を設定する（230ページ）

プリンター導入したばかりで、月間消費電力がわからない場合は ?

プリンターの消費電力は、使用状況によって変わります。まず 1～ 2ヶ月間は、目標を設定しないで使用してみてください。
1ヶ月間の消費電力がわかったら、その後、目標を設定してください。

前年度と比較して削減目標を設定するには ?

｢目標設定｣ ダイアログボックスで、プリンター導入から最初の 1年間は前年実績がないため、月間消費電力または月間用紙枚数を設定します。「2
年目以降」は削減率を入力します。

1. 機能ボタンの ｢目標設定｣ ボタンをクリックするか、｢ファイル｣ メニューから ｢目標
設定｣ を選択します。
｢目標設定｣ ダイアログボックスが表示されます。

2. プリンター導入から最初の 1年間は前年実績がないため、月間消費電力または月間用
紙枚数を設定します。

3. 「2年目以降」にチェックマークを付け、削減率を入力します。

4. ｢設定終了｣ ボタンをクリックします。
以上で、2年目以降は、前年実績からの削減率による目標が設定されます。
エコ情報一覧の「月間目標」や「目標累計」に、目標値が示されます。

60-0508
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統計グループの使い方

 統計グループを設定する（238ページ）

プリンターを交換し、交換前のエコログ情報を交換後のプリンターに引き継ぎたい場合は ?

統計グループを使うと、プリンターを交換した場合も交換前のエコ情報を引き継いで表示できます。

1. 機能ボタンの「プリンター選択」ボタンをクリックする、または「ファイル」メニュー
の「プリンター選択」を選択します。
プリンター選択ダイアログボックスが表示されます。

2. 交換前のプリンターと交換後のプリンターの「統計グループ」と「統計グループ名」
を設定します。
交換前と交換後のプリンターは、同じ統計グループ、統計グループ名に設定します。

3. 交換前のプリンターの更新チェックマークを外します。

4. エコ情報一覧画面で、統計グループ表示の「有り」ボタンをクリックします。

60-0528

統計グループ 統計グループ名
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統計グループ表示「有り」ボタンをクリックしたとき
（表示例）プリンター A、プリンター Bを「グループ 1」に設定した場合統計グループ表示「無し」ボタンをクリックしたとき

60-0529 60-0530

統計グループ名
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複数のプリンターの合計を求めるには ?

統計グループを使うと、複数のプリンターを 1台のプリンターのようにしてエコ情報一覧を表示できます。

1. 機能ボタンの「プリンター選択」ボタンをクリックする、または「ファイル」メニュー
の「プリンター選択」を選択します。
プリンター選択ダイアログボックスが表示されます。

2. 合計したいプリンターの「統計グループ」と「統計グループ名」を設定します。
合計したいプリンターは、すべて同じ統計グループ、統計グループ名に設定します。

3. エコ情報一覧画面で、統計グループ表示の「有り」ボタンをクリックします。

統計グループ表示「無し」ボタンをクリックしたとき
統計グループ表示「有り」ボタンをクリックしたとき
（表示例）プリンター A、プリンター Bを「グループ 1」に設定した場合

60-0532 60-0533

統計グループ名

60-0531

統計グループ 統計グループ名
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排出係数とは ?

CO2排出係数は、年度、電気事業者により異なります。電気事業者がわからない場合などは、デフォルト値 0.555kg-CO2/kWhを使用してください。
 詳しくは、環境省のホームページを参照してください。

〔1〕算定省令に基づく電気事業者ごとの実排出係数及び報告命令に基づく電気事業者ごとの調整後排出係数

事業者名
実排出係数
（t-CO2/kWh）

調整後排出係数
（t-CO2/kWh）

北海道電力株式会社 0.000678 0.000681
東北電力株式会社 0.000591 0.000589
東京電力株式会社 0.000530 0.000521
中部電力株式会社 0.000513 0.000509
北陸電力株式会社 0.000630 0.000628
関西電力株式会社 0.000522 0.000516
中国電力株式会社 0.000719 0.000717
四国電力株式会社 0.000699 0.000706
九州電力株式会社 0.000613 0.000617
沖縄電力株式会社 0.000858 0.000763
イーレックス株式会社 0.000500 0.000486
（一財）中之条電力 0.000513 0.000518
（一社）電力託送代行機構 0.000397 0.000221
出光グリーンパワー株式会社 0.000644 0.001155
伊藤忠エネクス株式会社 0.000380 0.000255
エネサーブ株式会社 0.000617 0.000245
荏原環境プラント株式会社 0.000000 0.000000
王子製紙株式会社 0.000442 0.000432
オリックス株式会社 0.000539 0.000370
株式会社イーセル 0.000315 0.000308
株式会社うなかみの大地 0.000246 0.000405
株式会社エヌパワー 0.000476 0.000525
株式会社エネット 0.000423 0.000443
株式会社 F-Power 0.000491 0.000401
株式会社グローバルエンジニアリング 0.000609 0.000594
株式会社ケーキュービック 0.000039 0.000038
株式会社 CNOパワーソリューションズ 0.000620 0.000606
株式会社 G-Power 0.000139 0.000000
株式会社トヨタタービンアンドシステム 0.000459 0.000449
株式会社南和 0.000591 0.000584
株式会社日本セレモニー 0.000641 0.000627

事業者名
実排出係数
（t-CO2/kWh）

調整後排出係数
（t-CO2/kWh）

株式会社 V-Power 0.000208 0.000399
株式会社フォレストパワー 0.000146 0.000277
株式会社ベイサイドエナジー 0.000627 0.000613
サミットエナジー株式会社 0.000492 0.000531
JX日鉱日石エネルギー株式会社 0.000420 0.000410
JENホールディングス株式会社 0.000501 0.000490
志賀高原リゾート開発株式会社 0.000165 0.000162
シナネン株式会社 0.000452 0.000442
昭和シェル石油株式会社 0.000377 0.000369
新日鉄住金エンジニアリング株式会社 0.000602 0.000599
泉北天然ガス発電株式会社 0.000397 0.000388
ダイヤモンドパワー株式会社 0.000402 0.000393
テス・エンジニアリング株式会社 0.000695 0.000687
東京エコサービス株式会社 0.000080 0.000169
日産自動車株式会社 0.000417 0.000273
日本アルファ電力株式会社 0.000000 0.000000
日本テクノ株式会社 0.000482 0.000541
日本ロジテック協同組合 0.000405 0.000290
パナソニック株式会社 0.000667 0.000660
富士フイルム株式会社 0.000510 0.000498
プレミアムグリーンパワー株式会社 0.000021 0.000022
丸紅株式会社 0.000389 0.000418
ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 0.000375 0.000499
リエスパワー株式会社 0.000553 0.000000
［2］代替値 0.000551

※ 平成 25年度の電気事業者ごとの実排出係数・調整後排出係数等の公表について（お
知らせ）：2014年 12月 5日発表資料
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その他
他のネットワークのプリンターを追加するには ?

｢プリンター選択｣ ダイアログボックスで、ホスト名または IPアドレ
スを入力してプリンターを追加します。

 対象となるプリンターを選択する（232ページ）

1. ｢プリンター選択｣ ボタンをクリックするか、または ｢ファイル｣
メニューの ｢プリンター選択｣ を選択します。
｢プリンター選択｣ ダイアログボックスが表示されます。

2. ｢追加｣ ボタンをクリックします。
「プリンター追加」ダイアログボックスが表示されます。

3. ｢ホスト名または IPアドレス」を選択し、ホスト名または IPアド
レスを入力して、｢決定｣ ボタンをクリックします。

4. 任意のプリンター名を「プリンター名」に入力し、「OK」ボタン
をクリックします。

グラフ化するには ?

本ツールではグラフをサポートしておりません。次の手順で他のアプ
リケーションでグラフ化してください。

 エコ情報一覧を CSVに出力する（246ページ）

1. 必要なデータをエコ情報一覧に表示します。

2. ｢ファイル｣ メニューの ｢CSV出力｣ を選択します。
「名前をつけて保存」ダイアログボックスが表示されます。

3. ファイル名を入力して、｢保存｣ ボタンをクリックします。
設定したファイル名で、CSV出力したファイルが保存されます。

4. Excelなどのグラフツールで、手順 3で出力した CSVファイルを
取り込み、グラフを作成します。
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多数のプリンターのエコ情報を管理する場合は、次の点を考慮してください。

更新時間について

プリンターの電源が ONの状態では、プリンター 1台あたり、約 4秒
※1でエコログ情報を取得できます。
• プリンター 1台あたり 25ユーザーの場合の更新時間です。ユーザー
数により更新時間は変化します。
※1： 対象プリンターが固定 IPアドレスで運用されていて、プリンター
のマシン名も書き込まれている場合は、マシン名での接続を試
行した（約 3秒）後に IPアドレスでの接続を行うため、約 3秒
多くかかります。

プリンターの電源が OFFになっているなど、エコログ情報を取得でき
ない場合は、プリンター 1台あたり、約 6秒でタイムアウトします。
• プリンターとの接続処理は、マシン名で接続→ IPアドレスで接続、
と 2段階の接続処理を実行しています。それぞれタイムアウトは約
3秒です。

• すべての対象プリンターからエコログ情報を収集してから、エコ
情報一覧が表示されます。対象プリンターが多い場合や、電源が
OFFになっているプリンターがある場合は、しばらく時間がかか
ります。

設定ファイルが保存されているフォルダーについて

設定ファイルが保存されているフォルダーは、ご使用のオペレーティ
ングシステムにより、次のように構成されています。

Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、
Windows 10、Windows Server 2008、Windows Server 2012の場合：

C:￥Users￥（ユーザー名）￥AppData￥Roaming￥CASIO￥CPNMECO

お使いのコンピューターを別のコンピューターに変更する場合は、設
定ファイルをコピーしてください。また、ユーザー名を変更する場合
も、同様にして設定ファイルをコピーしてください。これにより、コ
ンピューターやユーザー名を変更した場合も、設定内容を継続してお
使いいただけます。

システム設計上の考慮事項
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必要メモリーについて

プリンター 1台あたり、約 450KB（25ユーザー）～ 4MB（256ユーザー）
必要です。
• 主なメモリー使用：エコ情報の記憶、エコ情報一覧の表示データ、
など）

また、エコログ情報を更新（各プリンターより収集）する際は、一時
的に約 2MBのメモリーが必要です。
多数のプリンターを扱う場合は、台数に見合うメモリーがあると快適
にご利用いただけます。

ハードディスク容量について

プリンター 1台あたり、約 350KB（25ユーザー）～ 3MB（256ユーザー）
必要です。
多数のプリンターを扱う場合は、台数に見合うハードディスクをご用
意ください。

ユーザー数について

プリンター毎に、各年度最大 255ユーザーまで管理できます。255ユー
ザーを超えた場合は、「その他」に集約されます。
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