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●このたびは東芝デジタル複合機をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。
●お使いになる前に取扱説明書をよくお読みください。お読みになった後は必ず保管してください。
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はじめに

このたびは、東芝デジタル複合機 e-STUDIO165/205またはe-STUDIO167/207をお買い上
げいただきまして、まことにありがとうございます。
このネットワーク管理ガイド［スキャン編］は、以下のオプションを装着したe-STUDIO165/
205またはe-STUDIO167/207用の取扱説明書です。
ネットワークプリンタユニット
スキャナアップグレードキット
ファクスキット
拡張キーボード

このネットワーク管理ガイド［スキャン編］は、本機のスキャン機能を利用するために、ネット
ワーク管理者が行うセットアップについて説明しています。また、各種ネットワークサービスを
有効にするため、ネットワークサーバーのセットアップについても説明しています。

本書は、セットアップ時の参照先取扱説明書として、以下の取扱説明書を使用します。
設定ガイド［スキャン編］
スキャンガイド
設定ガイド［印刷編］
取扱説明書［ファクス編］

また、お使いになるコンピュータ、アプリケーションソフトウェア、ネットワークに関する詳細
は、それぞれの製品に付属している取扱説明書を参照してください。

セットアップを行う前に、本書をよくお読みください。また、本書をお手元に置いて、大切に保管
してください。
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使用許諾契約書

この契約は、お客様と東芝テック株式会社（以下「東芝テック」という）および／または東芝テッ
クのサプライヤー（以下「サプライヤー」という）との間の契約です。ソフトウェアパッケージを
開封するか或いはソフトウェアの使用を開始する事をもってお客様はこの契約に同意したこと
になります。契約条項を承認できない場合は、速やかにソフトウェアパッケージ及びマニュアル
等の付属品をご返送ください。
ソフトウェアならびに印刷物（マニュアルなどの文書）の著作権を含む知的財産権その他権利は
「東芝テック」（東京都品川区東五反田２丁目17番２号）および／または「サプライヤー」が保有
しております。

1.定義
"ソフトウェア"とはプリンタドライバソフトウェア，TWAINドライバソフトウェアおよび本製
品と一緒に提供されるCDに含まれるソフトウェアをいいます。
"指定機器"とは、お客様がソフトウェアと共に購入した本製品を言います。

2.使用許諾
お客様は、指定機器の各種機能を動作させる目的にのみソフトウェアを使用することができま
す。
お客様はソフトウェアを貸与またはリースすることはできません。
お客様は、本契約条項に明示されている場合を除き、ソフトウェアを使用、複製、修正、逆コンパ
イル、逆アセンブル又はその他いかなる方法によってもソフトウェアを変更することはできま
せん。
前号の規程にかかわらず、お客様はバックアップ用としてソフトウェアを一部複製することが
できます。尚、複製物に含まれる著作権表示について、修正、削除等は行うことができません。
お客様は、ソフトウェアに付随するマニュアル及びその他印刷物を複製できません。

3.期間
お客様は、「東芝テック」および／または「サプライヤー」に対し文書にて通知することにより、い
つでもこの契約を解約することができます。また、お客様がこの契約の条項に違反した場合に
は、この契約は自動的に解除されます。いずれの場合も、お客様には、「東芝テック」および／また
は「サプライヤー」からの連絡内容に従って、ソフトウェア及びそのバックアップを破棄もしく
は返却していただきます。

4.保障
①「東芝テック」および／または「サプライヤー」は、お客様が、ソフトウェアと共に　本製品を購
入した日から９０日以内は、ソフトウェアが記録されている媒体が通常の使用においては、材
質、製造上、もしくは記録上の欠陥がないことを保証します。
②「東芝テック」および／または「サプライヤー」は、ソフトウェアに含まれる機能がお客様の要
件を満たしていること及びソフトウェアの動作が常に欠陥のない状態であることを保証するも
のではありません。
③「東芝テック」および／または「サプライヤー」は、本項目上記①の保証以外はいかなる場合に
おいても、明示又黙示の保証や表明をせず、一切責任を負いません。ソフトウェアに関し、第三者
の権利の不侵害および、商品適合性またはある特定の使用目的への適合性を含み、またこれに限
定せず、いかなる黙示の保証も否認されます。
④「東芝テック」および／または「サプライヤー」は、ソフトウェアの使用または使用不能から発
生する直接、間接、特別、偶発的または付随的障害につき、かかる損害を含み、またこれに限定せ
ず、いかなる損害に対する補償を一切いたしません。
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5.一般事項
お客様は、ソフトウェアについて、第三者に使用権を設定し、または譲渡することはできません。
お客様は、本契約をお読みになり、上記の条項を承認したことをご確認されたものとし、さらに
本契約は、ソフトウェアに関する唯一完全な契約であり、かつ、本契約はお客様が本契約の主要
事項に関連して受け取ったいかなる情報にも優先することに同意されたものとします。
本契約は日本国の法律あるいは、「サプライヤー」の選択により、本契約により生じた紛争及び本
契約に関連する紛争に関して、関連する「サプライヤー」の指定した国の法律に準拠するものと
します。
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本書をお読みになる前に

取扱説明書の構成
e-STUDIO165/205またはe-STUDIO167/207の取扱説明書は、以下のように構成されていま
す。目的に応じて適切な取扱説明書をお読みください。なお、本書はネットワーク管理ガイド［ス
キャン編］です。

基本機能

ファクス機能

ファクス機能を使用するためには、オプションのファクスキットGD-1221Jが必要です。

印刷機能

印刷機能を使用するためには、オプションのネットワークプリンタユニットGA-1190Jが必要
です。

取扱説明書［コピー編］（冊子）
コピー機能を中心に、本機の基本的な使いかたを説明しています。また、
必ず守っていただきたい安全上のご注意も記載しています。本機を使用
する前に必ずお読みください。

取扱説明書［ファクス編］（冊子）
ファクス機能の使いかたを説明しています。ファクスの送信/受信に関し
て、基本的なものから応用的なものまで、あらゆる機能を使用することが
できます。

クイックスタートガイド［印刷編］（冊子）
GA-1190Jの付属品、必要な環境条件、ネットワークの接続概要など、印刷
機能に関する基本的なことを説明しています。また、トラブルシューティ
ングについても記載しています。印刷機能を使用する前に必ずお読みくだ
さい。

ネットワーク管理ガイド［印刷編］（PDFファイル）
ネットワークの接続、各コンポーネントの設定など、ネットワークを構築して印刷機能を使用
するために必要なことを説明しています。
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スキャン機能

スキャン機能を使用するためには、オプションのスキャナアップグレードキットGA-1200Jが
必要です。

PDFファイル形式の取扱説明書を読むには
PDF（Portable Document Format）ファイル形式の取扱説明書は、コンピュータにインストー
ルされたAdobe ReaderまたはAdobe Acrobat Readerにより表示/印刷することができま
す。お使いになるコンピュータにAdobe ReaderまたはAdobe Acrobat Readerがインストー
ルされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードするなどして、あ
らかじめインストールしておいてください。

設定ガイド［印刷編］（PDFファイル）
本書は、以下のような2部編成になっています。
本体編： 本機の操作パネルによる印刷関連の設定方法について説明しています。
TopAccess編： 付属ユーティリティ「TopAccess」の使いかたを説明しています。Webブラ

ウザを利用して本機の設定や管理を行うことができます。

印刷ガイド（PDFファイル）
クライアントソフトウェアのインストール、プリンタドライバの使いかたなど、コンピュータ
から本機へ印刷するために必要なことを説明しています。

ネットワークファクスガイド（PDFファイル）
クライアントソフトウェアのインストール、N/W-Faxドライバの使いかた、付属アプリケー
ションソフトウェア「AddressBook Viewer」の使いかたなど、コンピュータからネットワー
クを経由してファクス送信するために必要なことを説明しています。

クイックスタートガイド［スキャン編］（PDFファイル）
GA-1200Jの付属品、必要な環境条件、ネットワークの接続概要など、スキャン機能に関する基
本的なことを説明しています。また、トラブルシューティングについても記載しています。ス
キャン機能を使用する前に必ずお読みください。

ネットワーク管理ガイド［スキャン編］（PDFファイル、本書です）
ネットワークの接続、各コンポーネントの設定など、ネットワークを構築してスキャン機能を
使用するために必要なことを説明しています。

設定ガイド［スキャン編］（PDFファイル）
本書は、以下のような2部編成になっています。
本体編： 本機の操作パネルによるスキャン関連の設定方法について説明しています。
TopAccess編： 付属ユーティリティ「TopAccess」の使いかたを説明しています。Webブラ

ウザを利用して本機の設定や管理を行うことができます。

スキャンガイド（PDFファイル）
TWAINドライバのインストールや使いかた、各種スキャン機能の使いかたなど、本機でスキャ
ン機能を使用するために必要なことを説明しています。
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本書の読みかた

本文中の記号について
本書では、重要事項には以下の記号を付けて説明しています。これらの内容については必ずお読
みください。

商標について
Windows 98の正式名称は、Microsoft Windows 98 Operating Systemです。
Windows Meの正式名称は、Microsoft Windows Me Operating Systemです。
Windows 2000の正式名称は、Microsoft Windows 2000 Operating Systemです。
Windows XPの正式名称は、Microsoft Windows XP Operating Systemです。
Windows Server 2003の正式名称は、Microsoft Windows Server 2003 Operating 
Systemです。
Windows Vistaの正式名称は、Microsoft Windows Vista Operating Systemです。
Microsoft、Windows、Windows NT、またはその他のマイクロソフト製品の名称及び製品
名は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標で
す。
Apple、AppleTalk、Macintosh、Mac、Mac OS、Safari、TrueTypeおよびLaserWriterは、
米国Apple Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader、Adobe Acrobat Reader およびPostScriptは、
Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。
Mozilla、Firefox、Firefoxロゴは、米国Mozilla Foundationの米国およびその他の国におけ
る商標または登録商標です。
Netscapeは、Netscape Communications Corporationの商標です。
IBM、ATおよびAIXは、International Business Machines Corporationの商標です。
NOVELL、NetWare、NDSは米国NOVELL, Inc.の商標または登録商標です。
TopAccessは、東芝テック株式会社の登録商標です。
その他、本書に掲載されている会社名、製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標であ
る場合があります。

©2007, 2008 TOSHIBA TEC CORPORATION All rights reserved
本書は、著作権法により保護されており、東芝テック株式会社の承諾がない場合、本書のいかな
る部分もその複写、複製を禁じます。本書中の情報の使用については特許に関する法的責任は生
じないものとします。

操作するうえでご注意いただきたい事柄を示しています。

操作の参考となる事柄や、知っておいていただきたいことを示してい
ます。

関連事項を説明しているページを示しています。必要に応じて参照し
てください。
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ネットワーク構成の概要

本機は、スキャナアップグレードキットを装着することにより、スキャンやEメール送信などの
機能を使用することができます。また、さらにファクスキットを装着することにより、インター
ネットファクス送信などの機能を使用することができます。これらの機能を使用するために、管
理者はクライアントコンピュータ、サーバー、本機のネットワーク設定を正しく行ってくださ
い。

下図に、本機を接続した一般的なネットワーク構築例を示します。

TCP/IPローカルエリアネットワーク接続環境
Windowsコンピュータ、Macintoshコンピュータ、UNIXワークステーションなどが接続されて
いるTCP/IPのローカルエリアネットワークへ本機を接続すると、以下の機能を使用することが
できます。

TopAccess
TopAccessを利用したクライアントコンピュータによる本機の管理および設定

スキャン機能
スキャン画像のファイル保存（ネットワーク上の指定したフォルダへ保存）
 P.12 「ファイル保存の設定手順」

スキャン画像のTWAINデータ保存（本機メモリへ保存してWindowsコンピュータで取得）
この機能の詳細に関しては、スキャンガイドを参照してください。

Windows 98
Windows Me
Windows NT 4.0
Windows 2000
Windows XP
Windows Server 2003
Windows Vista
NetWare 6.0/6.5
UNIX

DNSサーバー
Eメールサーバー

Mac OS 8.6
Mac OS 9.x
Mac OS X

TCP/IPまたはIPX/SPXのローカルエリア
ネットワーク

AppleTalkまたはTCP/IPのローカルエリア
ネットワーク

インターネット
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MacintoshコンピュータおよびUNIXワークステーションでは、TWAINデータの保存機能を使
用することはできません。

IPX/SPXローカルエリアネットワーク接続環境
NetWareファイルサーバーが接続されているIPX/SPXローカルエリアネットワークへ本機を
接続すると、以下の機能を使用することができます。

スキャン機能
スキャン画像のファイル保存（ネットワーク上の指定したフォルダへ保存）
 P.12 「ファイル保存の設定手順」

インターネット接続環境
インターネットにアクセスできるネットワークへ本機を接続すると、以下の機能を使用するこ
とができます。

スキャン機能
スキャン画像のEメール送信
 P.13 「Eメール送信の設定手順」

インターネットファクス機能
インターネットファクス送信/受信
 P.15 「インターネットファクスの設定手順」

Eメールに添付されたTIFFファイル（TIFF-FX Profile S/F/J）の印刷
 P.17 「Eメール印刷の設定手順」

オンランプゲートウェイ
 P.18 「オンランプゲートウェイの設定手順」

オフランプゲートウェイ
 P.21 「オフランプゲートウェイの設定手順」

インターネットファクスの各機能は、オプションのファクスキットを装着した場合に有効とな
ります。
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スキャン機能の設定手順

本機でスキャン機能を使用するための基本的な設定手順について説明します。各手順の詳細に
関しては、併記されている取扱説明書の該当ページを参照してください。

ファイル保存の設定手順
スキャンした画像をファイル保存するための設定手順です。これにより、あらかじめ設定してお
いたネットワーク上のフォルダへスキャンした画像を保存することができます。なお、ファイル
を保存するフォルダは、本機がサポートするプロトコル（SMB、FTP、NetWare IPX/SPX、
NetWare TCP/IP）でアクセス可能であれば、WindowsやMacintoshなどのプラットフォーム
に関係なく設定することができます。

設定手順

1 TopAccessを使用できるようにTCP/IPとHTTPネットワークサービス
を設定します。
この設定を完了すると、TopAccessを使うことができます。はじめてTCP/IPおよび
HTTPネットワークサービスを設定するときは、本機の操作パネルから行ってください。

設定ガイド［印刷編］
第5章「ネットワーク設定（本体）」
 TCP/IPの設定
 HTTPの設定

第10章「TopAccessの管理者タブページ-セットアップメニュー（プリンタ機能）」
ネットワーク設定をセットアップする（プリンタ機能）
 TCP/IPの設定
 HTTPの設定

以上は、ネットワーク環境の設定です。以降は、TopAccessを使用して本機の設定を行っ
てください。

ファイルサーバー

クライアントコンピュータ

スキャン
TCP/IP IPX/SPX

. SMB. FTP. NetWare IPX/SPX. NetWare TCP/IP
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2 ネットワークフォルダを設定します。
スキャンした画像を保存するフォルダを設定してください。この設定でSMBプロトコル
を選択した場合は、固定IPアドレスにより運用しているコンピュータを保存先として設
定する必要があります。

設定ガイド［スキャン編］
第8章「TopAccessの管理者タブページ-セットアップメニュー（スキャン機能）」
 ネットワークフォルダに保管設定をセットアップする

3 必要に応じてネットワーク項目を設定します。
手順2で設定したプロトコルに応じて、「SMB」や「FTPクライアント」などのネットワー
ク項目を設定してください。

設定ガイド［スキャン編］
第8章「TopAccessの管理者タブページ-セットアップメニュー（スキャン機能）」
 ネットワーク設定をセットアップする（スキャン機能）

Eメール送信の設定手順
スキャンした画像をインターネットでEメール送信するための設定手順です。これにより、E
メールを本機から指定したアドレスへ送信することができます。

設定手順

1 DNSサーバーとSMTPサーバーを設定します。
Eメールを送信するために、ネットワーク上にDNSサーバーとSMTPサーバーを設定し
てください。
 P.26 「DNSサーバーおよびメールサーバーを設定する」

SMTP

SMTPサーバー

スキャン

@

インターネット
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1 セットアップの概要

2 TopAccessを使用できるようにTCP/IPとHTTPネットワークサービス
を設定します。
この設定を完了すると、TopAccessを使うことができます。はじめてTCP/IPおよび
HTTPネットワークサービスを設定するときは、本機の操作パネルから行ってください。

設定ガイド［印刷編］
第5章「ネットワーク設定（本体）」
 TCP/IPの設定
 HTTPの設定

第10章「TopAccessの管理者タブページ-セットアップメニュー（プリンタ機能）」
ネットワーク設定をセットアップする（プリンタ機能）
 TCP/IPの設定
 HTTPの設定

以上は、ネットワーク環境の設定です。以降は、TopAccessを使用して本機の設定を行っ
てください。

3 SMTPクライアントを設定します。
EメールをSMTP送信するために、SMTPクライアントを設定してください。

設定ガイド［スキャン編］
第8章「TopAccessの管理者タブページ-セットアップメニュー（スキャン機能）」
ネットワーク設定をセットアップする（スキャン機能）
 SMTPクライアントの設定

4 Eメール設定をします。
Eメール送信を有効とするために、Eメール設定を行ってください。

設定ガイド［スキャン編］
第8章「TopAccessの管理者タブページ-セットアップメニュー（スキャン機能）」
 Eメール設定をセットアップする
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インターネットファクス機能の設定手順

本機でインターネットファクス機能を使用するための基本的な設定手順について説明します。
各手順の詳細に関しては、併記されている取扱説明書の該当ページを参照してください。

インターネットファクスの各機能は、オプションのファクスキットを装着した場合に有効とな
ります。

インターネットファクスの設定手順
インターネットファクスを使用するための設定手順です。これにより、本機と他インターネット
ファクス機の間でインターネットファクスを送信/受信することができます。また、インター
ネットファクスはEメール形式で送受信されますので、本機からクライアントコンピュータへイ
ンターネットファクスを送信することも可能です。

設定手順

1 DNSサーバーとメールサーバーを設定します。
インターネットファクスを送信/受信するために、ネットワーク上にDNSサーバーと
メールサーバー（送信用SMTPサーバー、受信用POP3サーバー）を設定してください。
 P.26 「DNSサーバーおよびメールサーバーを設定する」

インターネット

Eメールサーバー

SMTPサーバーを介して
インターネットファクスを
インターネットへ送信

POP3サーバーから
インターネットファクス
を受信

インターネットファクス原稿

インターネットファクス機
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1 セットアップの概要

2 TopAccessを使用できるようにTCP/IPとHTTPネットワークサービス
を設定します。
この設定を完了すると、TopAccessを使うことができます。はじめてTCP/IPおよび
HTTPネットワークサービスを設定するときは、本機の操作パネルから行ってください。

設定ガイド［印刷編］
第5章「ネットワーク設定（本体）」
 TCP/IPの設定
 HTTPの設定

第10章「TopAccessの管理者タブページ-セットアップメニュー（プリンタ機能）」
ネットワーク設定をセットアップする（プリンタ機能）
 TCP/IPの設定
 HTTPの設定

以上は、ネットワーク環境の設定です。以降は、TopAccessを使用して本機の設定を行っ
てください。

3 SMTPクライアントを設定します。
インターネットファクスを送信するために、SMTPクライアントを設定してください。

設定ガイド［スキャン編］
第8章「TopAccessの管理者タブページ-セットアップメニュー（スキャン機能）」
ネットワーク設定をセットアップする（スキャン機能）
 SMTPクライアントの設定

4 POP3ネットワークサービスを設定します。
インターネットファクスを受信するために、POP3ネットワークサービスを設定してく
ださい。

設定ガイド［スキャン編］
第8章「TopAccessの管理者タブページ-セットアップメニュー（スキャン機能）」
ネットワーク設定をセットアップする（スキャン機能）
 POP3の設定

5 インターネットファクス設定をします。
インターネットファクスを有効とするために、インターネットファクス設定を行ってく
ださい。

設定ガイド［スキャン編］
第8章「TopAccessの管理者タブページ-セットアップメニュー（スキャン機能）」
 インターネットファクス設定をセットアップする
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6 Eメール印刷を設定します。
インターネットファクスを印刷するために、Eメール印刷を設定してください。

設定ガイド［スキャン編］
第8章「TopAccessの管理者タブページ-セットアップメニュー（スキャン機能）」
プリントサービス設定をセットアップする（スキャン機能）
 Eメール印刷の設定

Eメール印刷の設定手順
Eメールに添付されたTIFFファイル*を印刷するための設定手順です。これにより、印刷する
ファイルが添付されたEメールを、クライアントコンピュータからインターネットを介して本機
のEメールアドレスへ送信すると、それを本機が受信して添付ファイルを印刷することができま
す。
なお、すでに  P.15 「インターネットファクスの設定手順」の設定を行っている場合は、本項の
設定を行う必要はありません。その場合には、直ちにEメール印刷の機能を使用することができ
ます。
＊ 本機が印刷可能なTIFFファイルの形式は、TIFF-FX Profile S、TIFF-FX Profile F、TIFF-FX Profile Jの
3種類です。

設定手順

1 POP3サーバーを設定します。
Eメールを受信するために、ネットワーク上にPOP3サーバーを設定してください。
 P.26 「DNSサーバーおよびメールサーバーを設定する」

2 TopAccessを使用できるようにTCP/IPとHTTPネットワークサービス
を設定します。
この設定を完了すると、TopAccessを使うことができます。初めてTCP/IPおよびHTTP
ネットワークサービスを設定するときは、本機の操作パネルから行ってください。

設定ガイド［印刷編］
第5章「ネットワーク設定（本体）」
 TCP/IPの設定
 HTTPの設定

第10章「TopAccessの管理者タブページ-セットアップメニュー（プリンタ機能）」
ネットワーク設定をセットアップする（プリンタ機能）
 TCP/IPの設定
 HTTPの設定

以上は、ネットワーク環境の設定です。以降は、TopAccessを使用して本機の設定を行っ
てください。
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1 セットアップの概要

3 POP3ネットワークサービスを設定します。
Eメールを受信するために、POP3ネットワークサービスを設定してください。

設定ガイド［スキャン編］
第8章「TopAccessの管理者タブページ-セットアップメニュー（スキャン機能）」
ネットワーク設定をセットアップする（スキャン機能）
 POP3の設定

4 Eメール印刷を設定します。
Eメールの添付ファイルを印刷するために、Eメール印刷を設定してください。

設定ガイド［スキャン編］
第8章「TopAccessの管理者タブページ-セットアップメニュー（スキャン機能）」
プリントサービス設定をセットアップする（スキャン機能）
 Eメール印刷の設定

オンランプゲートウェイの設定手順
オンランプゲートウェイを使用するための設定手順です。これにより、G3ファクスから送信さ
れたファクスを、本機の中継箱を経由して、中継箱に登録されたEメールアドレスへインター
ネットファクス/Eメールで送信することができます。

インターネット

Fコード
中継局SMTPサーバーを介して

文章をインターネットに送信

Fコード対応
G3ファクス機

SMTPサーバー

公衆電話回線を介して本機の
中継箱にファクスを送信

インターネットファクス文書
として配信

インターネットから
Eメール文書として配信

インターネットファクス機

クライアントコンピュータ

中継箱の孫局に
Eメールアドレスを
割り当て
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設定手順

1 DNSサーバーとSMTPサーバーを設定します。
インターネットファクス/Eメールを送信するために、ネットワーク上にDNSサーバーと
SMTPサーバーを設定してください。
 P.26 「DNSサーバーおよびメールサーバーを設定する」

2 TopAccessを使用できるようにTCP/IPとHTTPネットワークサービス
を設定します。
この設定を完了すると、TopAccessを使うことができます。はじめてTCP/IPおよび
HTTPネットワークサービスを設定するときは、本機の操作パネルから行ってください。

設定ガイド［印刷編］
第5章「ネットワーク設定（本体）」
 TCP/IPの設定
 HTTPの設定

第10章「TopAccessの管理者タブページ-セットアップメニュー（プリンタ機能）」
ネットワーク設定をセットアップする（プリンタ機能）
 TCP/IPの設定
 HTTPの設定

以上は、ネットワーク環境の設定です。以降は、TopAccessを使用して本機の設定を行っ
てください。

3 SMTPクライアントを設定します。
インターネットファクス/EメールをSMTP送信するために、SMTPクライアントを設定
してください。

設定ガイド［スキャン編］
第8章「TopAccessの管理者タブページ-セットアップメニュー（スキャン機能）」
ネットワーク設定をセットアップする（スキャン機能）
 SMTPクライアントの設定

4 インターネットファクス設定をします。
インターネットファクス/Eメールの送信を有効とするために、インターネットファクス
設定を行ってください。

設定ガイド［スキャン編］
第8章「TopAccessの管理者タブページ-セットアップメニュー（スキャン機能）」
 インターネットファクス設定をセットアップする
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1 セットアップの概要

5 ファクス設定をします。
ファクス機能を有効とするために、ファクス設定を行ってください。なお、この設定を行
うときには、TopAccessまたは本機操作パネルのどちらでも使用することができます。

取扱説明書［ファクス編］
第5章「各種設定・登録のしかた」
 ファクス機能の初期設定
 自局名の登録のしかた

設定ガイド［印刷編］
第10章「TopAccessの管理者タブページ-セットアップメニュー（プリンタ機能）」
ファクス設定をセットアップする
 ファクス設定

6 メールボックスを作成し、宛先のEメールアドレスを登録します。
オンランプゲートウェイを有効とするために、メールボックス（中継箱）を作成し、宛先の
Eメールアドレスを登録してください。なお、この設定を行うときには、TopAccessまた
は本機操作パネルのどちらでも使用することができます。

取扱説明書［ファクス編］
第4章「システム的な使いかた」
Fコード通信のしかた
 メールボックス局の箱開設（中継同報の箱開設）

設定ガイド［スキャン編］
第6章「TopAccessの登録タブページ」
メールボックスを管理する
 メールボックスを開設する
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オフランプゲートウェイの設定手順
オフランプゲートウェイを使用するための設定手順です。これにより、本機宛に送信されたイン
ターネットファクス/Eメールを、公衆回線を介して他のファクス機へ自動的にファクス送信す
ることができます。

設定手順

1 DNSサーバーとSMTPサーバーを設定します。
インターネットへ接続してインターネットファクス/Eメールを本機へ転送するために、
ネットワーク上にDNSサーバーとSMTPサーバーを設定してください。なお、本機への
SMTP転送を有効とするためには、DNSサーバーにて本機のホスト名（ドメイン名）や
MXレコードを設定する必要があります。
 P.26 「DNSサーバーおよびメールサーバーを設定する」

インターネット

@

"host1.toshibatec-ifax.com"ドメイン宛の
Eメールまたはインターネットファクスを
SMTP通信によりSMTPサーバーを介して
本機に転送します。

G3ファクス機

インターネットファクス機

クライアントコンピュータ

受信したEメールまたはインターネットファクスを
ファクスに変換し、公衆電話回線を通して指定された
ファクス番号のG3ファクス機に送信します。

クライアントコンピュータから
"FAX=<fax number>@host1.toshibatec-ifax.com"
にEメールを送信

インターネットファクス装置から
"FAX=<fax number>@host1.toshibatec-ifax.com"
にインターネットファクスを送信

SMTPサーバー
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1 セットアップの概要

2 TopAccessを使用できるようにTCP/IPとHTTPネットワークサービス
を設定します。
この設定を完了すると、TopAccessを使うことができます。はじめてTCP/IPおよび
HTTPネットワークサービスを設定するときは、本機の操作パネルから行ってください。

設定ガイド［印刷編］
第5章「ネットワーク設定（本体）」
 TCP/IPの設定
 HTTPの設定

第10章「TopAccessの管理者タブページ-セットアップメニュー（プリンタ機能）」
ネットワーク設定をセットアップする（プリンタ機能）
 TCP/IPの設定
 HTTPの設定

以上は、ネットワーク環境の設定です。以降は、TopAccessを使用して本機の設定を
行ってください。

3 DNSセッションを設定します。
DNSサーバーを有効とするために、本機のホスト名（ドメイン名）とMXレコードを設定
したDNSサーバーを指定してください。

設定ガイド［印刷編］
第10章「TopAccessの管理者タブページ-セットアップメニュー（プリンタ機能）」
ネットワーク設定をセットアップする（プリンタ機能）
 DNSの設定

4 必要に応じてDDNSセッションを設定します。
DNSサーバーがダイナミックDNSをサポートしている場合は、DDNSセッションを設定
してください。

設定ガイド［印刷編］
第10章「TopAccessの管理者タブページ-セットアップメニュー（プリンタ機能）」
ネットワーク設定をセットアップする（プリンタ機能）
 DDNSの設定

5 SMTPサーバーの設定をします。
オフランプゲートウェイを有効とするために、本機のSMTPサーバーを設定してくださ
い。

設定ガイド［スキャン編］
第8章「TopAccessの管理者タブページ-セットアップメニュー（スキャン機能）」
ネットワーク設定をセットアップする（スキャン機能）
 SMTPサーバーの設定
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6 ファクス設定をします。
ファクス機能を有効とするために、ファクス設定を行ってください。なお、この設定を行
うときには、TopAccessまたは本機操作パネルのどちらでも使用することができます。

取扱説明書［ファクス編］
第5章「各種設定・登録のしかた」
 ファクス機能の初期設定
 自局名の登録のしかた

設定ガイド［印刷編］
第10章「TopAccessの管理者タブページ-セットアップメニュー（プリンタ機能）」
ファクス設定をセットアップする
 ファクス設定





2.ネットワークサーバーを設定する
本章では、ネットワークサーバーの設定について説明します。

DNSサーバーおよびメールサーバーを設定する ......................................................26
DNSサーバーおよびメールサーバーの設定（Eメール送信）.............................................................28
DNSサーバーおよびメールサーバーの設定（インターネットファクス）..........................................28
DNSサーバーおよびメールサーバーの設定（オフランプゲートウェイ）..........................................28
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DNSサーバーおよびメールサーバーを設定する

インターネットに接続するためのDNSサーバーおよびメールサーバーの設定について説明しま
す。ローカルエリアネットワークからインターネットへ接続する一般的なネットワーク環境例
を以下に示します。

上図のように、ローカルエリアネットワークは、通常いくつかのセグメントにより構成されてお
り、1つのセグメントはグローバルIPアドレスが割り当てられたルーターに直接接続し、他のセ
グメントはクライアントコンピュータ用のセグメントとなります。
ローカルエリアネットワークからインターネットへアクセスするには、ルーターへインター
ネット上で使われる独自のIPアドレスとなるグローバルIPを割り当て、それを各機器で共有す
る必要があります。上図の例では、ローカルエリアネットワーク内のすべての機器にプライベー
トIPアドレスを割り当て、ルーターがNAT（Network Address Translation）を使ってグローバ
ルIPアドレスを各機器で共有できるようにしているため、クライアントコンピュータやサー
バーはルーターを介してインターネットに接続することができます。なお、セキュリティを考慮
し、インターネットへ直接接続するルーターとは別のセグメントに本機を設置して管理するこ
とを推奨します。

LAN

グローバルIPアドレス

インターネット

192.168.0.1

192.168.0.3 192.168.0.4

192.168.0.5

ルーター

ルーター

192.168.1.1

192.168.0.2

192.168.1.2 192.168.1.3 192.168.1.4

DNSサーバー Eメールサーバー プロキシサーバー

クライアント クライアント
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インターネットを利用してインターネットファクスやEメールを本機にて送信/受信するために
は、DNSサーバーおよびメールサーバーを正しく設定する必要があります。本機が提供する各機
能を使用するためにDNSサーバーやメールサーバーを設定する場合は、下記の参考情報を参照
してください。
 P.28 「DNSサーバーおよびメールサーバーの設定（Eメール送信）」
 P.28 「DNSサーバーおよびメールサーバーの設定（インターネットファクス）」
 P.28 「DNSサーバーおよびメールサーバーの設定（オフランプゲートウェイ）」

DDNSを使用している環境にて、DHCPを使って本機のIPアドレスを割り当てている場合
は、DHCP Server's Scope OptionsまたはServer Optionで「006 DNS Servers」および
「015 DNS Domain Name」を有効にしてください。

DDNSを使用する場合は、前方参照ゾーンおよび逆引き参照ゾーンにて、「動的更新を使用可
能にしますか」オプションが「はい」（Windows 2000 Serverの場合）または「非セキュリ
ティ保護およびセキュリティ保護」（Windows Server 2003の場合）に設定されていること
を確認します。また、Windows Server 2003で「非セキュリティ保護およびセキュリティ保
護」を設定した場合は、必ず本機のホスト名を前方参照ゾーンおよび逆引き参照ゾーンへ追
加してください。

Windows 2000 Server
（前方参照ゾーン）

Windows Server 2003
（前方参照ゾーン）
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2 ネットワークサーバーを設定する

DNSサーバーおよびメールサーバーの設定（Eメール送信）
本機からのEメール送信とクライアントコンピュータからのEメール送信は、動作としては同じ
です。この機能を使用するためには、DNSサーバーをDNSサービスによりインターネットへア
クセスできるように設定し、メールサーバーとしてSMTPサーバーを設定してください。（Eメー
ル送信は、インターネットへ送信するだけの一方向通信ですので、SMTPサーバーのみが必要に
なります。）

DNSサーバーおよびメールサーバーの設定（インターネットファクス）
インターネットファクスは、本機と他のインターネットファクス機の間でインターネットファ
クスを送信/受信することができる機能です。インターネットファクスとEメールの送信/受信は
同じ動作であるため、ネットワーク上でEメールシステムの設定が完了していれば、この機能を
直ちに使用することができます。
Eメールシステムを設定するためには、DNSサーバーに加えて、メールサーバーとしてSMTP
サーバーとPOP3サーバーが必要となります。DNSサーバーに対しては、SMTPサーバーのMX
レコード（例 : 「mxhost.toshibatec-ifax.com」）とSMTPサーバーのホスト名（例 : 「mxhost」）
を設定してください。これにより、「@toshibatec-ifax.com」へ送信されたインターネットファ
クスやEメールを、すべてSMTPサーバーへ転送してメールボックスに保存することができ、本
機はそれらをPOP3サーバーへ要求して取得します。

DNSサーバーおよびメールサーバーの設定（オフランプゲートウェイ）
オフランプゲートウェイを有効にするためには、本機がSMTPプロトコルによりインターネッ
トファクスやEメールを受信できるように設定する必要があります。ただし、本機はSMTPサー
バーとしての全機能を持っていないため、自身でインターネットファクスやEメールを取り込む
ことはできません。
インターネットから本機がSMTPプロトコルによりインターネットファクスやEメールを受信
するためには、まず別のSMTPサーバーでインターネットファクスやEメールを受信し、次にそ
れらを本機へ転送する必要があります。
各サーバーにて以下の設定を行ってください。これにより、本機はSMTPプロトコルにより
SMTPサーバーからインターネットファクスやEメールを受信することができます。
DNSサーバーにて、SMTPサーバー用のMXレコード（例：「mxhost.toshibatec-ifax.com」）
と本機用のMXレコード（例：「mfp00c67861.toshibatec-ifax.com」）を設定してください。
このとき、本機用のMXレコードは、SMTPサーバーへ送信するように設定します。
DNSサーバーにて、SMTPサーバーのホスト名（例：「mxhost」）と本機のホスト名（例：
「mfp00c67861」）を設定してください。
SMTPサーバーにて、ホスト名が「mfp00c67861.toshibatec-ifax.com」のインターネット
ファクスやEメールを本機へ転送するように設定してください。



3.トラブルシューティング
本章では、ネットワーク設定中に問題が生じた場合のトラブルシューティング方法について説明していま
す。

トラブルシューティング概要 ...................................................................................30

ネットワーク設定チェックリスト ............................................................................31
ファイル保存.....................................................................................................................................31
Eメール送信......................................................................................................................................32
Eメール印刷......................................................................................................................................33
インターネットファクス...................................................................................................................34
オンランプゲートウェイ...................................................................................................................35
オフランプゲートウェイ...................................................................................................................36

エラーコード一覧 .....................................................................................................37
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トラブルシューティング概要

本書に掲載されている各機能について、ネットワークに関係する何らかのエラーが発生した場
合は、以下の項目を参考に対処してください。

ネットワーク設定チェックリスト
第1章「セットアップの概要」で説明した設定が正しいかをチェックリストに従って確認し、エ
ラー原因の特定とその対処を行います。チェックリストは各機能別に掲載していますので、エ
ラーが発生した機能の該当項目を参照してください。
 P.31 「ネットワーク設定チェックリスト」

エラーコード一覧
通信管理記録に記されるエラーコードの一覧です。各エラーコードに対して、エラー原因とその
対処方法もあわせて掲載していますので、必要に応じて参照してください。
 P.37 「エラーコード一覧」

このトラブルシューティングは、あくまでもエラー対処の参考として掲載しています。ネット
ワークシステムは、多様なコンポーネント（ハードウェア、ソフトウェア、その他）によって構築
されていますので、そのエラー対処のすべてを本書がサポートすることはできません。エラーが
発生したときには、状況に応じて適切な取扱説明書を参照するようにしてください。

本機のスキャン機能について、ネットワーク関係以外のトラブルシューティングは、以下の取扱
説明書に掲載されています。
クイックスタートガイド［スキャン編］： 他取扱説明書のトラブルシューティングを一部

抜粋して掲載しています。

スキャンガイド： TWAINドライバ使用時のエラーについて掲載し
ています。



 ネットワーク設定チェックリスト    31

ネットワーク設定チェックリスト

第1章「セットアップの概要」で説明した設定が正しいかをチェックリストに従って確認し、エ
ラー原因の特定とその対処を行います。チェックリストは各機能別に掲載していますので、エ
ラーが発生した機能の該当項目を参照してください。

本機がネットワーク上で検出されない場合は、ネットワークケーブルなどの接続が正しいこと
を確認したうえで、以下の取扱説明書を参照してください。

ネットワーク管理ガイド［印刷編］
第3章「トラブルシューティング」
本機の検出と印刷の確認

ファイル保存
ファイル保存機能でエラーが発生した場合は、以下に従って設定を確認してください。
No. チェック項目 はい いいえ 対処
1 本機のIPアドレスは正しく

設定されていますか？
次へ
 

設定ガイド［印刷編］を参照し、
TCP/IPを正しく設定してくださ
い。

2 TopAccessは使用できま
すか？

次へ
 

設定ガイド［印刷編］を参照し、
HTTPを正しく設定してくださ
い。

3 ファイルの保存先となる
フォルダの設定は有効です
か？

次へ
 

設定ガイド［スキャン編］を参照
し、保存先フォルダ（ネットワーク
フォルダに保管設定）を正しく設
定してください。なお、ここで設定
したプロトコルに応じて、「セット
アップ」 - 「ネットワーク」メ
ニューにおける関連項目の設定が
必要となる場合があります。

4 ファイルを保存できます
か？

完了

通信管理記録にエラーコードが記
されます。以下を参照してくださ
い。
 P.37 「エラーコード一覧」
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3 トラブルシューティング

Eメール送信
Eメール送信機能でエラーが発生した場合は、以下に従って設定を確認してください。
No. チェック項目 はい いいえ 対処
1 Eメールを送信するための

サーバーは正しく設定され
ていますか？ 次へ

 

適切な取扱説明書を参照し、DNS
サーバーとSMTPサーバーを正し
く設定してください。
 P.26 「DNSサーバーおよび

メールサーバーを設定する」（参
考）

2 本機のIPアドレスは正しく
設定されていますか？

次へ
 

設定ガイド［印刷編］を参照し、
TCP/IPを正しく設定してくださ
い。

3 TopAccessは使用できま
すか？

次へ
 

設定ガイド［印刷編］を参照し、
HTTPを正しく設定してくださ
い。

4 EメールのSMTP送信に関
する設定は有効ですか？

次へ
 

設定ガイド［スキャン編］を参照
し、SMTPクライアントを正しく
設定してください。

5 Eメールを送信するための
設定は有効ですか？

次へ
 

設定ガイド［スキャン編］を参照
し、Eメール設定を正しく設定し
てください。

6 Eメールを送信できます
か？

完了

通信管理記録にエラーコードが記
されます。以下を参照してくださ
い。
 P.37 「エラーコード一覧」
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Eメール印刷
Eメール印刷機能でエラーが発生した場合は、以下に従って設定を確認してください。
No. チェック項目 はい いいえ 対処
1 メールを受信するための

サーバーは正しく設定され
ていますか？ 次へ

 

適切な取扱説明書を参照し、
POP3サーバーを正しく設定して
ください。
 P.26 「DNSサーバーおよび

メールサーバーを設定する」（参
考）

2 本機のIPアドレスは正しく
設定されていますか？

次へ
 

設定ガイド［印刷編］を参照し、
TCP/IPを正しく設定してくださ
い。

3 TopAccessは使用できま
すか？

次へ
 

設定ガイド［印刷編］を参照し、
HTTPを正しく設定してくださ
い。

4 Eメールを受信するための
設定は有効ですか？

次へ
 

設定ガイド［スキャン編］を参照
し、POP3を正しく設定してくだ
さい。

5 受信したEメールの添付
ファイルを印刷するための
設定は有効ですか？

次へ
 

設定ガイド［スキャン編］を参照
し、Eメール印刷を正しく設定し
てください。

6 Eメールを受信して、その添
付ファイルを印刷できます
か？ 完了

通信管理記録にエラーコードが記
されます。以下を参照してくださ
い。
 P.37 「エラーコード一覧」
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3 トラブルシューティング

インターネットファクス
インターネットファクス機能でエラーが発生した場合は、以下に従って設定を確認してくださ
い。
No. チェック項目 はい いいえ 対処
1 インターネットファクスを

送信/受信するためのサー
バーは正しく設定されてい
ますか？

次へ
 

適切な取扱説明書を参照し、DNS
サーバーとメールサーバーを正し
く設定してください。
 P.26 「DNSサーバーおよび

メールサーバーを設定する」（参
考）

2 本機のIPアドレスは正しく
設定されていますか？

次へ
 

設定ガイド［印刷編］を参照し、
TCP/IPを正しく設定してくださ
い。

3 TopAccessは使用できま
すか？

次へ
 

設定ガイド［印刷編］を参照し、
HTTPを正しく設定してくださ
い。

4 インターネットファクスを
送信/受信するための設定
は有効ですか？

次へ
 

設定ガイド［スキャン編］を参照
し、SMTPクライアント、POP3、
インターネットファクスを正しく
設定してください。

5 受信したインターネット
ファクスを印刷するための
設定は有効ですか？

次へ
 

設定ガイド［スキャン編］を参照
し、Eメール印刷を正しく設定し
てください。

6 インターネットファクスを
送信/受信して、受信したイ
ンターネットファクスを印
刷できますか？

完了

通信管理記録にエラーコードが記
されます。以下を参照してくださ
い。
 P.37 「エラーコード一覧」
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オンランプゲートウェイ
オンランプゲートウェイ機能でエラーが発生した場合は、以下に従って設定を確認してくださ
い。
No. チェック項目 はい いいえ 対処
1 インターネットファクス/

Eメールを送信するための
サーバーは正しく設定され
ていますか

次へ
 

適切な取扱説明書を参照し、DNS
サーバーとSMTPサーバーを正し
く設定してください。
 P.26 「DNSサーバーおよび

メールサーバーを設定する」（参
考）

2 本機のIPアドレスは正しく
設定されていますか？

次へ
 

設定ガイド［印刷編］を参照し、
TCP/IPを正しく設定してくださ
い。

3 TopAccessは使用できま
すか？

次へ
 

設定ガイド［印刷編］を参照し、
HTTPを正しく設定してくださ
い。

4 インターネットファクス/
EメールのSMTP送信に関
する設定は有効ですか？

次へ
 

設定ガイド［スキャン編］を参照
し、SMTPクライアントを正しく
設定してください。

5 インターネットファクス/
Eメールを送信するための
設定は有効ですか？

次へ
 

設定ガイド［スキャン編］を参照
し、インターネットファクスを正
しく設定してください。

6 ファクス機能の設定は有効
ですか？ 次へ

 

設定ガイド［印刷編］または取扱説
明書［ファクス編］を参照し、ファ
クス機能を正しく設定してくださ
い。

7 オンランプゲートウェイ機
能の設定は有効ですか？

次へ
 

設定ガイド［スキャン編］または取
扱説明書［ファクス編］を参照し、
メールボックスと宛先Eメールア
ドレスを正しく設定してくださ
い。

8 G3ファクス機から受信し
たファクスを、インター
ネットファクス/Eメール
として送信できますか？

完了

通信管理記録にエラーコードが記
されます。以下を参照してくださ
い。
 P.37 「エラーコード一覧」
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3 トラブルシューティング

オフランプゲートウェイ
オフランプゲートウェイ機能でエラーが発生した場合は、以下に従って設定を確認してくださ
い。
No. チェック項目 はい いいえ 対処
1 インターネットファクス/

Eメールを本機へ転送する
ためのサーバーは正しく設
定されていますか？

次へ
 

適切な取扱説明書を参照し、DNS
サーバーとSMTPサーバーを正し
く設定してください。
 P.26 「DNSサーバーおよび

メールサーバーを設定する」（参
考）

2 本機のIPアドレスは正しく
設定されていますか？

次へ
 

設定ガイド［印刷編］を参照し、
TCP/IPを正しく設定してくださ
い。

3 TopAccessは使用できま
すか？

次へ
 

設定ガイド［印刷編］を参照し、
HTTPを正しく設定してくださ
い。

4 DNS（およびDDNS）セッ
ションの設定は有効ですか

次へ
 

設定ガイド［印刷編］を参照し、
DNSセッションを正しく設定し
てください。なお、DNSサーバー
がダイナミックDNSをサポート
している場合は、DDNSセッショ
ンの設定が必要となります。

5 オフランプゲートウェイ機
能の設定は有効ですか？

次へ
 

設定ガイド［スキャン編］を参照
し、本機のSMTPサーバーを正し
く設定してください。なお、オフラ
ンプセキュリティを有効とした場
合は、転送先ファクス番号を本機
のアドレス帳へ登録しておく必要
があります。

6 ファクス機能の設定は有効
ですか？ 次へ

 

設定ガイド［印刷編］または取扱説
明書［ファクス編］を参照し、ファ
クス機能を正しく設定してくださ
い。

7 他装置から受信したイン
ターネットファクス/E
メールを、G3ファクス機へ
ファクス送信できますか？

完了

通信管理記録にエラーコードが記
されます。以下を参照してくださ
い。
 P.37 「エラーコード一覧」
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エラーコード一覧

通信管理記録に記されるエラーコードの一覧です。各エラーコードに対して、エラー原因とその
対処方法もあわせて掲載していますので、必要に応じて参照してください。

エラーコードの確認
通信エラーが発生すると、通信管理記録の「結果」欄に「NG」（通信結果）および2桁のエラーコー
ドが記されます。以下の取扱説明書を参照し、通信管理記録を出力してください。

取扱説明書［ファクス編］
第5章「各種設定・登録のしかた」
 リスト出力の初期設定
 リストとその出しかた

スキャンガイド
第13章「付録」
 通信管理記録（ジャーナル）
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3 トラブルシューティング

送信時のエラーコード
エラー
コード 原因 対処方法

60 イメージデータの処理中にエラーが発生し
ました。

本機を再起動してください。それでも継続し
てエラーが発生する場合は、サービスエンジ
ニアまたは弊社販売店へ連絡してください。61 テキストデータの処理中にエラーが発生し

ました。
62 ネットワークインターフェイスカードへア

クセスできませんでした。
63 USBインターフェイスにてシーケンスエ

ラーが発生しました。
71 SMTPサーバーとの通信中にタイムアウト

エラーが発生しました。
ネットワークケーブルが正しく接続されてい
て、SMTPサーバーが正常に動作しているか
を確認してください。
または、設定ガイド［スキャン編］を参照し、
SMTPクライアントを正しく設定してくださ
い。

72 本機のホスト名（装置名称）が不正なため、
相手側からエラー応答が返されました。

設定ガイド［印刷編］を参照し、本機のホスト
名を正しく設定してください。

73 本機のEメールアドレス（送信者アドレス）
について、設定されていないか、不正文字が
含まれています。

設定ガイド［スキャン編］を参照し、本機のE
メールアドレスを正しく設定してください。

74 SMTPサーバーアドレスが設定されていま
せん。

設定ガイド［スキャン編］を参照し、SMTP
サーバーアドレスを正しく設定してくださ
い。

75 本機のIPアドレスが設定されていません。 設定ガイド［印刷編］を参照し、本機のIPアド
レスを正しく設定してください。

76 送信データのサイズが送信最大容量を超え
ています。

設定ガイド［スキャン編］を参照し、送信最大
容量の設定値を大きくしてください。
または、ページ数を減らすなどして、送信デー
タのサイズを小さくしてください。

7C Eメール送信の場合：
宛先Eメールアドレスが不正です。

設定ガイド［スキャン編］（アドレス帳使用時）
またはスキャンガイド（直接入力時）を参照
し、宛先Eメールアドレスを正しく設定してく
ださい。

ファイル保存の場合：
ネットワークパス、サーバー名称、ログイン
ユーザ名、パスワードのいずれかが不正で
す。

設定ガイド［スキャン編］を参照し、保存先
フォルダ（ネットワークフォルダに保管設定）
を正しく設定してください。

7D メモリの空き容量が不足していたため、
データを送信できませんでした。

現在実行中のジョブが完了するのを待ち、メ
モリの空き容量を十分確保してください。そ
れでも継続してエラーが発生する場合は、本
機を再起動してください。

A0 システム内部でエラーが検出されました。
テンプレートを使用している場合は、その
テンプレートが不正です。

設定ガイド［スキャン編］を参照し、当該テン
プレートを正しく再設定してください。それ
でも継続してエラーが発生する場合は、本機
を再起動してください。

A1 アドレス帳を読み込めませんでした。 本機を再起動してください。それでも継続し
てエラーが発生する場合は、設定ガイド［ス
キャン編］または取扱説明書［ファクス編］を
参照し、アドレス帳を正しく再設定してくだ
さい。
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A2 SMTP認証エラーが発生しました。 設定ガイド［スキャン編］を参照し、SMTPク
ライアントを正しく設定してください。
または、SMTPサーバーが正常に動作してい
るかを確認してください。

A4 ファイルを保存できませんでした。 ファイル保存先となるフォルダについて、書
き込み可能な状態であること、空き容量が十
分であることを確認してください。

A5 ファイル保存のプロトコルが無効です。 設定ガイド［スキャン編］を参照し、保存先
フォルダ（ネットワークフォルダに保管設定）
のプロトコルを正しく設定してください。

A6 以下のような理由により、TWAINデータを
保存できませんでした。
メモリの空き容量が不足している。
ページ数、ドキュメント数、フォルダ数
のいずれかが保存可能な最大値に達し
ている。

ページ数を減らすなどして、保存するTWAIN
データのサイズを小さくしてください。
または、スキャンガイドを参照し、現在保存さ
れているTWAINデータを適切に削除してメ
モリの空き容量を確保してください。

AF システムエラーが発生しました。 本機を再起動してください。それでも継続し
てエラーが発生する場合は、サービスエンジ
ニアまたは弊社販売店へ連絡してください。

エラー
コード 原因 対処方法



3.トラブルシューティング

40    エラーコード一覧

3 トラブルシューティング

受信時のエラーコード
エラー
コード 原因 対処方法

80 USBインターフェイスにてシーケンスエ
ラーが発生しました。

本機を再起動してください。それでも継続し
てエラーが発生する場合は、サービスエンジ
ニアまたは弊社販売店へ連絡してください。

90 以下のような理由により、インターネット
ファクス/Eメールを正常に受信できずに、
エラー転送アドレスへデータを転送しまし
た。
データが破損している。
フォーマット、圧縮方式、解像度、紙サイ
ズのいずれかが本機でサポートしてい
ないデータだった。

転送されたデータを確認してください。
または、スキャンガイドを参照し、本機が受信
可能なデータ仕様を確認した後、それに適合
するインターネットファクス/Eメールを再送
信するように送信者へ依頼してください。

91 以下のような理由により、インターネット
ファクス/Eメールを正常に受信できません
でした。
データが破損している。
フォーマット、圧縮方式、解像度、紙サイ
ズのいずれかが本機でサポートしてい
ないデータだった。

スキャンガイドを参照し、本機が受信可能な
データ仕様を確認した後、それに適合するイ
ンターネットファクス/Eメールを再送信する
ように送信者へ依頼してください。

92 以下のような理由により、インターネット
ファクス/Eメールを正常に受信できずに、
エラー転送アドレスへデータを転送しまし
た。
データが破損している。
書式、添付ファイルフォーマット、文字
セットのいずれかが本機でサポートし
ていないデータだった。

転送されたデータを確認してください。
または、スキャンガイドを参照し、本機が受信
可能なデータ仕様を確認した後、それに適合
するインターネットファクス/Eメールを再送
信するように送信者へ依頼してください。

93 以下のような理由により、インターネット
ファクス/Eメールを正常に受信できません
でした。
データが破損している。
書式、添付ファイルフォーマット、文字
セットのいずれかが本機でサポートし
ていないデータだった。

スキャンガイドを参照し、本機が受信可能な
データ仕様を確認した後、それに適合するイ
ンターネットファクス/Eメールを再送信する
ように送信者へ依頼してください。

94 メモリの空き容量が不足していたため、イ
ンターネットファクス/Eメールを正常に受
信できずに、エラー転送アドレスへデータ
を転送しました。

転送されたデータを確認してください。
または、現在実行中のジョブが完了するのを
待ち、メモリの空き容量を十分確保した後、イ
ンターネットファクス/Eメールを再送信する
ように送信者へ依頼してください。

95 メモリの空き容量が不足していたため、イ
ンターネットファクス/Eメールを正常に受
信できませんでした。

現在実行中のジョブが完了するのを待ち、メ
モリの空き容量を十分確保した後、インター
ネットファクス/Eメールを再送信するように
送信者へ依頼してください。

9A オフランプゲートウェイ使用時、転送先
ファクス番号がアドレス帳に登録されてい
なかったため、セキュリティ機能によりイ
ンターネットファクス/Eメールの転送を中
止しました

受信管理記録にて転送先ファクス番号を確認
し、転送が中止されたことを送信者へ連絡し
てください。
必要に応じて、設定ガイド［スキャン編］また
は取扱説明書［ファクス編］を参照し、転送先
ファクス番号をアドレス帳へ登録してくださ
い。
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9B オフランプゲートウェイ使用時、転送先
ファクス番号がアドレス帳に登録されてい
なかったため、セキュリティ機能によりイ
ンターネットファクス/Eメールの転送を中
止し、エラー転送アドレスへデータを転送
しました。

受信管理記録または転送されたデータにて転
送先ファクス番号を確認し、転送が中止され
たことを送信者へ連絡してください。
必要に応じて、設定ガイド［スキャン編］また
は取扱説明書［ファクス編］を参照し、転送先
ファクス番号をアドレス帳へ登録してくださ
い。

9C オフランプゲートウェイ使用時、転送先
ファクス番号に不正な文字が使用（または
41件以上の転送先が指定）されていたため、
インターネットファクス/Eメールの転送を
中止し、エラー転送アドレスへデータを転
送しました。

受信管理記録または転送されたデータにて転
送先ファクス番号を確認し、それを訂正（最大
転送先数は40件）してからインターネット
ファクス/Eメールを再送信するように送信者
へ依頼してください。

9D オフランプゲートウェイ使用時、転送先
ファクス番号に不正な文字が使用（または
41件以上の転送先が指定）されていたため、
インターネットファクス/Eメールの転送を
中止しました。

受信管理記録にて転送先ファクス番号を確認
し、それを訂正（最大転送先数は40件）してか
らインターネットファクス/Eメールを再送信
するように送信者へ依頼してください。

9E 以下のような理由により、インターネット
ファクス/Eメールを正常に分割受信するこ
とができませんでした。
分割受信待ち時間内に受信が完了しな
かった。
受信中に分割受信設定が無効になった。
本機がサポートしていない形式で分割
送信されてきた。

設定ガイド［スキャン編］を参照し、分割受信
設定を正しく設定した後、インターネット
ファクス/Eメールを再送信するように送信者
へ依頼してください。なお、本機がサポートし
ていない形式で分割送信されてきた場合は、
システム管理者へ連絡してください。

9F POP3サーバーへ接続できませんでした。 ネットワークケーブルが正しく接続されてい
て、POP3サーバーが正常に動作しているかを
確認してください。
または、設定ガイド［スキャン編］を参照し、
POP3を正しく設定してください。

エラー
コード 原因 対処方法
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