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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。
この設定ガイド［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
拡張キーボード

また、上記オプションとファクスキットを装着した場合に利用できる機能についても、説明して
います。
この設定ガイド［スキャン編］では、以下について説明しています。
本機の操作パネルから行う、スキャン関係の各種の設定
TopAccessを使った、コンピュータからの本機の設定および管理

上記オプションを装着したe-STUDIO165/205またはe-STUDIO167/207をご使用になる前
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.保証
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、本書は設定ガイド［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）
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、本書です）
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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概要

本書の構成
本書は、以下の2つの部分から構成されています。
本機の操作パネルによるスキャン関係の設定
TopAccessによる本機のスキャン関係の設定と管理

本機の操作パネルによるスキャン関係の設定

本書の前半では、本機の操作パネルの［スキャン］および［設定/登録］ボタンから行う、スキャン
関係の設定やリストの印刷方法について説明しています。

次の各章を参照してください。
第2章 画面の基本操作（本体）

本機の操作パネルから行う、基本的な画面操作について説明しています。
 P.15 「画面の基本操作（本体）」

第3章 テンプレートの設定（本体）
本機の操作パネルから行う、テンプレートの設定方法について説明しています。
 P.21 「テンプレートの設定（本体）」

第4章 リスト印刷（本体）
本機の操作パネルから行う、スキャン関係のリスト印刷方法について説明していま
す。
 P.23 「リスト印刷（本体）」

TopAccessによる本機のスキャン関係の設定と管理

本書の後半では、WebベースのユーティリティTopAccessを使用し、ネットワークを介してお
使いのコンピュータから本機を設定/管理する方法について説明しています。TopAccessには
ユーザレベルと管理者レベルの2つのアクセスレベルがあり、管理者レベルでは、TopAccessの
すべての設定機能および保守機能にアクセスできます。
以下の本機の機能が説明の対象となっています。
スキャン機能
ファクスを利用したスキャン機能（オプションのファクスキット装着時）

次の各章を参照してください。
第5章 TopAccessのモード

スキャナアップグレードキットと拡張キーボードを取り付けたときのTopAccessの
モードについて説明しています。
 P.27 「TopAccessのモード」

第6章 TopAccessの登録タブページ
TopAccessの登録タブページでの、テンプレート確認、アドレス帳管理、メールボッ
クスの管理、およびファクス受信転送の管理について説明しています。
 P.31 「TopAccessの登録タブページ」

第7章 TopAccessのカウンタタブページ
TopAccessのカウンタタブページでトータルカウンタを表示する方法について説明
しています。
 P.67 「TopAccessのカウンタタブページ」
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第8章 TopAccessの管理者タブページ-セットアップメニュー
TopAccessの管理者が行うスキャンのセットアップについて説明しています。
 P.71 「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）」

第9章 TopAccessの管理者タブページ-保守メニュー
TopAccessの管理者が行うTopAccessの保守機能について説明しています。
 P.93 「TopAccessの管理者タブページ- 保守メニュー」

第10章 TopAccessの管理者タブページ-登録メニュー
TopAccessの管理者が行うTopAccessの登録機能について説明しています。
 P.117 「TopAccessの管理者タブページ- 登録メニュー」

第11章 TopAccessによる部門コード管理（管理者用）
管理者が行う部門管理について説明しています。
 P.145 「TopAccessによる部門コード管理 （管理者用）」

本機から印刷するスキャン関係のリスト印刷例については、以下の章を参照してください。
 P.147 「付録」
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14    概要

1 概要

TopAccessの使用環境
付属ユーティリティであるTopAccessの使用環境について説明します。以下の環境を準備すれ
ば、Webブラウザを利用してTopAccessへアクセスすることが可能となり、ネットワーク上の
コンピュータから本機の設定や管理を行うことができます。

ネットワーク
TopAccessを使用するためには、本機をネットワークへ接続し、本機側の操作によりTCP/IP設
定およびHTTP設定を行っておく必要があります。詳細は、以下の取扱説明書を参照してくださ
い。
クイックスタートガイド［印刷編］
3章「コンピュータとの接続」
「ネットワーク接続」

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

Webブラウザ
TopAccessは、Windows/Macintosh/UNIXの各プラットフォームにて、以下のWebブラウザ
をサポートしています。

Windows： Microsoft Internet Explorer 5.5 SP2 以上
Mozilla Firefox 1.5.0.4 以上

Macintosh： Safari 2.0 （412.2） 以上
Mozilla Firefox 1.5.0.4 以上

UNIX： Mozilla Firefox 1.5.0.4 以上

本体の設定とTopAccessによる本体の設定／管理の概念図：

Windows
TopAccess

Windows

Macintosh

UNIX

本体設定 TopAccessによる本体の設定/管理



2.画面の基本操作（本体）
本章では、本機の操作パネルから行う、基本的な画面操作について説明しています。

画面の種類 ................................................................................................................16

画面の基本操作.........................................................................................................18
モードメイン画面を選択するには ....................................................................................................18
メニューを選択するには...................................................................................................................19
数値を入力するには..........................................................................................................................20
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画面の種類

本機の液晶画面に表示される、主な画面の種類を以下に示します。

レディ画面（「コピーモード」メイン画面）

電源投入数十秒後に表示されます。コピー機能を使用できます。
［コピー］ボタンを押して、他のモードからコピーモードを選択したときにも表示されます。

レディ画面がファクス用に設定されている場合は、電源投入後に以下の画面が表示されます。
ファクス用レディ画面（「ファクスモード」メイン画面）：

モードメイン画面

「コピーモード」メイン画面、「プリンタモード」メイン画面、「スキャンモード」メイン画面、「設定
/登録モード」メイン画面および「ファクスモード」メイン画面があります。メイン画面には、選択
できるメニューなどが表示されます。
印刷関係のモードメイン画面の選択操作は、以下のページを参照してください。
 P.18 「モードメイン画面を選択するには」

「スキャンモード」メイン画面例：

コピーできます 1
100% ノンソート

拡大・縮小 仕上げ 画像編集

宛先を入力して下さい=(MAX128)

解像度　：　普通
2006-08-20　　11:56  100%:M

通信付加機能

スキャンメニューを選択下さい
1.E

2.ネットワークフォルダに保管
3.画像を取り込む
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メニュー選択画面

メニューや項目を選択するときに表示される画面です。メニュー名称とサブメニューまたは項
目が表示されます。
「オン／オフ」選択画面例：

数値入力画面

数値を入力する必要があるときに表示される画面です。テンキーで数値を入力します。

エラーメッセージ表示画面

エラー発生状態などを表示する画面です。

テンプレート
1.

2.

部門コードの設定
部門番号を選択してください（1-99）

2

カセット1に用紙がありません
カセット1を開けて
用紙を補給して下さい
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画面の基本操作

モードメイン画面を選択するには
電源投入後に表示されるレディ画面でモードボタン（［スキャン］または［設定/登録］）を押すと、
それぞれのモードのメイン画面に入ります。

レディ画面がファクス用に設定されている場合は、レディ画面として「ファクスモード」メイン
画面が表示されます。

［設定/登録］ボタンと画面遷移：
コピーメニューまたはスキャンメニュー操作中に［設定/登録］ボタンを押すと、「設定/登録」
モードメイン画面に移行します。
設定/登録メニュー操作中に［設定/登録］ボタンを押すと、以前に選択されていたメイン画面
（レディ画面（「コピーモード」メイン画面または「スキャンモード」メイン画面）に戻ります。
また、「設定/登録」モードメイン画面が表示されているときに［戻る/取消］ボタンを押した場
合も、以前に選択されていたメイン画面に戻ります。

［スキャン］ボタンと画面遷移：
各メニュー操作中に［スキャン］ボタンを押すと、「スキャンモード」メイン画面に移ります。たと
えば、設定/登録メニュー操作中に［スキャン］ボタンを押すと、「スキャンモード」メイン画面に
移行します。

各モードメイン画面に戻るには：
メニュー操作中に［リセット］ボタンを押すと、現在のモードのメイン画面に戻ります。

コピーできます 1
100% ノンソート
拡大・縮小 仕上げ 画像編集

設定／登録 1216

01.各種設定
02.リスト出力
03.環境設定

スキャンメニューを選択下さい
1.E

2.ネットワークフォルダに保管
3.画像を取り込む

レディ画面（「コピーモード」メイン画面）

「スキャンモード」メイン画面

「設定/登録モード」メイン画面

［設定/登録］ボタン

［スキャン] ボタン
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メニューを選択するには
メニューや項目の選択画面で、目的のメニューや項目を選択します。

メニュー表示内容は、オプションキットやオプション機器の装着状態で変わります。本書中のメ
ニュー選択画面に表示されていても、オプションが装着されていない場合は、表示されないメ
ニューがあります。

ボタン 機　　　　能

/ メニューや項目を選択します。選択したメニューや項目にカーソルが移動し、表
示が反転します。

を押すとカーソルがスクロールアップし、 を押すとスクロールダウンし
ます。

［OK］ メニューや項目の選択を実行します。

［戻る/取消］ 選択操作をキャンセルします。画面は、前画面に戻ります。
（何度かこのボタンを押すと、現在選択中のモードのメイン画面に戻ります。）

[戻る/取消］ボタン

［OK］ボタン

/　ボタン
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2 画面の基本操作（本体）

メニュー選択例

「スキャンモード」メイン画面で、スキャンジョブをキャンセルする場合のメニュー選択操作の
流れを以下に示します。

＊1 本機では、各メニューに一連の番号を付けています。メニュー先頭に表示された1桁または2桁の番号
（例：「01」、「1」）をテンキーで入力することにより、直接そのメニューを選択することができます。

（ / ボタンと［OK］ボタンの一連操作を、数値入力で代用します。）たとえば、階層の深い特定の
メニューでも、一連の数値を入力して選択することが可能です。

数値を入力するには
数値は、テンキーを使用して入力します。

［OK］ボタン
またはテンキーの［1］*1

選択操作をキャンセルし、前画面に戻ります。 ［リセット］ボタン

   ボタンを押すと、カーソル
がスクロールアップします。

   ボタンを押すと、カーソル
がスクロールダウンします。

スキャンメニューを選択下さい
1.E

2.ネットワークフォルダに保管
3.画像を取り込む

E-mai lアドレス入力 (MAX192)

解像度　：　200dpi

2006-08-20　　11:56  100%:M

通信付加機能

ボタン 機　　　　能
テンキー 数値入力画面でテンキーを押すと、数値が入力されます。
［OK］ 入力した数値を確定します。

/ カーソルを左右に移動します。

を押すとカーソルが左に移動し、 を押すと右に移動します。訂正したい
桁にカーソルを移動してテンキーで入力すると、数値が書き換えられます。

［クリア/ストップ］ 入力した数値を、一括クリアします。

［OK］ボタン

/　ボタン

テンキー

［クリア/ストップ］ボタン



3.テンプレートの設定（本体）
本章では、本機の操作パネルで行う、テンプレートの設定について説明しています。

テンプレートを有効にするには................................................................................22



3 テンプレートの設定（本体）

22    テンプレートを有効にするには

テンプレートを有効にするには

テンプレートの使用を設定します。

5［戻る/取消］ボタンを押すか、［リセット］ボタンを押して「設定/登録モー
ド」メイン画面に戻します。

1［設定/登録］ボタンを押します。

2 / を押して「環境設定」を選
択し、［OK］ボタンを押します。

3 / を押して「テンプレート」
を選択し、［OK］ボタンを押しま
す。

4 / を押して「オン」を選択し、
［OK］ボタンを押します。
表示は手順3の画面に戻ります。

設定／登録 1216

01.各種設定
02.リスト出力
03.環境設定

環境設定
05.

07.

06.

テンプレート
1.

2.



4.リスト印刷（本体）
本章では、本機の操作パネルから行う、スキャン関係のリスト印刷方法について説明しています。

各種のリストを印刷するには ...................................................................................24
設定リスト ........................................................................................................................................24
メニューリスト .................................................................................................................................25
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各種のリストを印刷するには

「設定/登録モード」で、以下のスキャン関係のリストを印刷することができます。
設定リスト
メニューリスト

印刷される各リストについては、以下のページを参照してください。
 P.148 「リスト印刷」

以下のリスト出力例は、設定ガイド［印刷編］を参照してください。
- ネットワーク設定リスト
- PSフォントリスト
- PCLフォントリスト

本機が印刷中の場合は、リスト印刷操作は受け付けられません。「現在は設定できません」と
表示されますので、再度印刷操作を行ってください。
リストはA4またはA4-Rサイズの用紙に印刷されます。それらの用紙サイズが設定されてい
ることを確認し、用紙切れの際には給紙してください。

設定リスト
オプションのネットワークプリンタユニットおよびスキャナアップグレードキットの設定状態
を印刷します。

スキャン機能に関する設定項目の詳細は、以下の取扱説明書を参照してください。
クイックスタートガイド［スキャン編］
5章「付録」
初期設定リスト
「ネットワーク設定（NETWORK SETTING）」

1［設定/登録］ボタンを押します。
「設定/登録モード」メイン画面が表示さ
れます。

2 / を押して「リスト出力」を
選択し、［OK］ボタンを押します。

設定／登録 1216

01.各種設定
02.リスト出力
03.環境設定
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メニューリスト
オプションのスキャナアップグレードキットを装着した状態の、メニュー一覧を印刷します。

3 / を押して「設定リスト」を
選択し、［OK］ボタンを押します
「設定リストを出力しています」と表示
され、設定リストが印刷されます。

リスト出力
4.メイルボックスリスト
5.設定リスト
6.ネットワーク設定リスト

1［設定/登録］ボタンを押します。
［設定/登録モード］メイン画面が表示さ
れます。

2 / を押して「メニューリス
ト」を選択し、［OK］ボタンを押し
ます。
「メニューリストを出力しています」と
表示され、メニューリストが印刷されま
す。

設定／登録 1216

02.リスト出力
03.環境設定
04.





5.TopAccessのモード

本章では、スキャナアップグレードキットと拡張キーボードを取り付けたときのTopAccessのモードを説
明しています。

TopAccessのモード.................................................................................................28
ユーザモード.....................................................................................................................................28
管理者モード.....................................................................................................................................29
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TopAccessのモード

TopAccessのアクセスレベルにはユーザレベルと管理者レベルがあり、管理者レベルでは各種
の設定や保守操作ができます。

TopAccessの概要については、1章の以下のページを参照してください。
 P.14 「TopAccessの使用環境」

ファクス関係の表示や設定は、オプションのファクスキットが本機に装着されている場合の
み可能です。

本書で説明している設定や操作を行った場合、TopAccessの画面が自動的に更新されるまで、
本機の電源は切らないでください。

ユーザモード
ユーザモードでは以下の設定や管理ができます。
アドレス帳の登録（登録タブページ）
登録タブページでは、アドレス帳の宛先の追加、編集、テンプレートの確認ができます。
 P.31 「TopAccessの登録タブページ」

カウンタを管理する（カウンタタブページ）
カウンタタブページでは、本機の各種トータルカウンタの現在値を表示できます。
 P.67 「TopAccessのカウンタタブページ」
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管理者モード
管理者の権限を持った人だけがアクセスできます。管理者モードを使用するには、管理者用パス
ワードが必要です。
管理者による各種のセットアップと保守（管理者タブページ）
セットアップメニュー：
- 一般設定
- ネットワーク設定
- コピー設定
- ファクス設定
- ネットワークフォルダに保管設定
- Eメール設定
- インターネットファクス設定
- プリンタ設定
- プリントサービス設定
 P.71 「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）」

保守メニュー：
- 言語切り替え
- バックアップ（アドレス帳、テンプレート）
- リストア（アドレス帳、テンプレート）
- 通知設定
- インポート（アドレス帳、部門コード）
- エクスポート（アドレス帳、部門コード）
 P.93 「TopAccessの管理者タブページ- 保守メニュー」

登録メニュー：
- 共有テンプレート
- ファクス受信転送
- インターネットファクス受信転送
 P.117 「TopAccessの管理者タブページ- 登録メニュー」

部門コード管理（カウンタタブページ）
管理者は、登録されている全部門コードを一覧できます。（各部門のトータルカウンタも表示
されます。）
 P.145 「TopAccessによる部門コード管理 （管理者用）」





6.TopAccessの登録タブページ

本章では、TopAccessの登録タブページでの共有テンプレートの確認、アドレス帳の管理、メールボックス
の管理および自局番号振分けの管理について説明しています。

共有テンプレートを確認する ...................................................................................32
パネル表示で共有テンプレートを確認する......................................................................................32
一覧表示で共有テンプレートを確認する .........................................................................................33

アドレス帳を管理する ..............................................................................................34
アドレス帳の宛先を管理する ...........................................................................................................34
アドレス帳のグループを管理する ....................................................................................................40

メールボックスを管理する.......................................................................................43
メールボックスを開設する ...............................................................................................................44
メールボックスを削除する ...............................................................................................................53

自局番号振分けを管理する.......................................................................................55
自局番号振分けをセットアップする.................................................................................................55
自局番号振分けの設定を削除する ....................................................................................................66
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共有テンプレートを確認する

TopAccessの「登録」タブにある「テンプレート」メニューでは、本機の共有テンプレートを確認
することができます。共有テンプレートの確認は、パネル表示と一覧表示で行うことができま
す。
 P.32 「パネル表示で共有テンプレートを確認する」
 P.33 「一覧表示で共有テンプレートを確認する」

共有テンプレートの登録は、TopAccessの「管理者」タブページの登録メニューで行うことがで
きます。
 P.119 「共有テンプレートを登録する」

パネル表示で共有テンプレートを確認する

1「登録」タブをクリックし、「テンプレート」メニューをクリックします。

2「パネル表示」サブメニューをクリックします。

パネル表示で共有テンプレートが表示されます。
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一覧表示で共有テンプレートを確認する

1「登録」タブをクリックし、「テンプレート」メニューをクリックします。

2「一覧表示」サブメニューをクリックします。

一覧表示で共有テンプレートが表示されます。
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アドレス帳を管理する

本機には、アドレス帳機能が付属しています。この機能を使用して、Eメール送信、インターネッ
トファクス送信およびファクス送信を実行する際に指定する、宛先リストを管理することがで
きます。
TopAccessの「登録」タブにあるアドレス帳メニューページから、Eメールアドレスやファクス
番号などの宛先の情報を追加、編集、削除することができます。また、グループを作成し、複数の
宛先をそのグループに割り当てることもできます。
 P.34 「アドレス帳の宛先を管理する」
 P.40 「アドレス帳のグループを管理する」

アドレス帳の管理は、本機の操作パネルから行うこともできます。操作パネルからアドレス帳を
管理する方法については、取扱説明書［ファクス編］またはスキャンガイドを参照してください。

アドレス帳の宛先を管理する
宛先に関する情報を入力し、その宛先を追加、編集することができます。また、宛先をアドレス帳
から削除することもできます。
 P.34 「宛先を追加、編集する」
 P.39 「宛先を削除する」

宛先を追加、編集する

1「登録」タブをクリックし、「アドレス帳」メニューをクリックします。
アドレス帳メニューページが表示されます。

2［新規追加］をクリックし、新規宛先を追加します。または、宛先一覧で編
集したい宛先に対応するリンクをクリックします。

宛先情報ページが表示されます。
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3 宛先情報に関する以下の項目を入力します。

局名： 宛先の名称を入力します。半角20文字、全角10文字まで入力するこ
とができます。

Eメールアドレス： 宛先のEメールアドレスを入力します。半角英数字で192文字まで
入力することができます。

電話番号： 宛先のファクス番号を入力します。半角数字で128文字まで入力す
ることができます。（スペースと丸かっこ（　）は使用できません。）

電話番号２： 宛先の第２ファクス番号を入力します。半角数字で128文字まで入
力することができます。（スペースと丸かっこ（　）は使用できませ
ん。）
第2ファクス番号とは、「電話番号」へ入力したファクス番号がリダ
イヤルしても通信できない場合、その代わりに使用する予備のファ
クス番号です。

短縮番号： 宛先の短縮番号を半角数字で入力します。（1～999までの数値で最
大300件。ただし、同じ番号は使用できません。）

ワンタッチ番号： 宛先のワンタッチ番号を半角数字で入力します。（1～75までの数
値で最大75件。ただし、同じ番号は使用できません。）

検索文字： 本機の操作パネルから宛先のID検索を行う際に使用する検索文字
（1文字）を入力します。半角の数字/カタカナ/アルファベット（大
文字）を使用することができます。
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宛先を登録するには、「局名」および、「Eメールアドレス」または「電話番号」を入力す
る必要があります。また、「短縮番号」か「ワンタッチ番号」のどちらか一方を入力する
必要があります。
通常、「電話番号」および「電話番号2」のファクス番号は、ハイフン（ - ）を含めずに入
力します。ハイフンを入力すると、その箇所にポーズが設定され、約3秒間のダイヤル
間隔が空きます。
「短縮番号」と「ワンタッチ番号」のうち、先に「ワンタッチ番号」だけを登録すると、後
から「短縮番号」を追加登録することはできません。
原稿をファクス送信するには、オプションのファクスキットが必要です。このキット
を装着していない場合は、ファクス番号を設定してもファクス送信を実行すること
はできません。

各フィールドに入力した情報を消去する場合は、［リセット］をクリックします。
宛先の追加や編集を中止する場合は、［キャンセル］をクリックします。

4［オプション指定］をクリックします。
ファクス設定ページが表示されます。

5 宛先のファクス装置本体の性能に合わせ、下記項目を入力し、［保存］を
クリックします。

SUB： 宛先ファクスのメールボックスへ原稿を送信する場合は、メールボックス
番号を入力します。 数字、＃、＊を半角で最大20文字まで入力することが
できます。

SEP： 宛先ファクスのメールボックスから文書を取り込む場合は、メールボック
ス番号を入力します。数字、＃、＊を半角で最大20文字まで入力すること
ができます。
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PWD： 宛先ファクスのメールボックスから文書を取り込むためのパスワードを
入力します。数字、＃、＊を半角で最大20文字まで入力することができま
す。

日時指定送信:送信する時刻（00:00～23:59）を指定することができます。
海外指定： 文書を海外指定モードで送信するかを選択します。この機能を有効にする

と、通常より遅いスピードで文書を送信し、回線の影響を受けにくくしま
す。4800/9600/14400bpsの内から選択し、数値が小さくなるほどス
ピードが遅くなります。

自動モニタ： 常にスピーカから回線の音をモニタするかを選択します。
原稿送信結果表：ファクス送信後、送信結果表を印刷するかを選択します。

インターネットファクスでは「送信結果表」のみ、設定が有効になります。

［リセット］をクリックすると、宛先に設定したファクス設定をデフォルト状態に戻しま
す。

6［Eメールオプション］をクリックします。
Eメールオプションページが表示されます。

7 Eメールオプションの項目を設定し、［保存］をクリックします。

原稿送信結果表：Eメール送信後、送信結果表を印刷するかを選択します。
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8 宛先情報ページで［保存］をクリックし、新規宛先を追加します。

入力した短縮番号やワンタッチ番号がすでに登録されていると、それを示すメッセージ
が表示されます。この場合は、［戻る］をクリックしてから入力をやり直してください。
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宛先を削除する

1「登録」タブをクリックし、「アドレス帳」メニューをクリックします。
アドレス帳メニューページが表示されます。

2 宛先一覧で削除したい、宛先の行のいずれかの項目をクリックします。

宛先情報ページが表示されます。

3［削除］をクリックします。

アドレス帳から宛先が削除されます。
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アドレス帳のグループを管理する
複数の宛先を割り当てたグループを作成することができます。 このグループ機能を使用すれ
ば、Eメール、インターネットファクスおよびファクスを複数の宛先へ指定する際に、それらの宛
先を個別に選択する手間を省くことができます。また、作成したグループを削除することもでき
ます。
 P.40 「グループを追加、編集する」
 P.42 「グループを削除する」

グループを追加、編集する

1「登録」タブをクリックし、「アドレス帳」メニューをクリックします。
アドレス帳メニューページが表示されます。

2「グループ」サブメニューをクリックします。
グループサブメニューページが表示されます。

3［新規］をクリックし、新規グループを追加します。または、グループ一覧
で編集したいグループのリンクをクリックします。

グループ情報ページが表示されます。
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4 グループ情報に関する以下の項目を入力します。

グループ番号: グループ番号を入力します。（1～9999までの半角数字。）
グループ名称： グループ名を入力します。（半角40文字/全角20文字まで。）
種別： ファクスまたはEメール送信を選択します。
ワンタッチ番号：グループのワンタッチ番号を入力します。（1～75までの半角数字で最

大50件。ただし、同じ番号は使用できません。）

各欄に入力した情報を消去する場合は、［リセット］をクリックします。
グループの追加や編集を中止する場合は、［キャンセル］をクリックします。
 1つのグループには、ファクスとEメールを混ぜることはできません。

5 グループに追加したいユーザの、ファクスチェックボックスまたはE
メールチェックボックスをチェックします。

6［OK］をクリックします。
グループが作成されます。

入力したワンタッチ番号がすでに登録されていると、それを示すメッセージが表示され
ます。この場合は、［戻る］をクリックしてから入力をやり直してください。
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グループを削除する

1「登録」タブをクリックし、「アドレス帳」メニューをクリックします。
アドレス帳メニューページが表示されます。

2「グループ」サブメニューをクリックします。
グループサブメニューページが表示されます。

3 グループ一覧で削除したいグループリンクをクリックします。

グループ情報ページが表示されます。

4［削除］をクリックします。

選択したグループが削除されます。
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メールボックスを管理する

本機は、Fコード通信をサポートしており、メールボックスを使用して原稿の登録、取り出しを行
うことができます。
TopAccessを使用して、本機上のメールボックスのセットアップ、編集、削除を行うことができ
ます。

Fコード通信のメールボックスには3つの種類があります。

親展メールボックス
親展メールボックスは、１回のみ取り出し可能なファクス原稿を保管する場合に使用します。
メールボックスから原稿を取り出すと、メモリに保存されている原稿を消去します。同じ箱番号
で登録をすると、前の原稿に追加して保存します。また、機密性を持たせるためにパスワードを
付加することも可能です。

掲示板メールボックス
掲示板メールボックスは、継続的に取り出し可能なファクス原稿を保管する場合に使用します。
メールボックスから原稿を取り出しても、メモリに保存されている原稿は消えません。同じ箱番
号で登録をすると、新しい原稿に書き換えられます。また、機密性を持たせるためにパスワード
を付加することも可能です。

転送メールボックス
転送メールボックスは、ファクス原稿を指定した宛先に自動的に転送したい場合に使用します。
転送メールボックスでは、以下の箱属性を指定することができます。

インターネットファクス／ファクス（中継）箱属性
ファクスの場合は、メールボックスに送信されてきた原稿を、公衆回線を介してリモート
ファクス装置に転送します。インターネットファクスの場合は、インターネットを介してイ
ンターネットファクス装置に転送します。中継送信を完了すると、送信結果が指定したリ
モートファクス装置またはインターネットファクス装置に送信されます。また、パスワード
を設定することもできます。

メールボックスを管理するには、オプションのファクスキットが本機に装着されている必要
があります。
メールボックス局への文書の送信、保存やメールボックス局からの文書の取り込みは、Fコー
ド対応ファクス機でのみ有効です。本機は、メールボックス局機能をサポートしています。

メールボックスの管理は、本機の操作パネルから行うことができます。操作パネルからメール
ボックスを管理する方法については、取扱説明書 ［ファクス編］またはスキャンガイドを参照し
てください。
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メールボックスを開設する
Fコード通信を使用するには、メールボックス局を開設する必要があります。最大100個のメー
ルボックスを開設することができます。

メールボックスを作成する、編集する

1「登録」タブを選択し、「Fコード 」メニューをクリックします。
Ｆコードメニューページが表示されます。

2［新規］をクリックし、新規メールボックスを開設します。または、メール
ボックス一覧で編集したい箱番号リンクをクリックします。

［新規］をクリックした場合は、手順5へ進みます。
パスワードで保護されていない箱番号リンクをクリックした場合は、手順４へ進み
ます。
パスワードで保護されている箱番号リンクをクリックした場合は、手順3へ進みま
す。

編集可能なのは転送メールボックスのみです。親展メールボックスと掲示板メールボッ
クスを編集することはできません。

3 パスワードを入力し、［OK］をクリックします。
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4［編集］をクリックします。

5 箱属性を選択し、［箱属性設定］をクリックします。

親展： 親展のメールボックスを作成します。
掲示板： 掲示板のメールボックスを作成します。
転送： 中継同報のメールボックスを作成します。
インターネットファクス／ファクス（中継）： インターネットファクスまたはファクス

への中継同報メールボックスを作成しま
す。

インターネットファクス／ファクス（中継）箱属性は、転送をチェックすると自動的に
チェックされます。
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6 各項目のボタンをクリックし、メールボックスのプロパティを設定しま
す。
［Fコード設定］： メールボックス設定をセットアップします。

 P.47 「Fコード設定」

［宛先設定］： 送信先をセットアップします。この項目は、インターネットファクス／
ファクス（中継）箱属性を作成するときに有効です。
 P.48 「宛先設定（メールボックス）」

［中継孫局送信］：転送を行った際に中継孫局結果表を送信する宛先を設定します。イン
ターネットファクス／ファクス（中継）箱属性を作成するときに設定し
ます。
 P.52 「中継孫局送信」

7 メールボックスのプロパティ設定を完了したら、［保存］をクリックしま
す。
設定したメールボックスのプロパティが登録されます。
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Fコード設定
Fコード設定ページでは、箱番号およびパスワードをセットアップすることができます。

1) 箱番号
メールボックスの箱番号を入力します。半角の数字を20文字まで入力することができます。

2) パスワード
メールボックスをパスワードで保護する場合は、パスワードを入力します。半角の数字、#、*
を含め、20文字まで入力することができます。

1［Fコード設定］をクリックし、Fコード設定ページを開きます。

2 箱番号を入力します。（必要により、パスワードを入力します。）

3［保存］をクリックします。
Fコードが保存されます。

1

2
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宛先設定（メールボックス）
宛先リストのページでは、ファクスおよびインターネットファクス中継転送する宛先を指定し
ます。
宛先を指定するには、個人やグループのファクス番号とEメールアドレスをアドレス帳から選択
します。

宛先をアドレス帳から選択する

本機のアドレス帳から宛先を選択します。 

1［宛先設定］をクリックし、宛先リストページを開きます。

2 ファクスラジオボタンまたはインターネットファクスラジオボタンを
選択します。

3［アドレス帳］をクリックします。

アドレス帳のページが表示されます。
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4 インターネットファクス送信の宛先を選択する場合は、選択したい宛先
のEメールチェックボックスをチェックします。ファクス送信の宛先を
選択する場合は、目的の宛先のファクスチェックボックスをチェックし
ます。

インターネットファクス送信の宛先には、Eメールアドレスだけを指定することがで
きます。
ファクス送信の宛先には、ファクス番号だけを指定することができます。

5［追加］をクリックします。
選択した宛先が宛先リストページに追加されます。

宛先設定を保存する前に、宛先リストに追加した宛先を削除することができます。
 P.51 「宛先リストから宛先を削除する」

6［保存］をクリックします。

宛先設定が保存されます。
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グループをアドレス帳から選択する

本機のアドレス帳からグループを選択します。

1［宛先設定］をクリックし、宛先リストページを開きます。

2 ファクスラジオボタンまたはインターネットファクスラジオボタンを
選択します。

3［アドレスグループ一覧］をクリックします。

アドレスグループ一覧のページが開きます。

4 目的の宛先が所属するグループのチェックボックスをチェックします。

5［追加］をクリックします。
選択したグループのすべての宛先が、宛先リストページに追加されます。

宛先設定を保存する前に、宛先リストに追加した宛先を削除することができます。
 P.51 「宛先リストから宛先を削除する」
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6［保存］をクリックします。

宛先設定が保存されます。

宛先リストから宛先を削除する

1 宛先リストから削除したい宛先のチェックボックスをチェックし、［削
除］をクリックします。

選択された宛先が宛先リストから削除されます。
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中継孫局送信
中継孫局結果表を送信する宛先を設定します。

1［中継孫局送信］をクリックします。
結果送信宛先ページが表示されます。

2「電話番号」欄に中継孫局結果表を送信する宛先のファクス番号を入力
するか、または一覧から選択し、［追加］をクリックします。

中継孫局結果表の宛先が設定されます。

一覧で選択した宛先を解除するには、［リセット］をクリックします。

中継孫局結果表の宛先には、複数の宛先を指定することはできません。
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メールボックスを削除する
TopAccessでメールボックスを削除することができます。

削除するメールボックスに文書が存在する場合は、この操作は、そのメールボックスから文書を
取り込む、印刷するまたは削除するまで実行することはできません。

1「登録」タブを選択し、「Fコード」メニューをクリックします。
Fコードメニューページが表示されます。

2 メールボックス一覧で削除したい箱番号リンクをクリックします。

選択したメールボックスがパスワードで保護されていない場合は、手順４へ進みま
す。
選択したメールボックスがパスワードで保護されている場合は、手順3へ進みます。

3 パスワードを入力し、［OK］をクリックします。

メールボックス設定ページが表示されます。
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4［削除］をクリックします。

削除の確認ダイアログボックスが表示されます。

5［OK］をクリックします。

選択したメールボックスが削除されます。
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自局番号振分けを管理する

自局番号振分けでは、指定したファクス番号から受信したファクス原稿を、メールボックスに設
定した転送先へ転送することができます。

転送メールボックス
転送メールボックスは、ファクス原稿を指定した宛先に自動的に送信したい場合に使用します。
転送メールボックスでは、以下のエージェントを指定することができます。

ネットワークフォルダに保管エージェント
メールボックスに送信されてきた原稿を、指定したネットワーク上のフォルダへ転送します。

Eメール送信エージェント
メールボックスに送信されてきた原稿を、指定したEメールアドレスへ転送します。

自局番号振分けを管理するには、オプションのファクスキットが本機に装着されている必要が
あります。

自局番号振分けをセットアップする
自局番号振分けを使用するには、メールボックス局をセットアップする必要があります。最大
100個のメールボックスをセットアップすることができます。

メールボックスを作成する、編集する

1「登録」タブを選択し、「自局番号振分け」メニューをクリックします。
自局番号振分けメニューページが表示されます。

2［新規］をクリックし、新規メールボックスをセットアップします。また
は、メールボックス一覧で編集したい自局番号リンクをクリックしま
す。

［新規］をクリックした場合は、手順4へ進みます。
自局番号リンクをクリックした場合は、手順3へ進みます。
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3［編集］をクリックします。

4 エージェントを選択し、［エージェント設定］をクリックします。

転送： 中継同報のメールボックスを作成します。「ネットワー
クフォルダに保管」、「Eメール送信」から、中継同報に使
用するエージェントを選択します。

ネットワークフォルダに保管： ネットワークフォルダに保管エージェントを作成しま
す。

Eメール送信： Eメール送信エージェントを作成します。

ネットワークフォルダに保管エージェントでは、「自局番号振分け設定」、「ネットワーク
フォルダに保管設定」の設定を行います。
 P.58 「自局番号振分け設定」
 P.63 「ネットワークフォルダに保管設定（自局番号振分け）」

Eメール送信エージェントでは、「自局番号振分け設定」、「宛先設定」、「Eメール設定」の設
定を行います。
 P.58 「自局番号振分け設定」
 P.59 「宛先設定（自局番号振分け）」
 P.62 「Eメール設定（自局番号振分け）」
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5 各項目のボタンをクリックし、メールボックスのプロパティを設定しま
す。
［自局番号振分け設定］：メールボックス設定をセットアップします。

 P.58 「自局番号振分け設定」

［宛先設定］： 送信先をセットアップします。この項目は、Eメール設定エージェントを作
成するときに有効です。
 P.59 「宛先設定（自局番号振分け）」

［Eメール設定］： Eメールメッセージとして、文書を送信する方法を設定します。この項
目は、Eメール送信エージェントを作成するときに有効です。
 P.62 「Eメール設定（自局番号振分け）」

［ネットワークフォルダに保管設定］： ネットワークフォルダに、文書を保存する方法を
セットアップします。この項目は、ネットワーク
フォルダに保管設定エージェントを作成すると
きに有効です。
 P.63 「ネットワークフォルダに保管設定（自

局番号振分け）」

6 メールボックスのプロパティ設定を完了したら、［保存］をクリックしま
す。
設定したメールボックスのプロパティが登録されます。
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自局番号振分け設定
自局番号振分け設定ページでは、自局番号、ユーザ名、コメントや通知設定など、全般的な情報を
セットアップすることができます。

1) 自局番号（TSI）
相手先ファクス番号（TSIコード）を入力して、自局番号振分け機能を設定します。指定した
ファクス番号から受信したファクス原稿は、メールボックスに設定された転送先へ転送され
ます。

指定したファクス番号から自局番号（またはサブアドレス）が指定されたファクス原稿を受
信した場合は、自局番号振分け機能を利用せずに、指定された自局番号（またはサブアドレ
ス）の設定に従って受信ファクスを処理します。

2) ユーザ名
メールボックスの所有者を入力します。半角／全角で30文字まで入力することができます。

3) コメント
コメントを入力します。半角／全角で30文字まで入力することができます。

4) レポート通知
レポート通知の方法を設定します。

エラーメッセージを送信する
エラーが発生した場合に、指定したEメールアドレスに通知メッセージを送信します。
ジョブ完了メッセージを送信する
ジョブの完了時に、指定したEメールアドレスに通知メッセージを送信します。
Eメールアドレス
通知メッセージが送信されるEメールアドレスを入力します。

5) 原稿印刷
このメールボックスに送信される文書を、本機で印刷するかを選択します。

3

2

1

4

5
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宛先設定（自局番号振分け）
宛先リストのページでは、自局番号振分け機能で転送する宛先を指定します。
宛先を指定するには、相手先のEメールアドレスを手動で入力、またはアドレス帳から個人やグ
ループを選択します（最大375件）。

宛先を手動で入力する

1［To：宛先設定］／［Cc：宛先設定］をクリックし、宛先リストページを開き
ます。

2［新規］をクリックします。

宛先情報ページが表示されます。

3「宛先」フィールドに宛先のEメールアドレスを入力します。

4［OK］をクリックします。
入力した宛先が宛先リストページに追加されます。

5 複数の宛先を指定する場合は、手順2～4を繰り返します。

宛先設定を保存する前に、宛先リストに追加した宛先を削除することができます。
 P.62 「宛先リストから宛先を削除する」

6［保存］をクリックします。

宛先設定が保存されます。
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宛先をアドレス帳から選択する

1［To：宛先設定］／［Cc：宛先設定］をクリックし、宛先リストページを開き
ます。

2［アドレス帳］をクリックします。

アドレス帳のページが表示されます。

3 選択したい宛先のEメールチェックボックスをチェックします。

4［追加］をクリックします。
選択した宛先が、宛先リストページに追加されます。

宛先設定を保存する前に、宛先リストに追加した宛先を削除することができます。
 P.62 「宛先リストから宛先を削除する」

5［保存］をクリックします。

宛先設定が保存されます。
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グループをアドレス帳から選択する

1［To：宛先設定］／［Cc：宛先設定］をクリックし、宛先リストページを開き
ます。

2［アドレスグループ一覧］をクリックします。

アドレスグループ一覧のページが開きます。

3 目的の宛先が所属するグループのチェックボックスをチェックします。

4［追加］をクリックします。
選択したグループのすべての宛先が、宛先リストページに追加されます。

宛先設定を保存する前に、宛先リストに追加した宛先を削除することができます。
 P.62 「宛先リストから宛先を削除する」

5［保存］をクリックします。

宛先設定が保存されます。
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宛先リストから宛先を削除する

1 宛先リストから削除したい宛先のチェックボックスをチェックし、［削
除］をクリックします。

選択された宛先が宛先リストから削除されます。

Eメール設定（自局番号振分け）
Eメール設定のページでは、転送されるEメール文書のプロパティを設定します。

1) 件名
Eメール文書に適用する件名を設定します。デフォルト設定の「（マシン名称）からのスキャン
［（テンプレート名称）］（日付）（時間）」を選択するか、目的の件名をフィールドに入力します。

2) 送信者アドレス
送信者のEメールアドレスを入力します。本機が送信した文書に対して相手先が返信する場
合は、ここで設定するEメールアドレスに返信されます。

3) 送信者名
Eメール文書に適用する送信者の名前を入力します。

4) 本文
Eメール文書に適用する本文を入力します。スペースを含み1000文字まで入力することが
できます。Eメール文書を送信する場合、本文にはここで入力したものが適用されます。

3
2

1

4

5
6
7



6.TopAccessの登録タブページ

自局番号振分けを管理する    63

5) ファイル形式
Eメール文書のファイル形式を選択します。
- PDF（マルチ）：スキャンイメージをマルチページPDFファイルとしてEメールに添付し
ます。

- TIFF（マルチ）：スキャンイメージをマルチページTIFFファイルとしてEメールに添付し
ます。

- TIFF（シングル）：スキャンイメージを1ページ１ファイルのTIFFファイルとしてEメー
ルに添付します。

6) ファイル名
「（送信元）-NNN」がファイル名になります。ファイル名を変更することはできません。ファ
イル名の「-NNN」には、「-001」から始まる連続した番号が入ります。

7) 分割送信サイズ
メッセージの分割サイズを選択します。分割送信されたメッセージは、受信時に復元されま
す。

ネットワークフォルダに保管設定（自局番号振分け）
ネットワークフォルダに保管設定のページでは、受信したファクスの保存方法および保存先を
設定します。

1) ファイル形式
受信したファクスの保存形式を選択します。
- PDF（マルチ）：受信したファクスを複数ページのPDFファイルとして保存します。
- TIFF（マルチ）：受信したファクスを複数ページのTIFFファイルとして保存します。
- TIFF（シングル）：受信したファクスを1ページ１ファイルのTIFFファイルとして保存し
ます。

2

3

1

4
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2) 宛先／リモート1
受信したファクスをネットワークフォルダに保存する場合にチェックします。管理者が、
「セットアップ」メニューの「ネットワークフォルダに保管」サブメニューで、リモート1をど
のようにセットアップしたかによって設定方法は異なります。
リモート1が管理者により指定されたネットワークフォルダを使用するように設定されてい
る場合は、「アドミン設定を使用」のみ選択可能です。その場合、保存に使用するプロトコルお
よび保存先のネットワークパスが表示されます。
プロトコル
受信したファクスをネットワークフォルダに転送するときに使用するプロトコルを選択し
ます。
- SMB：MBプロトコルを使用して受信したファクスをネットワークフォルダに転送しま
す。

- FTP：受信したファクスをFTPサーバーに転送します。
- NetWare IPX/SPX：スキャンファイルをIPX/SPXプロトコルによりNetWareサーバー
に転送します。

- NetWare TCP/IP：スキャンファイルをTCP/IPプロトコルによりNetWareサーバーに転
送します。

サーバー名称
プロトコルでFTPを選択した場合は、受信したファクスを転送するFTPサーバー名またはIP
アドレスを入力します。たとえば、受信したファクスをFTPサーバーの「ftp://192.168.1.1/
user/scanned」というFTPフォルダに転送する場合は、このフィールドに「192.168.1.1」と
入力します。
プロトコルでNetWare IPX/SPXを選択した場合は、スキャンファイルを転送するNetWare
サーバー名または、Tree/Context（NDSが使用可能な環境の場合）を入力します。
プロトコルでNetWare TCP/IPを選択した場合は、スキャンファイルを転送するNetWare
サーバーのIPアドレスを入力します。
コマンドポート
プロトコルでFTPを選択した場合に、コマンド実行に使用するポート番号を入力します。通
常は、初期状態で入力された「-」のままにします。「-」にした場合は、ネットワークの設定ペー
ジの「FTPクライアント」で設定したポート番号（初期値）が適用されます。初期設定のポート
番号とは別のポート番号を指定したい場合のみこの値を変更します。
ネットワークパス
プロトコルにSMBを選択した場合は、ネットワークフォルダへのネットワークパスを入力
します。例えば、SMBサーバーの「￥￥192.168.1.1￥user￥scanned」というフォルダを指
定する場合は、「￥￥192.168.1.1￥user￥scanned」と入力します。
プロトコルにFTPを選択した場合は、指定したFTPサーバーのディレクトリを入力します。
例えば、FTPサーバーの「ftp://192.168.1.1/user/scanned」というフォルダを指定する場
合は、「user/scanned」と入力します。
プロトコルにNetWare IPX/SPXまたはNetWare TCP/IPを選択した場合は、指定した
NetWareサーバーのディレクトリを入力します。たとえば、NetWareサーバーの「sys￥
scan」というフォルダを指定する場合は、「￥sys￥scan」と入力します。
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SMBプロトコルを選択した場合は、「ネットワークパス」に半角カタカナは使用できません。

ログインユーザ名
必要に応じて、SMBサーバー、FTPサーバーにアクセスするためのログインユーザ名を入力
します。プロトコルにFTPを選択した場合、このフィールドを空欄にすると、匿名でのログイ
ンと判断されます。
パスワード
必要に応じて、SMBサーバー、FTPサーバーにアクセスするためのパスワードを入力しま
す。
パスワードの確認
確認のためにパスワードを再入力します。

3) 宛先／リモート2
受信したファクスをネットワークフォルダに保存する場合にチェックします。管理者が
「セットアップ」メニューの「ネットワークフォルダに保管」サブメニューで、リモート2をど
のようにセットアップしたかによって設定方法は異なります。設定する項目は、リモート1と
同様です。
リモート2が管理者により指定されたネットワークフォルダを使用するように設定されてい
る場合は、「アドミン設定を使用」のみ選択可能です。その場合、保存に使用するプロトコルお
よび保存先のネットワークパスが表示されます。
リモート1はデフォルトでチェックされています。リモート2をチェックするには、まずリ
モート1のチェックを外してください。

4) ファイル名
「（送信元）-NNN」がファイル名になります。ファイル名を変更することはできません。ファ
イル名の「-NNN」には、「-001」から始まる連続した番号が入ります。
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自局番号振分けの設定を削除する
TopAccessでメールボックスを削除することができます。

1「登録」タブを選択し、「自局番号振分け」メニューをクリックします。
自局番号振分けメニューページが表示されます。

2 メールボックス一覧で編集したい自局番号リンクをクリックします。
自局番号振分けメニューページが表示されます。

3［削除］をクリックします。

削除の確認ダイアログボックスが表示されます。

4［OK］をクリックします。

選択したメールボックスを削除します。
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本章では、TopAccessのカウンタタブページでトータルカウンタを表示する方法について説明しています。

カウンタを表示する..................................................................................................68
トータルカウンタを表示する ...........................................................................................................68
部門カウンタを表示する...................................................................................................................69
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カウンタを表示する

本機は、印刷、コピーおよびスキャンしたページ数の記録を保存し、各カウンタとして管理しま
す。これらのカウンタは、トータルまたは部門別に表示されます。ここでは、各カウンタの表示方
法および部門別カウンタの管理方法を説明します。
 P.68 「トータルカウンタを表示する」
 P.69 「部門カウンタを表示する」

トータルカウンタを表示する
トータルカウンタメニューページには、スモールサイズ（B4、A4、B5、A5）のコピーおよび印刷
カウンタ、ラージサイズ（A3）のコピーおよび印刷カウンタ、スキャンカウンタ別にトータルカ
ウンタ情報が表示されます。

1「カウンタ」タブをクリックし、「トータルカウンタ」メニューをクリック
します。
トータルカウンタメニューページが表示されます。

2 トータルカウンタを確認します。

プリントカウンタおよびスキャンカウンタに表示される値の詳細です。なお、これらの値
をリセットすることはできません。

プリントカウンタ
コピー： コピー操作によるプリント枚数を表示します。
ファクス： ファクス受信によるプリント枚数を表示します。
プリンタ： 印刷操作、インターネットファクス受信によるプリント枚数を表示し

ます。
リスト： リスト出力によるプリント枚数を表示します。
トータル： 合計プリント枚数を表示します。

スキャンカウンタ
コピー： コピー操作によるスキャン枚数を表示します。
ファクス： ファクス送信によるスキャン枚数を表示します。
ネットワーク： スキャン操作によるスキャン枚数を表示します。
トータル： 合計スキャン枚数を表示します。
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部門カウンタを表示する
部門管理メニューページでは、特定の部門のカウンタ情報を確認することができます。部門カウ
ンタを表示するには、該当する部門の部門コードを入力する必要があります。

部門カウンタ表示は、本機で部門管理機能が有効になっている場合のみ可能です。

管理者は、全部門のカウンタ情報を確認することができます。
 P.146 「部門コードを管理する（管理者用）」

1「カウンタ」タブをクリックし、「部門管理」メニューをクリックします。
部門管理メニューページが表示されます。

2「部門コード」フィールドに、カウンタを確認したい部門の部門コードを
入力し、［設定］をクリックします。

指定した部門の部門カウンタが表示されます。

「トータルスキャン枚数」には、コピー/ファクス/スキャンの操作による合計スキャン枚
数が表示されます。
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本章では、TopAccessの管理者が行うスキャン機能のセットアップについて説明しています。

ネットワーク設定をセットアップする（スキャン機能）...........................................72
SMBの設定........................................................................................................................................74
SMTPクライアントの設定................................................................................................................75
SMTPサーバーの設定 .......................................................................................................................76
POP3の設定......................................................................................................................................77
FTPクライアントの設定 ...................................................................................................................78

ネットワークフォルダに保管設定をセットアップする ...........................................79
ネットワークフォルダ（リモート１または２）の設定 .......................................................................81

Eメール設定をセットアップする .............................................................................83
Eメール設定......................................................................................................................................84

インターネットファクス設定をセットアップする...................................................86
インターネットファクス設定 ...........................................................................................................88

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）....................................89
Eメール印刷の設定 ...........................................................................................................................90

バージョン情報を表示する.......................................................................................92
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ネットワーク設定をセットアップする（スキャン機能）

管理者は「セットアップ」メニューの「ネットワーク」サブメニューから、TCP/IP、IPX/SPX、
AppleTalk、Bonjour、DNS、DDNS、NetWare、HTTPやSNMPなどのネットワーク設定をセッ
トアップすることができます。
「セットアップ」メニューの「一般」サブメニューについては、設定ガイド［印刷編］を参照してく
ださい。

ネットワーク設定のセットアップ手順

1 TopAccessの「管理者」タブを選択し、管理者用のパスワードを入力し
て、［ログイン］をクリックします。
TopAccessの管理者モードを起動する方法については、設定ガイド［印刷編］を参照して
ください。

2「セットアップ」メニューをクリックし、「ネットワーク」サブメニューを
クリックします。

ネットワークサブメニューページが表示されます。
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3 リンクをクリックするかページをスクロールして、設定を変更するネッ
トワーク設定の表を表示し、ボタンをクリックして必要に応じてネット
ワーク設定をセットアップします。

このページでは、以下の設定を行うことができます：
 P.74 「SMBの設定」
 P.75 「SMTPクライアントの設定」
 P.76 「SMTPサーバーの設定」
 P.77 「POP3の設定」
 P.78 「FTPクライアントの設定」

以下の設定については、設定ガイド［印刷編］を参照してください。
TCP/IPの設定
IPX/SPXの設定
AppleTalkの設定
Bonjourの設定
DNSの設定
DDNSの設定
NetWareの設定
HTTPの設定
SNMPの設定

4［OK］をクリックします。
変更の確認ダイアログボックスが表示されます。

設定を保存する前に［キャンセル］をクリックすると、設定を保存せずに現在の設定状態
に戻ります。［キャンセル］をクリックしても、工場出荷時の設定に戻すことはできませ
ん。［キャンセル］ボタンは、設定を保存する前に、変更した設定をクリアしてすべて現在
の設定状態に戻したい場合に、クリックします。
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5［OK］をクリックし、設定用のウィンドウを閉じます。

6［保存］をクリックします。
保存の確認ダイアログボックスが表示されます。

7［OK］をクリックし、変更を適用します。

NIC（Network Interface Card）の初期化を開始します。

Internet Explorerをお使いの場合、［保存］をクリックして設定の変更を保存した後も、画
面上に表示された設定の値が更新されないことがありますが、設定は正常に適用されて
います。この場合、サブメニューをクリックして画面を更新すると、現在の設定状態で各
項目の値が表示されます。

SMBの設定
ネットワークフォルダにスキャンファイルを保管する場合など、本機からSMBサーバーにアク
セスする際に、デジタル署名を使用するかどうかを設定します。

1) SMBクライアントのSMB署名
サーバーの同意により通信にデジタル署名を行う：SMBサーバーのデジタル署名の設定が
有効な場合は、デジタル署名を使用して通信を行います。SMBサーバーのデジタル署名の設
定が無効な場合は、デジタル署名を使用せずに通信を行います。
常にクライアント側の通信にデジタル署名を行う：常にデジタル署名を使用してSMBサー
バーと通信を行います。SMBサーバーのデジタル署名の設定が無効な場合は、SMBサー
バーと通信することはできません。
クライアントの通信にデジタル署名を行わない：デジタル署名を使用せずにSMBサーバー
と通信を行います。SMBサーバーのデジタル署名の設定が有効な場合は、SMBサーバーと
通信することはできません。

1
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SMTPクライアントの設定
SMTPクライアントでは、インターネットファクスおよびEメールのSMTP送信を有効にするか
を選択します。

インターネットファクスおよびEメール送信を行うには、送信者アドレスを設定する必要があり
ます。送信者アドレス設定については、以下の説明を参照してください。
 P.83 「Eメール設定をセットアップする」
 P.86 「インターネットファクス設定をセットアップする」

1) SMTPクライアント使用
本機からSMTPサーバーを介して、インターネットファクスおよびEメールを送信する場合
に有効にします。

2) SMTPサーバーアドレス
「SMTPクライアント使用」を有効にした場合に、SMTPサーバーのIPアドレスまたはFQDN
を入力します。

FQDNを使用してSMTPサーバーを指定する場合は、DNSサーバーを設置しDNSの設定を
有効にする必要があります。

3) POP Before SMTP
POP Before SMTP認証を有効にするかどうかを選択します。

4) 認証
SMTPサーバーに接続するための認証方法を選択します。
- 無効： 認証を使用せずにSMTPサーバーに接続する場合に選択します。
- Plain：Plain認証を使用してSMTPサーバーに接続する場合に選択します。
- Login：Login認証を使用してSMTPサーバーに接続する場合に選択します。
- CRAM-MD5：CRAM-MD5認証を使用してSMTPサーバーに接続する場合に選択しま
す。

- Digest-MD5：Digest-MD5認証を使用してSMTPサーバーに接続する場合に選択しま
す。

- 自動：自動で認証を使用してSMTPサーバーに接続する場合に選択します。

3
2
1
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5) ログイン名
認証を使用してSMTPサーバーに接続する場合に、SMTPサーバーに接続するためのログイ
ン名を入力します。

6) パスワード
認証を使用してSMTPサーバーに接続する場合に、SMTPサーバーに接続するためのパス
ワードを入力します。

7) Eメール／インターネットファクス送信最大容量
SMTPを介して送信可能な添付ファイルの最大容量（2MB～30MB）を選択します。

8) ポート番号
「SMTPクライアント使用」を有効にした場合に、SMTPサーバーにアクセスするためのポー
ト番号を入力します。入力するポート番号は、SMTPサーバーのポート設定によって異なり
ます。通常は「25」を使用します。

SMTPサーバーの設定
SMTPサーバーでは、インターネットファクスおよびEメールのSMTP受信を有効にするかを選
択します。オフランプゲートウェイ機能を利用したい場合に設定します。

SMTPサーバーの設定は、ファクスキットが装着されている場合のみ有効です。

1) SMTPサーバー使用
本機がSMTPサーバーとして働くかどうかを選択します。 オフランプゲートウェイ機能を
利用したい場合は、有効にする必要があります。有効にすると、本機ドメイン宛のインター
ネットファクスやEメールを、SMTP通信によりSMTPサーバーを介して受信することがで
きます。

2) ポート番号
SMTPでインターネットファクスやEメールを受信するポート番号を入力します。通常は
「25」を使用します。

3) Eメールアドレス
本機のEメールアドレスを入力します。本機がSMTPサーバーとして動作する場合は、本機の
ドメイン名を含むすべてのインターネットファクスやEメールを、SMTPを使って受信する
ことができます。受信した文書のEメールアドレスが、ここで入力した名前と一致すると、本
機は受信した文書を印刷します。

4) Eメール転送使用
オフランプゲートウェイ転送を有効にするかを選択します。

3

2

1
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5
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5) オフランプセキュリティ
本機のアドレス帳に登録されたファクス番号にのみオフランプゲートウェイ転送を行うか
どうかを設定します。有効にすると、指定された転送宛先が本機のアドレス帳に登録されて
いない場合、送信を中断します。不正なオフランプゲートウェイ転送を防ぐことができます。

6) オフランプ印刷
オフランプゲートウェイ転送を行う際に、転送される文書を本機で印刷するかを設定しま
す。有効にすると、オフランプゲートウェイ転送される文書を自動的に印刷し、どのような文
書が転送されたのかを確認することができます。

POP3の設定
POP3ネットワークサービスでは、インターネットファクスやEメール印刷ジョブを受信する
POP3サーバーを設定します。

POP3の設定は、ファクスキットが装着されている場合のみ有効です。

1) POP3クライアント使用
POP3サーバーからのインターネットファクスやEメールの取り込みを有効にするかを選択
します。

2) POP3サーバーアドレス
「POP3クライアント使用」を有効にした場合に、POP3サーバーのIPアドレスまたはFQDN
を入力します。

FQDNを使用してPOP3サーバーを指定する場合は、DNSサーバーを設置しDNSの設定を
有効にする必要があります。

3) ログインタイプ
POP3のログインタイプを選択します。
- 自動： POP3サーバーによって、ログインタイプを自動的に決定する場合に選択します。
- POP3：一般的なPOP3ログインタイプを使用する場合に選択します。
- APOP：APOPのログインタイプを使用する場合に選択します。APOPでは、ユーザ名お
よびパスワードを暗号化して、POP3サーバーにアクセスすることができます。

3
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「自動」を選択してもメールサーバーにログインできない場合は、「POP3」または「APOP」い
ずれかのログインタイプを選択してください。

4) アカウント名
本機がPOP3サーバーにアクセスするためのアカウント名を入力します。

5) パスワード
本機がPOP3サーバーにアクセスするためのパスワードを入力します。

6) ポーリングレート
本機が新着メッセージを確認するために、どのくらいの間隔でPOP3サーバーにアクセスす
るかを指定します。

7) ポート番号
POP3サーバーにアクセスするポート番号を入力します。入力するポート番号は、POP3サー
バーのポート設定によって異なります。通常は「110」を使用します。

FTPクライアントの設定
FTPクライアントでは、「ネットワークフォルダに保管」操作でFTPを使ってネットワークフォ
ルダに文書を保存する場合に、初期値として使用されるポート番号を設定します。

1) ポート番号（初期値）
ネットワークフォルダにFTPでアクセスするときに使用するポート番号を入力します。FTP
で使用するポート番号はFTPサーバーの設定によって異なることがあります。通常は「21」
を使用します。

1
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ネットワークフォルダに保管設定をセットアップする

管理者は「セットアップ」メニューの「ネットワークフォルダに保管」サブメニューのページか
ら、ネットワークフォルダに保管設定をセットアップすることができます。この設定では、ファ
イル保存操作に適用される設定を行います。

設定を変更しても、設定した内容がすぐに本体の液晶画面に反映されないことがあります。設定
を変更した場合は、操作パネルの［リセット］ボタンを押すか、オートクリアされると反映されま
す。

ネットワークフォルダに保管設定のセットアップ手順

1 TopAccessの「管理者」タブを選択し、管理者用のパスワードを入力し
て、［ログイン］をクリックします。
TopAccessの管理者モードを起動する方法については、設定ガイド［印刷編］を参照して
ください。

2「セットアップ」メニューをクリックし、「ネットワークフォルダに保管」
サブメニューをクリックします。

ネットワークフォルダに保管サブメニューページが表示されます。

3 必要に応じて、ネットワークフォルダに保管設定をセットアップしま
す。

このページでは、以下の設定を行うことができます：
 P.81 「ネットワークフォルダ（リモート１または２）の設定」
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4［保存］をクリックします。
保存の確認ダイアログボックスが表示されます。

設定を保存する前に［キャンセル］をクリックすると、設定を保存せずに現在の設定状態
に戻します。［キャンセル］をクリックしても、工場出荷時の設定に戻すことはできませ
ん。［キャンセル］ボタンは、設定を保存する前に、変更した設定をクリアしてすべて現在
の設定状態に戻したい場合に、クリックします。

5［OK］をクリックし、変更を適用します。

Internet Explorerをお使いの場合、［保存］をクリックして設定の変更を保存した後も、画
面上に表示された設定の値が更新されないことがありますが、設定は正常に適用されて
います。この場合、サブメニューをクリックして画面を更新すると、現在の設定状態で各
項目の値が表示されます。
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ネットワークフォルダ（リモート１または２）の設定
ネットワークフォルダへの保存を許可する場合に、適用されるネットワークフォルダの保存先
の設定を行います。リモート1およびリモート2の２つのネットワークフォルダを指定すること
ができます。リモート1、リモート2の設定項目は同じです。

1) 次のネットワークフォルダに保存する
スキャンファイルの保存先として、任意のネットワークフォルダを指定します。
この項目を選択した場合は、ネットワークフォルダに関する以下の項目を必要に応じて設定
してください。これらを空欄のままにしておくと、エラーが発生して設定を完了することが
できません。なお、ネットワークフォルダを指定する必要がない場合には、「ユーザがネット
ワークフォルダを指定することを認める」を選択します。

2) プロトコル
スキャンファイルをネットワークフォルダに転送するときに使用するプロトコルを選択し
ます。
- SMB：SMBプロトコルを使用してスキャンファイルをネットワークフォルダに転送し
ます。

- FTP：スキャンファイルをFTPサーバーに転送します。
- NetWare IPX/SPX：スキャンファイルをIPX/SPXプロトコルによりNetWareサーバー
に転送します。

- NetWare TCP/IP：スキャンファイルをTCP/IPプロトコルによりNetWareサーバーに転
送します。

3) サーバー名称
プロトコルでFTPを選択した場合は、スキャンファイルを転送するFTPサーバー名またはIP
アドレスを入力します。たとえば、スキャンファイルをFTPサーバーの「ftp://192.168.1.1/
user/scanned」というFTPフォルダに転送する場合は、このフィールドに「192.168.1.1」と
入力します。
プロトコルでNetWare IPX/SPXを選択した場合は、スキャンファイルを転送するNetWare
サーバー名または、Tree/Context（NDSが使用可能な環境の場合）を入力します。
プロトコルでNetWare TCP/IPを選択した場合は、スキャンファイルを転送するNetWare
サーバーのIPアドレスを入力します。

4) コマンドポート
プロトコルでFTPを選択した場合は、コマンド実行に使用するポート番号を入力します。通
常は、初期状態で入力された「-」のままにします。「-」にした場合は、ネットワークの設定ペー
ジの「FTPクライアント」で設定したポート番号（初期値）が適用されます。初期設定のポート
番号とは別のポート番号を指定したい場合のみ、この値を変更します。
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5) ネットワークパス
プロトコルにSMBを選択した場合は、ネットワークフォルダへのネットワークパスを入力
します。たとえば、SMBサーバーの「￥￥192.168.1.1￥user￥scanned」というフォルダを
指定する場合は、「￥￥192.168.1.1￥user￥scanned」と入力します。
プロトコルにFTPを選択した場合は、指定したFTPサーバーのディレクトリを入力します。
たとえば、FTPサーバーの「ftp://192.168.1.1/user/scanned」というフォルダを指定する
場合は、「user/scanned」と入力します。
プロトコルにNetWare IPX/SPXまたはNetWare TCP/IPを選択した場合は、指定した
NetWareサーバーのディレクトリを入力します。たとえば、NetWareサーバーの「sys￥
scan」というフォルダを指定する場合は、「￥sys￥scan」と入力します。

SMBプロトコルを選択した場合は、「ネットワークパス」に半角カタカナは使用できませ
ん。
SMBプロトコルを選択した場合は、固定IPアドレスで運用されているコンピュータを指
定してください。

6) ログインユーザ名
必要に応じて、SMBサーバーまたはFTPサーバーにアクセスするためのログインユーザ名
を入力します。FTPプロトコルを選択した場合、このフィールドを空欄にすると、匿名でのロ
グインと判断されます。

7) パスワード
必要に応じて、SMBサーバーまたはFTPサーバーにアクセスするためのパスワードを入力
します。

8) パスワードの確認
確認のためにパスワードを再入力します。

9) ユーザがネットワークフォルダを指定することを認める
「ユーザがネットワークフォルダを指定することを認める」を選択すると、自局番号振分け、
テンプレート、ファクス受信転送、インターネットファクス受信転送の保存先を、別に指定す
ることができます。
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Eメール設定をセットアップする

管理者は「セットアップ」メニューの「Eメール」サブメニューのページから、Eメール設定をセッ
トアップすることができます。この設定では、Eメール送信操作に必要な設定を行います。

設定を変更しても、設定した内容がすぐに本体の液晶画面に反映されないことがあります。設定
を変更した場合は、操作パネルの［リセット］ボタンを押すか、オートクリアされると反映されま
す。

Eメール設定のセットアップ手順

1 TopAccessの「管理者」タブを選択し、管理者用のパスワードを入力し
て、［ログイン］をクリックします。
TopAccessの管理者モードを起動する方法については、設定ガイド［印刷編］を参照して
ください。

2「セットアップ」メニューをクリックし、「Eメール」サブメニューをク
リックします。

Eメールサブメニューページが表示されます。

3 必要に応じて、Eメール設定をセットアップします。

このページでは、以下の設定を行うことができます：
 P.84 「Eメール設定」
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4［保存］をクリックします。
保存の確認ダイアログボックスが表示されます。

設定を保存する前に［キャンセル］をクリックすると、設定を保存せずに現在の設定状態
に戻します。［キャンセル］をクリックしても、工場出荷時の設定に戻すことはできませ
ん。［キャンセル］ボタンは、設定を保存する前に、変更した設定をクリアしてすべて現在
の設定状態に戻したい場合に、クリックします。

5［OK］をクリックし、変更を適用します。

Internet Explorerをお使いの場合、［保存］をクリックして設定の変更を保存した後も、画
面上に表示された設定の値が更新されないことがありますが、設定は正常に適用されて
います。この場合、サブメニューをクリックして画面を更新すると、現在の設定状態で各
項目の値が表示されます。

Eメール設定
Eメール文書に適用する送信者アドレス、送信者名、ファイル形式、分割送信サイズ、本文を設定
します。

1) 送信者アドレス
本機のEメールアドレスを入力します。

Eメール送信を有効にするには、「送信者アドレス」を入力する必要があります。

2) 送信者名
本機の名前を入力します。

3

2

1

4
5
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3) ファイル形式
Eメールで送信されるスキャンイメージのファイル形式を選択します。
- PDF（マルチ）：スキャンイメージを複数ページのPDFファイルとしてEメールに添付し
ます。

- TIFF（マルチ）：スキャンイメージを複数ページのTIFFファイルとしてEメールに添付し
ます。

- TIFF（シングル）：スキャンイメージを1ページ１ファイルのTIFFファイルとして保存し
ます。

4) 分割送信サイズ
メッセージの分割サイズを選択します。

5) 本文（初期値）
操作パネル画面からユーザがEメール送信操作を実行するときに、本文フィールドに自動的
に入力される標準の本文を設定します。本文は、ここで入力したものが適用されます。自局番
号振分け、テンプレート、ファクス受信転送、インターネットファクス受信転送では、Eメール
設定でそれぞれ本文を指定することができます。
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管理者は「セットアップ」メニューの「インターネットファクス」サブメニューのページから、イ
ンターネットファクス設定をセットアップすることができます。この設定では、インターネット
ファクス操作に必要な設定を行います。

設定を変更しても、設定した内容がすぐに本体の液晶画面に反映されないことがあります。
設定を変更した場合は、操作パネルの［リセット］ボタンを押すか、オートクリアされると反
映されます。
インターネットファクス設定は、ファクスキットが装着されている場合のみ有効です。

インターネットファクス設定をセットアップする手順

1 TopAccessの「管理者」タブを選択し、管理者用のパスワードを入力し
て、［ログイン］をクリックします。
TopAccessの管理者モードを起動する方法については、設定ガイド［印刷編］を参照して
ください。

2「セットアップ」メニューをクリックし、「インターネットファクス」サブ
メニューをクリックします。

インターネットファクスサブメニューページが表示されます。

3 必要に応じて、インターネットファクス設定をセットアップします。

このページでは、以下の設定を行うことができます：
 P.88 「インターネットファクス設定」
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4［保存］をクリックします。
保存の確認ダイアログボックスが表示されます。

設定を保存する前に［キャンセル］をクリックすると、設定を保存せずに現在の設定状態
に戻します。［キャンセル］をクリックしても、工場出荷時の設定に戻すことはできませ
ん。［キャンセル］ボタンは、設定を保存する前に、変更した設定をクリアしてすべて現在
の設定状態に戻したい場合に、クリックします。

5［OK］をクリックし、変更を適用します。

Internet Explorerをお使いの場合、［保存］をクリックして設定の変更を保存した後も、画
面上に表示された設定の値が更新されないことがありますが、設定は正常に適用されて
います。この場合、サブメニューをクリックして画面を更新すると、現在の設定状態で各
項目の値が表示されます。
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インターネットファクス設定
インターネットファクスに適用する送信者アドレス、送信者名、分割ページサイズ、初期値とし
て設定される本文、および本文を送信するかどうかを設定します。

1) 送信者アドレス
本機のEメールアドレスを入力します。

インターネットファクス送信を有効にするには、「送信者アドレス」を入力する必要がありま
す。

2) 送信者名
本機の名前を入力します。

3) 分割ページサイズ
メッセージの分割サイズを選択します。

4) 本文（初期値）
操作パネル画面からユーザがインターネットファクス操作を実行するときに、本文フィール
ドに自動的に入力される標準の本文を設定します。本文は、ここで入力したものがインター
ネットファクスに適用されます。管理者以外のユーザが変更することはできません。

5) 本文送信
本文を送信するかしないかを選択します。

3
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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）

管理者は「セットアップ」メニューの「プリントサービス」サブメニューから、Raw TCP印刷、
LPD印刷、IPP印刷やNetWare印刷やEメール印刷などの印刷サービスを設定します。

設定を変更しても、設定した内容がすぐに本体の液晶画面に反映されないことがあります。設定
を変更した場合は、操作パネルの［リセット］ボタンを押すか、オートクリアされると反映されま
す。

プリントサービス設定をセットアップする手順

1 TopAccessの「管理者」タブを選択し、管理者用のパスワードを入力し
て、［ログイン］をクリックします。
TopAccessの管理者モードを起動する方法については、設定ガイド［印刷編］を参照して
ください。

2「セットアップ」メニューをクリックし、「プリントサービス」サブメ
ニューをクリックします。

プリントサービスサブメニューページが表示されます。

3 必要に応じて、プリントサービス設定をセットアップします。

このページでは、以下の設定を行うことができます：
 P.90 「Eメール印刷の設定」
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以下の設定については、設定ガイド［印刷編］を参照してください。
Raw TCP印刷の設定
LPD印刷の設定
IPP印刷の設定
NetWare印刷の設定

4［保存］をクリックします。
保存の確認ダイアログボックスが表示されます。

設定を保存する前に［キャンセル］をクリックすると、設定を保存せずに現在の設定状態
に戻ります。［キャンセル］をクリックしても、工場出荷時の設定に戻すことはできませ
ん。［キャンセル］ボタンは、設定を保存する前に、変更した設定をクリアしてすべて現在
の設定状態に戻したい場合に、クリックします。

5［OK］をクリックし、変更を適用します。

Internet Explorerをお使いの場合、［保存］をクリックして設定の変更を保存した後も、画
面上に表示された設定の値が更新されないことがありますが、設定は正常に適用されて
います。この場合、サブメニューをクリックして画面を更新すると、現在の設定状態で各
項目の値が表示されます。

Eメール印刷の設定
受信したEメールの印刷方法を設定します。

Eメール印刷の設定は、ファクスキットが装着されている場合のみ有効です。

1) Eメールヘッダ印刷
Eメール印刷ジョブを受信したときに、Eメールヘッダを印刷するかを選択します。

2) 本文印刷
Eメール印刷ジョブを受信したときに、本文を印刷するかを選択します。

3
2
1
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3) Eメール本文最大印刷枚数
Eメール印刷ジョブの本文を、最大何ページまで印刷するかを1から99の範囲で入力します。

4) エラーメッセージの出力
Eメール印刷を正常に終了できなかったときに、エラーメッセージを記載したレポートを印
刷するかを選択します。

5) エラーメール転送をする
Eメール印刷を正常に終了できなかったときに、指定したEメールアドレスにエラーメッ
セージを送信するかを選択します。

6) エラーメールの転送先アドレス
「エラーメール転送をする」を有効にした場合に、エラーメッセージを送信するEメールアド
レスを入力します。

7) 分割受信
分割して送信されてきたEメールジョブを印刷するかを選択します。

8) 分割受信待ち時間
分割して送信されてきたEメールジョブを本機が印刷するまでの待ち時間を入力します。時
間単位で指定します。

9) MDNリプライ
MDN要求されたEメール印刷ジョブを受信した場合に、MDNメッセージを返信するかどう
かを選択します。
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バージョン情報を表示する

管理者は「セットアップ」メニューの「バージョン」サブメニューから、本機のシステムソフト
ウェアのバージョン情報を表示することができます。

1 TopAccessの「管理者」タブを選択し、管理者用のパスワードを入力し
て、［ログイン］をクリックします。
TopAccessの管理者モードを起動する方法については、設定ガイド［印刷編］を参照して
ください。

2「セットアップ」メニューをクリックし、「バージョン」サブメニューをク
リックします。

バージョンサブメニューページが表示されます。

3 バージョンサブメニューページでは本機のバージョン情報を確認する
ことができます。
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保守機能について

TopAccessの管理者モードの「保守」メニューでは、以下の保守作業を行うことができます。
言語を切り替える
管理者は、TopAccessに表示される言語を変更することができます。
 P.95 「言語を切り替える」

データをバックアップする
管理者は本機のアドレス帳とテンプレートデータのバックアップファイルを作成すること
ができます。
 P.97 「データをバックアップする」

バックアップファイルからデータを復元する
管理者は本機のバックアップファイルからアドレス帳とテンプレートデータを復元するこ
とができます。
 P.100 「バックアップファイルからデータを復元する」

通知機能を設定する
管理者は、Eメールを使った通知機能を有効にすることができます。また、どのイベントが発
生したら通知するのかを指定することができます。
 P.104 「通知機能を設定する」

アドレス帳のデータをインポートする
アドレス帳データを、CSV形式でインポートすることができます。
 P.106 「アドレス帳をインポートする」

アドレス帳のデータをエクスポートする
アドレス帳データを、CSV形式でエクスポートすることができます。
 P.109 「アドレス帳をエクスポートする」

部門コードデータをインポートする
部門コードデータを、CSV形式でインポートすることができます。
 P.111 「部門コードデータをインポートする」

部門コードデータをエクスポートする
部門コードデータを、CSV形式でエクスポートすることができます。
 P.114 「部門コードをエクスポートする」

本機のアドレス帳データをバックアップ、復元またはインポート／エクスポートする場合は、
データの大きさによってデータが更新されるまでに数分かかることがあります。データ更新を
確認するまでは、本機の電源を切らないでください。
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言語を切り替える

Scan Utilities CD-ROMに収録されているTopAccess用の言語を本機にアップロードするこ
とにより、現在使用している言語を目的の言語に切り替えることができます。

TopAccessの言語を切り替える際は、スキャナアップグレードキット付属のScan Utilities 
CD-ROMに収録されているTopAccess言語データをアップロードしてください。ネットワー
クプリンタユニット付属のClient Utilities CD-ROMにもTopAccess言語データが収録されて
いますが、このデータはスキャン機能に対応していません。

1 Scan Utilities CD-ROMをクライアントコンピュータに挿入します。
Scan Utilities CD-ROMをCD-ROMドライブにセットすると、自動的にインストーラ
が起動することがあります。この場合は、表示された画面の［キャンセル］をクリックして
インストーラを終了します。

2 TopAccessの「管理者」タブを選択し、管理者用のパスワードを入力し
て、［ログイン］をクリックします。
TopAccessの管理者モードを起動する方法については、設定ガイド［印刷編］を参照して
ください。

3「保守」メニューをクリックし、「言語切替」サブメニューをクリックしま
す。

言語切替サブメニューページが表示されます。

4「言語選択」ドロップダウンメニューから目的の言語を選択します。
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5［参照］をクリックしてScan Utilities CD-ROMのTopAccess Language 
dataフォルダを選択します。次に、目的の言語ファイルを選択してから
［開く］をクリックします。

TopAccess用言語：
［Scan Utilities CD-ROM］:￥TopAccess Language data

ドロップダウンメニューで選択した言語とScan Utilities CD-ROMから選択した言語
が不一致である場合は、エラーメッセージが表示されます。［OK］ をクリック後、両者を
正しく選択し直してください。

6［アップロード］をクリックします。

アップロードが始まります。完了すると、言語が切り替わり、「管理者ログイン」ページが
表示されます。
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データをバックアップする

管理者は本機のアドレス帳およびテンプレートデータのバックアップファイルを作成すること
ができます。作成したバックアップファイルは、データを復元するときや、他のe-STUDIO165/
205またはe-STUDIO167/207互換装置に転送するときに使用することができます。

1 TopAccessの「管理者」タブを選択し、管理者用のパスワードを入力し
て、［ログイン］をクリックします。
TopAccessの管理者モードを起動する方法については、設定ガイド［印刷編］を参照して
ください。

2「保守」メニューをクリックし、「バックアップ」サブメニューをクリック
します。

バックアップサブメニューページが表示されます。

3 バックアップファイルを作成するデータの ［新規作成］ をクリックしま
す。 

「バックアップまたは、リストアが実行されています。」が画面に表示され、バックアップ
が始まります。

Eメール送信エージェントを使用したテンプレートを作成している場合は、「全てのデー
タ」を選択してください。
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4 右端の［更新］アイコンをクリックします。

バックアップファイルが作成され、バックアップファイル名およびファイルサイズが表
示されます。

［更新］アイコンをクリックしても画面が変わらない場合は、しばらく待ってから再度ク
リックしてください。データのサイズによってはバックアップファイルが作成されるま
でに時間がかかる場合があります。

5 ファイル名のリンクを右クリックし、［対象をファイルに保存］を選択し
ます。

「名前を付けて保存」ダイアログボックスが表示されます。
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6 保存先を指定し、 「ファイルの種類」ドロップダウンメニューで「すべて
のファイル」を選択します。

バックアップファイルのファイル名は変更しないことをお勧めします。以下のファイル
名以外の名前に変更すると、バックアップファイルからデータを復元できなくなります。
- アドレス帳：BACKUP_ADDR<日付>.tbf
- テンプレート：BACKUP_TEMP<日付>.tbf
- 全てのデータ：BACKUP_ALL<日付>.tbf

7［保存］をクリックします。
選択した保存先にバックアップファイルが保存されます。

本機の電源を切ると、本機のバックアップファイルは失われます。
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バックアップファイルからデータを復元する

管理者はバックアップファイルを使って、本機のアドレス帳およびテンプレートを復元するこ
とができます。この機能は、バックアップファイルからデータを復元しシステムを同じ環境に戻
すときに使用します。

バックアップファイルからデータを復元する前に、現在処理中のジョブがないことを確認して
ください。現在処理中のジョブがある場合、バックアップファイルからデータを復元することが
できません。

1 TopAccessの「管理者」タブを選択し、管理者用のパスワードを入力し
て、［ログイン］をクリックします。
TopAccessの管理者モードを起動する方法については、設定ガイド［印刷編］を参照して
ください。

2「保守」メニューをクリックし、「リストア」サブメニューをクリックしま
す。

リストアサブメニューページが表示されます。



9.TopAccessの管理者タブページ- 保守メニュー

バックアップファイルからデータを復元する    101

3 復元したいデータの［参照］をクリックします。すべてのデータを一括し
て復元したい場合は、「全てのデータ」部の［参照］をクリックします。

一度に複数のバックアップファイルを復元することはできません。
Eメール送信エージェントを使用したテンプレートを作成している場合は、「全ての
データ」を選択してください。

「ファイルの選択」ダイアログボックスが表示されます。

4 バックアップファイルを選択し、［開く］をクリックします。

バックアップファイルが以下の名前で保存されていない場合は、データを復元すること
はできません。
- アドレス帳：BACKUP_ADDR<日付>.tbf
- テンプレート：BACKUP_TEMP<日付>.tbf
- 全てのデータ：BACKUP_ALL<日付>.tbf
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5［アップロード］をクリックします。

選択したバックアップファイルの情報がリスト画面に表示されます。

6 バックアップファイルをアップロードしたデータのチェックボックス
をチェックし、［リストア］をクリックします。

「バックアップまたは、リストアが実行されています。」が画面に表示され、リストアが始
まります。
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7 右端の［更新］アイコンをクリックします。

アドレス帳データが本機にリストアされます。

［更新］アイコンをクリックしても画面が変わらない場合は、しばらく待ってから再度ク
リックしてください。データのサイズによってはリストアが終了するまで時間がかかる
場合があります。



9 TopAccessの管理者タブページ- 保守メニュー

104    通知機能を設定する

通知機能を設定する

管理者は、通知機能を設定することにより、エラー発生時やジョブ完了時にEメールによる通知
を受け取ることができます。

通知機能を有効にする場合は、セットアップメニューのEメールサブメニューページでEメール
設定を行う必要があります。
 P.83 「Eメール設定をセットアップする」

1 TopAccessの「管理者」タブを選択し、管理者用のパスワードを入力し
て、［ログイン］をクリックします。
TopAccessの管理者モードを起動する方法については、設定ガイド［印刷編］を参照して
ください。

2「保守」メニューをクリックし、「通知設定」サブメニューをクリックしま
す。

通知設定サブメニューページが表示されます。

3 Eメール設定では、通知機能を有効にするために「管理者Eメールアドレ
ス1～3」チェックボックスをチェックし、通知を送信する管理者のEメー
ルアドレスを入力します。

Eメール設定では、最大3件のEメールアドレスを指定することができます。

4 機器通知情報イベントでは、通知を受けたいイベントのチェックボック
スをチェックします。
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5 ファクス／インターネットファクス受信通知情報イベントでは、通知を
受けたい中継ファクス送信の状況のチェックボックスをチェックしま
す。
オプションのファクスキットが装着されている場合のみ、表示されます。

6 スキャンジョブ通知情報イベントでは、スキャン操作において通知を受
けたい各項目のチェックボックスをチェックします。

7 スキャン通知情報イベントでは、スキャン操作において通知を受けたい
エラーレベルのチェックボックスをチェックします。

8 ファクス受信転送通知情報イベントでは、ファクス受信転送中にエラー
が発生した場合および転送が完了した場合に通知するかをそれぞれ選
択します。
オプションのファクスキットが装着されている場合のみ、表示されます。

9 インターネットファクス受信転送通知情報イベントでは、インターネッ
トファクス受信転送中にエラーが発生した場合および転送が完了した
場合に通知するかをそれぞれ選択します。
オプションのファクスキットが装着されている場合のみ、表示されます。

10［保存］をクリックします。
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アドレス帳をインポートする

CSV形式のアドレス帳データをインポートします。取り込むファイルは、TopAccessのアドレ
ス帳データのフォーマットに準じたカンマ区切りのCSV形式で作成されている必要がありま
す。アドレス帳データは以下のフォーマットで作成します。

アドレス帳データの各項目は、以下の項目としてTopAccessにインポートされます。

NAMEと、Tel NumberまたはEmail Addressは、必ず入力してください。NAMEと、Tel 
Numberに入力されていないユーザデータは、インポートされません。
最大文字数を超えた文字はインポートされません。
ABB_IDとOT_IDは、どちらか一方を必ず入力してください。
ABB_IDは最大300件、OT_IDは最大75件インポートできます。
ABB_IDの数字が重複していた場合は、最初にその数字が使われていたユーザのみインポー
トされます。OT_IDも同様となります。
Search Letterに使用できる文字については、取扱説明書［ファクス編］を参照してください。
インポートしたアドレス帳データには、グループに関する項目は含まれていません。
アドレス帳データをインポートすると、既存のデータにインポートしたデータが追加されま
す。

操作の前に、本機の状態が下記条件に該当することを確認してください。該当しない条件がある
と、アドレス帳データをインポートすることはできません。
コピーモードやプリンタモードなど、いずれかの操作モードのメイン画面が表示されてい
る。（この状態から節電モードに移行している場合でも可。）
処理中または予約中のジョブがない。

"NAME","Email Address","Tel Number","ABB_ID","OT_ID","Search Letter"
"Use01","user01@toshibatec-ifax.com","000000000001","1","1","A"
"Use02","user02@toshibatec-ifax.com","000000000002","","2","B"
"Use03","user03@toshibatec-ifax.com","000000000003","2","","A"

アドレス帳データ
の項目名 TopAccessの項目名 最大文字数など

NAME 局名
（“Name”）

半角20文字、全角10文字

Email Address Eメールアドレス 半角192文字

Tel Number 電話番号
（“Fax Number”）

半角128文字
（数字および、*,#,-）

ABB_ID 短縮番号
（“ABB. Number”）

半角3文字
（001～999の範囲の数字）

OT_ID ワンタッチ番号
（“One Touch Number”）

半角2文字
（1～75の範囲の数字）

Search Letter 検索文字
（“Search Letter”）

半角1文字
（英字大文字、数字、記号、カタカナ）
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1 TopAccessの「管理者」タブを選択し、管理者用のパスワードを入力し
て、［ログイン］をクリックします。
TopAccessの管理者モードを起動する方法については、設定ガイド［印刷編］を参照して
ください。

2「保守」メニューをクリックし、「インポート」サブメニューをクリックし
ます。

インポートサブメニューページが表示されます。

3 アドレス帳エリアの［参照］をクリックします。

「ファイルの選択」ダイアログボックスが表示されます。

4 目的のアドレス帳のデータを含むCSVファイルを選択し、［開く］をク
リックします。



9.TopAccessの管理者タブページ- 保守メニュー

108    アドレス帳をインポートする

9 TopAccessの管理者タブページ- 保守メニュー

5［インポート］をクリックします。

「バックアップまたは、リストアが実行されています。」が画面に表示され、インポートが
始まります。

6 右端の［更新］アイコンをクリックします。

データが本機のアドレス帳にインポートされます。

［更新］アイコンをクリックしても画面が変わらない場合は、しばらく待ってから再度ク
リックしてください。データのサイズによってはインポートが終了するまで時間がかか
る場合があります。
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アドレス帳をエクスポートする

CSV形式のアドレス帳データをエクスポートします。エクスポートしたアドレス帳データには、
グループに関する項目は含まれません。アドレス帳データのフォーマットと項目については、以
下のページを参照してください。
 P.106 「アドレス帳をインポートする」

1 TopAccessの「管理者」タブを選択し、管理者用のパスワードを入力し
て、［ログイン］をクリックします。
TopAccessの管理者モードを起動する方法については、設定ガイド［印刷編］を参照して
ください。

2「保守」メニューをクリックし、「エクスポート」サブメニューをクリック
します。

エクスポートサブメニューページが表示されます。

3 アドレス帳エリアの［新規作成］をクリックします。

エクスポートファイル情報が表示されます。
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4 ファイル名のリンクを右クリックし、［対象をファイルに保存］を選択し
ます。

「名前を付けて保存」ダイアログボックスが表示されます。

5 ファイルの保存先を選択し、「ファイルの種類」ドロップダウンメニュー
で「すべてのファイル」を選択します。

6［保存］をクリックします。
CSV形式のアドレス帳データファイルが、選択した場所に保存されます。

本機の電源を切ると、本機のエクスポートファイルは失われます。
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部門コードデータをインポートする

事前にエクスポートしてあるCSV形式の部門コードデータをインポートします。部門コード
データをインポートすると、既存のデータとインポートしたデータが置き換わります。

操作の前に、本機の状態が下記条件に該当することを確認してください。該当しない条件がある
と、部門コードデータをインポートすることはできません。
部門管理機能が有効になっている。
部門コード入力画面が表示されている。（この状態から節電モードに移行している場合でも
可。）
処理中または予約中のジョブがない。

1 TopAccessの「管理者」タブを選択し、管理者用のパスワードを入力し
て、［ログイン］をクリックします。
TopAccessの管理者モードを起動する方法については、設定ガイド［印刷編］を参照して
ください。

2「保守」メニューをクリックし、「インポート」サブメニューをクリックし
ます。

インポートサブメニューページが表示されます。

3 部門コードエリアの［参照］をクリックします。

「ファイルの選択」ダイアログボックスが表示されます。
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4 事前にエクスポートしてある部門コードデータのCSVファイルを選択
し、［開く］をクリックします。

5［インポート］をクリックします。

「バックアップまたは、リストアが実行されています。」が画面に表示され、インポートが
始まります。
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6 右端の［更新］アイコンをクリックします。

部門コードデータが本機へインポートされます。

［更新］アイコンをクリックしても画面が変らない場合は、しばらく待ってから再度ク
リックしてください。データのサイズによってはインポートが終了するまで時間がかか
る場合があります。
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部門コードをエクスポートする

CSV形式の部門コードデータをエクスポートします。

操作の前に、本機の部門管理機能が有効になっていることを確認してください。無効になっ
ていると、部門コードデータをエクスポートすることはできません。
この機能の目的は、万一の障害発生時に備えて部門コードデータをバックアップすることで
す。エクスポートしたデータは、そのままインポート時に必要ですので、編集したり紛失した
りすることがないように注意してください。

1 TopAccessの「管理者」タブを選択し、管理者用のパスワードを入力し
て、［ログイン］をクリックします。
TopAccessの管理者モードを起動する方法については、設定ガイド［印刷編］を参照して
ください。

2「保守」メニューをクリックし、「エクスポート」サブメニューをクリック
します。

エクスポートサブメニューページが表示されます。

3 部門情報のエクスポートエリアの［新規作成］をクリックします。

部門コードファイル情報が表示されます。
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4 ファイル名のリンクを右クリックし、［対象をファイルに保存］を選択し
ます。

「名前を付けて保存」ダイアログボックスが表示されます。

5 ファイルの保存先を選択し、「ファイルの種類」ドロップダウンメニュー
で「すべてのファイル」を選択します。

6［保存］をクリックします。
CSV形式の部門コードデータファイルが、選択した場所に保存されます。

本機の電源を切ると、本機のエクスポートファイルは失われます。
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登録機能について

TopAccessの管理者モードの「登録」メニューでは、以下の登録作業を行うことができます。
共有テンプレートを登録する
管理者は、共有テンプレートを作成・登録することができます。
 P.119 「共有テンプレートを登録する」

ファクス受信転送およびインターネットファクス受信転送を設定・登録する
管理者は、受信したファクスおよびインターネットファクスを指定の宛先に転送するため
の、エージェントを登録することができます。
 P.135 「ファクス受信転送およびインターネットファクス受信転送を登録する」

ファクス受信転送機能およびインターネットファクス受信転送機能をご利用になるためには、
オプションのファクスキットが必要です。
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共有テンプレートを登録する

管理者は、共有テンプレートの作成・登録や保守を行うことができます。ユーザは、共有テンプ
レートの内容を確認・使用することはできますが、テンプレートを変更することはできません。

共有テンプレートを作成または編集する

1 TopAccessの「管理者」タブを選択し、管理者用のパスワードを入力し
て、［ログイン］をクリックします。
TopAccessの管理者モードを起動する方法については、設定ガイド［印刷編］を参照して
ください。

2「登録」メニューをクリックし、「共有テンプレート」サブメニューをク
リックします。

共有テンプレートサブメニューページが表示されます。

共有テンプレート1～10は、拡張キーボードのワンタッチボタン66～75に対応します。
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3 共有テンプレートが、パネル形式で表示されます。未定義の空白のアイ
コンをクリックすると、新規テンプレートを作成することができます。
既存のテンプレートを編集する場合は、定義済みの画像が表示されたア
イコンをクリックします。

未定義のアイコンをクリックした場合は、エージェントの選択ページが表示されます。
手順5に進んでください。
定義済みのアイコンをクリックした場合は、テンプレート情報ページが表示されます。
手順4に進んでください。

4 定義済みのテンプレートアイコンを選択した場合は、テンプレート情報
が表示されます。［編集］をクリックします。

エージェントの選択ページが表示されます。
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5 エージェントを選択し、［エージェント設定］をクリックします。

スキャン： テンプレートを作成する場合は、必ずチェックを入れま
す。以下の3つのエージェントのテンプレートを選択す
ることができます。

Eメール送信： Eメール送信用のテンプレートを作成します。
ネットワークフォルダに保管： ファイル保存用のテンプレートを作成します。
TWAIN： TWAINドライバ用のファイルを保存するテンプレート

を作成します。

「Eメール送信」、「ネットワークフォルダに保管」または「TWAIN」は、いずれか1つしか選
択できません。

「Eメール送信」エージェントでは、「パネル設定」、「宛先設定」、「Eメール設定」、「スキャン
設定」の設定を行います。

 P.123 「パネル設定」
 P.124 「宛先設定（共有テンプレート）」
 P.127 「Eメール設定（共有テンプレート）」
 P.131 「スキャン設定」

「ネットワークフォルダに保管」エージェントでは、「パネル設定」、「ネットワークフォル
ダに保管設定」、「スキャン設定」の設定を行います。

 P.123 「パネル設定」
 P.128 「ネットワークフォルダに保管設定（共有テンプレート）」
 P.131 「スキャン設定」

「TWAIN」エージェントでは、「パネル設定」、「TWAIN設定」、「スキャン設定」の設定を行
います。

 P.123 「パネル設定」
 P.130 「TWAIN設定」
 P.131 「スキャン設定」
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6 各項目のボタンをクリックし、テンプレートのプロパティを設定または
編集します。
［パネル設定］： テンプレートのアイコン設定を指定します。

 P.123 「パネル設定」

［宛先設定］： 送信する宛先を指定します。Eメール送信エージェントを作成するときに
設定します。宛先は、「To」と「Cc」を指定することができます。
 P.124 「宛先設定（共有テンプレート）」

［Eメール設定］： Eメールメッセージとして、文書を送信する方法を設定します。Eメー
ル送信エージェントを作成するときに設定します。
 P.127 「Eメール設定（共有テンプレート）」

［ネットワークフォルダに保管設定］： ネットワークフォルダに、文書を保存する方法を
設定します。ネットワークフォルダに保管エー
ジェントを作成するときに設定します。
 P.128 「ネットワークフォルダに保管設定（共

有テンプレート）」

［TWAIN設定］： TWAINドライバを使って、文書を保存する方法を設定します。TWAIN
エージェントを作成するときに設定します。
 P.130 「TWAIN設定」

［スキャン設定］：文書をスキャンする方法を設定します。
 P.131 「スキャン設定」
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7 プロパティの設定を完了したら、［保存］をクリックします。
テンプレートのプロパティが登録されます。

パネル設定
パネル設定のページでは、TopAccessのパネル表示で、テンプレートアイコンを表示する方法
を設定します。また、テンプレートの通知機能を設定することができます。

1) 画像
TopAccessのパネル表示で使用されるアイコンです。選択したエージェントによって、アイ
コンは自動的に指定されます。

2) 名称1
TopAccessのパネル表示でアイコンの隣に表示される、または一覧表示の「名称」に表示さ
れるテキストを入力します。半角11文字、全角5文字まで入力することができます。

3) 名称2
TopAccessのパネル表示でアイコンの隣に表示される、または一覧表示の「名称」に表示さ
れるテキストを入力します。半角11文字、全角5文字まで入力することができます。

4) ユーザ名
テンプレートの所有者名を入力します。半角30文字、全角15文字まで入力することができま
す。

5) レポート通知：エラーメッセージを送信する
エラー発生時に指定したEメールアドレスに通知メッセージを送信します。

6) レポート通知：ジョブ完了メッセージを送信する
ジョブ完了時に指定したEメールアドレスに通知メッセージを送信します。

7) レポート通知：Eメールアドレス
通知メッセージを送信するEメールアドレスを指定します。

レポート通知を設定した場合は、TopAccess管理者モードのセットアップメニューページにあ
るEメール送信サブメニューページで、Eメール送信の設定を必ず行ってください。設定方法に
ついては、以下のセクションを参照してください。
 P.83 「Eメール設定をセットアップする」

3
2

1

4
5
6
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宛先設定（共有テンプレート）
宛先リストのページではEメール送信エージェントの宛先を指定します。Eメール送信エージェ
ントの宛先を指定するときは、Eメールアドレスのみを使用することができます。
宛先を指定するには、相手先のEメールアドレスを手動で入力、またはアドレス帳から個人やグ
ループを選択します（最大375件）。
 P.124 「宛先を手動で入力する」
 P.125 「宛先をアドレス帳から選択する」
 P.125 「グループをアドレス帳から選択する」
 P.126 「宛先リストから宛先を削除する」

宛先を手動で入力する

1［To：宛先設定］／［Cc：宛先設定］をクリックし、宛先リストページを開き
ます。

2［新規］をクリックします。

宛先情報ページが表示されます。

3「宛先」フィールドに宛先のEメールアドレスを入力します。

4［OK］をクリックします。
入力した宛先が宛先リストページに追加されます。

5 複数の宛先を指定する場合は、手順2～4を繰り返します。

宛先設定を保存する前に、宛先リストに追加した宛先を削除することができます。
 P.126 「宛先リストから宛先を削除する」

6［保存］をクリックします。

宛先設定が保存されます。
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宛先をアドレス帳から選択する

1［To：宛先設定］／［Cc：宛先設定］をクリックし、宛先リストページを開き
ます。

2［アドレス帳］をクリックします。

アドレス帳のページが表示されます。

3 選択したい宛先のEメールチェックボックスをチェックします。

4［追加］をクリックします。
選択した宛先が、宛先リストページに追加されます。

宛先設定を保存する前に、宛先リストに追加した宛先を削除することができます。
 P.126 「宛先リストから宛先を削除する」

5［保存］をクリックします。

宛先設定が保存されます。

グループをアドレス帳から選択する

1［To：宛先設定］／［Cc：宛先設定］をクリックし、宛先リストページを開き
ます。
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2［アドレスグループ一覧］をクリックします。

アドレスグループ一覧のページが開きます。

3 宛先のグループのチェックボックスをチェックします。

4［追加］をクリックします。
選択したグループのすべての宛先が、宛先リストページに追加されます。

宛先設定を保存する前に、宛先リストに追加した宛先を削除することができます。
 P.126 「宛先リストから宛先を削除する」

5［保存］をクリックします。

宛先設定が保存されます。

宛先リストから宛先を削除する

1 宛先リストから削除したい宛先のチェックボックスをチェックし、
［削除］をクリックします。

選択された宛先が宛先リストから削除されます。

2［保存］をクリックします。
宛先の削除が完了します。
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Eメール設定（共有テンプレート）
Eメール設定に関するエージェント設定のページでは、送信されるEメール送信文書のプロパ
ティを設定します。

1) 件名
Eメール文書に適用する件名を設定します。デフォルト設定の「（マシン名称）からのスキャン
［（テンプレート名称）］（日付）（時間）」を選択するか、目的の件名をフィールドに入力します。

2) 送信者アドレス
送信者のEメールアドレスを入力します。テンプレートを使って本機が送信した文書に対し
て相手先が返信する場合は、ここで設定するEメールアドレスに返信されます。

3) 送信者名
Eメール文書に適用する送信者の名前を入力します。

4) 本文
Eメール文書に適用する本文を入力します。スペースを含み1000文字まで入力することが
できます。テンプレートを使ってEメール文書を送信する場合、本文にはここで入力したもの
が適用されます。

5) ファイル形式
Eメール送信されるスキャンイメージのファイル形式を選択します。
- PDF（マルチ）：スキャンイメージを複数ページのPDFファイルとしてEメールに添付し
ます。

- TIFF（マルチ）：スキャンイメージを複数ページのTIFFファイルとしてEメールに添付し
ます。

- TIFF（シングル）：スキャンイメージを1ページ１ファイルのTIFFファイルとしてEメー
ルに添付します。

6) ファイル名
初期設定として使用されるファイル名を入力します。デフォルト設定の「DocYYMMDD」を
選択するか、ファイル名をフィールドに入力します。

7) 分割送信サイズ
メッセージの分割サイズを選択します。分割送信されたメッセージは、受信時に復元されま
す。

3
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ネットワークフォルダに保管設定（共有テンプレート）
ネットワークフォルダに保管設定のページでは、スキャンファイルの保存方法および保存先を
設定します。

1) ファイル形式
スキャンファイルの保存形式を選択します。
- PDF（マルチ）：スキャンイメージを複数ページのPDFファイルとして保存します。
- TIFF（マルチ）：スキャンイメージを複数ページのTIFFファイルとして保存します。
- TIFF（シングル）：スキャンイメージを1ページ１ファイルのTIFFファイルとして保存し
ます。

2

3

1

4
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2) 宛先／リモート1
スキャンファイルをネットワークフォルダに保存する場合にチェックします。管理者が、
「セットアップ」メニューの「ネットワークフォルダに保管」サブメニューで、リモート1をど
のようにセットアップしたかによって設定方法は異なります。
リモート1が管理者により指定されたネットワークフォルダを使用するように設定されてい
る場合は、「アドミン設定を使用」のみ選択可能です。その場合、保存に使用するプロトコルお
よび保存先のネットワークパスが表示されます。

プロトコル
スキャンファイルをネットワークフォルダに転送するときに使用するプロトコルを選択し
ます。
- SMB：SMBプロトコルを使用してスキャンファイルをネットワークフォルダに転送し

ます。
- FTP：スキャンファイルをFTPサーバーに転送します。
- NetWare IPX/SPX：スキャンファイルをIPX/SPXプロトコルによりNetWareサーバー
に転送します。

- NetWare TCP/IP：スキャンファイルをTCP/IPプロトコルによりNetWareサーバーに転
送します。

サーバー名称
プロトコルでFTPを選択した場合は、スキャンファイルを転送するFTPサーバー名またはIP
アドレスを入力します。たとえば、スキャンファイルをFTPサーバーの「ftp://192.168.1.1/
user/scanned」というFTPフォルダに転送する場合は、このフィールドに「192.168.1.1」と
入力します。
プロトコルでNetWare IPX/SPXを選択した場合は、スキャンファイルを転送するNetWare
サーバー名または、Tree/Context（NDSが使用可能な環境の場合）を入力します。
プロトコルでNetWare TCP/IPを選択した場合は、スキャンファイルを転送するNetWare
サーバーのIPアドレスを入力します。

コマンドポート
プロトコルでFTPを選択した場合に、コマンド実行に使用するポート番号を入力します。通
常は、初期状態で入力された「-」のままにします。「-」にした場合は、ネットワークの設定ペー
ジの「FTPクライアント」で設定したポート番号（初期値）が適用されます。初期設定のポート
番号とは別のポート番号を指定したい場合のみこの値を変更します。

ネットワークパス
プロトコルにSMBを選択した場合は、ネットワークフォルダへのネットワークパスを入力
します。たとえば、SMBサーバーの「￥￥192.168.1.1￥user￥scanned」というフォルダを
指定する場合は、「￥￥192.168.1.1￥user￥scanned」と入力します。
プロトコルにFTPを選択した場合は、指定したFTPサーバーのディレクトリを入力します。
たとえば、FTPサーバーの「ftp://192.168.1.1/user/scanned」というフォルダを指定する
場合は、「user/scanned」と入力します。
プロトコルにNetWare IPX/SPXまたはNetWare TCP/IPを選択した場合は、指定した
NetWareサーバーのディレクトリを入力します。たとえば、NetWareサーバーの「sys￥
scan」というフォルダを指定する場合は、「￥sys￥scan」と入力します。
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SMBプロトコルを選択した場合は、「ネットワークパス」に半角カタカナは使用できません。

ログインユーザ名
必要に応じて、SMBサーバー、FTPサーバーにアクセスするためのログインユーザ名を入力
します。プロトコルにFTPを選択した場合、このフィールドを空欄にすると、匿名でのログイ
ンと判断されます。
パスワード
必要に応じて、SMBサーバー、FTPサーバーにアクセスするためのパスワードを入力しま
す。
パスワードの確認
確認のためにパスワードを再入力します。

3) 宛先／リモート2
スキャンファイルをネットワークフォルダに保存する場合にチェックします。管理者が
「セットアップ」メニューの「ネットワークフォルダに保管」サブメニューで、リモート2をど
のようにセットアップしたかによって設定方法は異なります。設定する項目は、リモート1と
同様です。
リモート2が管理者により指定されたネットワークフォルダを使用するように設定されてい
る場合は、「アドミン設定を使用」のみ選択可能です。その場合、保存に使用するプロトコルお
よび保存先のネットワークパスが表示されます。
リモート1はデフォルトでチェックされています。リモート2をチェックするには、まずリ
モート1のチェックを外してください。

4) ファイル名
スキャンファイルの名前の付け方を選択します。デフォルト設定の「DocYYMMDD」を選択
するか、ファイル名を入力します。ファイルを保管する際、本機の操作パネルにてファイル名
を変更することができます。操作の詳細は、スキャンガイドを参照してください。

TWAIN設定
TWAIN設定に関するエージェント設定のページでは、スキャンファイルを保存するフォルダの
設定を行います。

1) フォルダ名
スキャンファイルを保存するフォルダ名を入力します。あらかじめフォルダがない場合は、
入力した文書名で自動的に作成され、保存されます。

2) 文書名
スキャンファイルの名前の付け方を選択します。デフォルト設定の「DocYYMMDD」を選択
するか、文書名を入力します。
文書名には、ここで入力したものが適用されます。自由に変更することはできません。

2

1
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スキャン設定
スキャン設定ページでは、スキャンエージェントを選択した場合に、どのように原稿をスキャン
するかを設定します。

1) 両面スキャン
原稿の片面をスキャンするか、両面をスキャンするかを選択します。
- 片面：原稿の片面をスキャンします。
- 両面左右開き：両面左右開きでスキャンします。
- 両面上下開き：両面上下開きでスキャンします。

両面スキャン機能を使用するには、オプションの自動両面原稿送り装置が必要です。

2) 画像回転
スキャンイメージを回転させるか、回転させないかを選択します。

3) 原稿モード
原稿の種類を選択します。
- 文字：原稿モードに文字モードを使用します。
- 文字／写真：原稿モードに文字／写真モードを使用します。
- 写真：原稿モードに写真モードを使用します。

4) 解像度
スキャンの解像度を選択します。

5) 濃度調整
スキャンの濃度を選択します。
「自動」を選択すると、原稿に応じた理想的な濃度を自動的に適用します。
手動で濃度を調節する場合は、7段階に調節することができます。

6) 原稿サイズ
自動両面原稿送り装置による原稿サイズの検出方法を選択します。
- 自動：原稿サイズを自動的に検出しますが、原稿サイズの混載は行いません。
- 原稿サイズ混在：原稿サイズを自動的に検出して、原稿サイズの混載を行います。

原稿サイズ機能を使用するには、オプションの自動両面原稿送り装置が必要です。

3
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共有テンプレートをリセットする
定義済みのテンプレートをリセットし、未定義の状態に戻します。
選択したテンプレートのみをリセットするか、またはすべてのテンプレートをリセットするこ
とができます。
 P.132 「選択した共有テンプレートをリセットする」
 P.134 「すべての共有テンプレートをリセットする」

選択した共有テンプレートをリセットする

1 TopAccessの「管理者」タブを選択し、管理者用のパスワードを入力し
て、［ログイン］をクリックします。
TopAccessの管理者モードを起動する方法については、設定ガイド［印刷編］を参照して
ください。

2「登録」メニューをクリックし、「共有テンプレート」サブメニューをク
リックします。

共有テンプレートサブメニューページが表示されます。
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3「パネル表示」リンクをクリックしてパネルビューを表示し、リセットし
たい定義済みのテンプレートアイコンをクリックします。

テンプレート情報ページが表示されます。

4［テンプレートリセット］をクリックします。

リセットの確認メッセージが表示されます。

5［OK］をクリックします。

テンプレート設定がリセットされ、未定義のテンプレートに戻ります。



10.TopAccessの管理者タブページ- 登録メニュー

134    共有テンプレートを登録する

10 TopAccessの管理者タブページ- 登録メニュー

すべての共有テンプレートをリセットする

1 TopAccessの「管理者」タブを選択し、管理者用のパスワードを入力し
て、［ログイン］をクリックします。
TopAccessの管理者モードを起動する方法については、設定ガイド［印刷編］を参照して
ください。

2「登録」メニューをクリックし、「共有テンプレート」サブメニューをク
リックします。

共有テンプレートサブメニューページが表示されます。

3［リセット］をクリックします。

リセットの確認ダイアログボックスが表示されます。

4［OK］をクリックします。

すべての共有テンプレートがリセットされます。
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ファクス受信転送およびインターネットファクス受信転送を登録する

ファクス受信転送およびインターネットファクス受信転送では、受信ファクスおよびインター
ネットファクスを、特定の宛先に転送することができます。この機能を使用すれば、本機が受信
したすべてのファクスやインターネットファクスを転送することができます。
受信したファクスおよびインターネットファクスは、以下の宛先に転送することができます。
ネットワークフォルダ
Eメールアドレス

ファクス受信転送機能およびインターネットファクス受信転送機能は、オプションのファク
スキットが本機に装着されているときのみ有効です。
自局番号振分けが設定されているときは、自局番号振分け機能が優先されます。自局番号振
分けに登録されていない相手から受信した場合のみ、ファクス受信転送機能およびインター
ネットファクス受信転送機能が動作します。
転送したファクスやインターネットファクスは、画像処理が通常のファクスとは異なるた
め、印刷時の画質も通常のファクスとは異なります。

ファクス受信転送を登録する

1 TopAccessの「管理者」タブを選択し、管理者用のパスワードを入力し
て、［ログイン］をクリックします。
TopAccessの管理者モードを起動する方法については、設定ガイド［印刷編］を参照して
ください。

2「登録」メニューをクリックします。「ファクス受信転送」サブメニューを
クリックします。

ファクス受信転送サブメニューページが表示されます。



10.TopAccessの管理者タブページ- 登録メニュー

136    ファクス受信転送およびインターネットファクス受信転送を登録する

10 TopAccessの管理者タブページ- 登録メニュー

3「転送」チェックボックスをチェックし、エージェントを選択して［エー
ジェント設定］をクリックします。

ネットワークフォルダに保管： 受信ファクスまたはインターネットファクスを、ネット
ワークフォルダに転送します。

Eメール送信： 受信ファクスまたはインターネットファクスを、Eメー
ルアドレスに転送します。

4 転送する受信原稿を印刷するかどうかを「原稿印刷」ドロップダウンメ
ニューで選択します。

常時印刷： 転送する受信原稿を常に印刷します。
エラー時のみ印刷： 転送する受信原稿をエラー時のみ印刷します。

5 各項目のボタンをクリックし、ファクス受信転送またはインターネット
ファクス受信転送のプロパティを設定または編集します。
［宛先設定］：送信する宛先を指定します。
 P.137 「宛先設定（ファクス／インターネットファクス受信転送）」
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［Eメール設定］： Eメールメッセージとして、文書を送信する方法を設定します。Eメー
ル送信エージェントを作成するときに設定します。
 P.140 「Eメール設定（ファクス／インターネットファクス受信転

送）」

［ネットワークフォルダに保管設定］： ネットワークフォルダに、文書をどのように保存
するかを設定します。ネットワークフォルダに保
管エージェントを作成するときに設定します。
 P.141 「ネットワークフォルダに保管設定 

（ファクス／インターネットファクス受信転送）」

6 ファクス受信転送またはインターネットファクス受信転送のプロパ
ティ設定を完了したら、［保存］をクリックします。
ファクス受信転送またはインターネットファクス受信転送のプロパティが登録されま
す。

宛先設定（ファクス／インターネットファクス受信転送）
宛先リストのページでは、受信したファクスおよびインターネットファクスを転送する宛先を
指定します。宛先には、Eメールアドレスのみ設定することができます。（最大375件）
人やグループを選択します。
 P.137 「宛先を手動で入力する」
 P.138 「宛先をアドレス帳から選択する」
 P.139 「グループをアドレス帳から選択する」
 P.140 「宛先リストから宛先を削除する」

宛先を手動で入力する

1［宛先設定］をクリックし、宛先リストページを開きます。

2［新規］をクリックします。

宛先情報ページが表示されます。
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3「宛先」フィールドに宛先のEメールアドレスを入力します。

4［OK］をクリックします。
入力した宛先が宛先リストページに追加されます。

5 複数の宛先を指定する場合は、手順2～4を繰り返します。

宛先設定を保存する前に、宛先リストに追加した宛先を削除することができます。
 P.140 「宛先リストから宛先を削除する」

6［保存］をクリックします。

宛先設定が保存されます。

宛先をアドレス帳から選択する

1［宛先設定］をクリックし、宛先リストページを開きます。

2［アドレス帳］をクリックします。

アドレス帳のページが表示されます。

3 宛先に追加するチェックボックスをチェックします。
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4［追加］をクリックします。
選択した宛先が宛先リストページに追加されます。

宛先設定を保存する前に、宛先リストに追加した宛先を削除することができます。
 P.140 「宛先リストから宛先を削除する」

5［保存］をクリックします。

宛先設定が保存されます。

グループをアドレス帳から選択する

1［宛先設定］をクリックし、宛先リストページを開きます。

2［アドレスグループ一覧］をクリックします。

アドレスグループ一覧のページが開きます。

3 目的の宛先が所属するグループのチェックボックスをチェックします。

4［追加］をクリックします。
選択したグループのすべての宛先が、宛先リストページに追加されます。

宛先設定を保存する前に、宛先リストに追加した宛先を削除することができます。
 P.140 「宛先リストから宛先を削除する」
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5［保存］をクリックします。

宛先設定が保存されます。

宛先リストから宛先を削除する

1 宛先リストから削除したい宛先のチェックボックスをチェックし、［削
除］をクリックします。

選択された宛先が宛先リストから削除されます。

Eメール設定（ファクス／インターネットファクス受信転送）
Eメール設定ページでは、転送されるEメール文書のプロパティを設定します。

1) 件名
Eメール文書に適用する件名を設定します。デフォルト設定の「（マシン名称） からのスキャ
ン［（テンプレート名称）］ （日付）（時間）」を選択するか、目的の件名をフィールドに入力しま
す。

2) 送信者アドレス
送信者のEメールアドレスとして適用するEメールアドレスを入力します。ファクス／イン
ターネットファクス受信転送を使って本機が送信した文書に対して相手先が返信する場合
は、ここで設定するEメールアドレスに返信されます。

3) 送信者名
Eメール文書に適用する送信者の名前を入力します。

3

2

1

4

5
6
7
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4) 本文
Eメール文書に初期設定として適用する本文を入力します。スペースを含み1000文字まで
入力することができます。

5) ファイル形式
Eメール送信されるスキャンイメージのファイル形式を選択します。
- PDF（マルチ）：スキャンイメージを複数ページのPDFファイルとしてEメールに添付し
ます。

- TIFF（マルチ）：スキャンイメージを複数ページのTIFFファイルとしてEメールに添付し
ます。

- TIFF（シングル）：スキャンイメージを1ページ１ファイルのTIFFファイルとしてEメー
ルに添付します。

6) ファイル名
「（送信元）-NNN」がファイル名になります。ファイル名の「-NNN」には、「-001」から始まる
連続した番号が入ります。ファイル名を変更することはできません。「（送信元）」は、送信元番
号またはアドレス帳に登録されている場合は設定されている姓名になります。

7) 分割送信サイズ
メッセージの分割サイズを選択します。分割送信されたメッセージは、受信時に復元されま
す。

ネットワークフォルダに保管設定
（ファクス／インターネットファクス受信転送）

ネットワークフォルダに保管設定のページでは、受信した文書の保存方法および保存先を設定
します。

2

3

1

4
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1) ファイル形式
スキャンファイルの保存形式を選択します。
- PDF（マルチ）：スキャンイメージを複数ページのPDFファイルとして保存します。
- TIFF（マルチ）：スキャンイメージを複数ページのTIFFファイルとして保存します。
- TIFF（シングル）：スキャンイメージを1ページ１ファイルのTIFFファイルとして保存し
ます。

2) 宛先／リモート1
受信原稿をネットワークフォルダに保存する場合にチェックします。「セットアップ」メ
ニューの「ネットワークフォルダに保管」サブメニューで、リモート1をどのようにセット
アップしたかによって設定方法は異なります。

リモート1が管理者により指定されたネットワークフォルダを使用するように設定されてい
る場合は、「アドミン設定を使用」のみ選択可能です。その場合、保存に使用するプロトコルお
よび保存先のネットワークパスが表示されます。
ネットワークフォルダを自由に指定することが許可されている場合は、「ユーザ設定を使用」
を選択し、以下の項目を入力してファイルを保存する宛先を設定します。

プロトコル
受信原稿をネットワークフォルダに転送するときに使用するプロトコルを選択します。
- SMB： SMBプロトコルを使用して受信原稿をネットワークフォルダに転送します。
- FTP： 受信原稿をFTPサーバーに転送します。
- NetWare IPX/SPX：受信原稿をIPX/SPXプロトコルによりNetWareサーバーに転送し
ます。

- NetWare TCP/IP：受信原稿をTCP/IPプロトコルによりNetWareサーバーに転送しま
す。

サーバー名称
プロトコルでFTPを選択した場合は、受信原稿を転送するFTPサーバー名またはIPアドレス
を入力します。たとえば、受信原稿をFTPサーバーの「ftp://192.168.1.1/user/scanned」 
というFTPフォルダに転送する場合は、このフィールドに「192.168.1.1」と入力します。
プロトコルでNetWare IPX/SPXを選択した場合は、スキャンファイルを転送するNetWare
サーバー名または、Tree/Context（NDSが使用可能な環境の場合）を入力します。
プロトコルでNetWare TCP/IPを選択した場合は、スキャンファイルを転送するNetWare
サーバーのIPアドレスを入力します。

コマンドポート
プロトコルでFTPを選択した場合に、コマンド実行に使用するポート番号を入力します。通
常は、初期状態で入力された「-」のままにします。「-」にした場合は、ネットワークの設定ペー
ジの「FTPクライアント」で設定したポート番号（初期値）が適用されます。初期設定のポート
番号とは別のポート番号を指定したい場合のみこの値を変更します。
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ネットワークパス
プロトコルにSMBを選択した場合は、ネットワークフォルダへのネットワークパスを入力
します。たとえば、SMBサーバーの「￥￥192.168.1.1￥user￥scanned」というフォルダを
指定する場合は、「￥￥192.168.1.1￥user￥scanned」と入力します。
プロトコルにFTPを選択した場合は、指定したFTPサーバーのディレクトリを入力します。
たとえば、FTPサーバーの「ftp://192.168.1.1/user/scanned」というフォルダを指定する
場合は、「user/scanned」と入力します。
プロトコルにNetWare IPX/SPXまたはNetWare TCP/IPを選択した場合は、指定した
NetWareサーバーのディレクトリを入力します。たとえば、NetWareサーバーの「sys￥
scan」というフォルダを指定する場合は、「￥sys￥scan」と入力します。

SMBプロトコルを選択した場合は、「ネットワークパス」に半角カタカナは使用できません。

ログインユーザ名
必要に応じて、SMBサーバーまたはFTPサーバーにアクセスするためのログインユーザ名
を入力します。プロトコルにFTPを選択した場合、このフィールドを空欄にすると、匿名での
ログインと判断されます。

パスワード
必要に応じて、SMBサーバーまたはFTPサーバーにアクセスするためのパスワードを入力
します。

パスワードの確認
確認のためにパスワードを再入力します。

3) 宛先／リモート2
受信原稿をネットワークフォルダに保存する場合にチェックします。「セットアップ」メ
ニューの「ネットワークフォルダに保管」サブメニューで、リモート2をどのようにセット
アップしたかによって設定方法は異なります。リモート2が管理者により指定されたネット
ワークフォルダを使用するように設定されている場合は、「アドミン設定を使用」のみ選択可
能です。その場合、保存に使用するプロトコルおよび保存先のネットワークパスが表示され
ます。ネットワークフォルダを自由に指定することが許可されている場合は、「ユーザ設定を
使用」を選択し、ファイルを保存する宛先を設定します。設定する項目はリモート1と同様で
す。
リモート1はデフォルトでチェックされています。リモート2をチェックするには、まずリ
モート1のチェックを外してください。

4) ファイル名
「（送信元）-NNN」がファイル名になります。ファイル名を変更することはできません。ファ
イル名の「-NNN」には、「-001」から始まる連続した番号が入ります。

同一の送信者により送信された最大999のファイルを同じ保存先に保管することができま
す。999を超えると、本機はファイルを保管する代わりに、受信文書を印刷します。
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インターネットファクス受信転送を登録する

1 TopAccessの「管理者」タブを選択し、管理者用のパスワードを入力し
て、［ログイン］をクリックします。
TopAccessの管理者モードを起動する方法については、設定ガイド［印刷編］を参照して
ください。

2「登録」メニューをクリックします。「インターネットファクス受信転送」
サブメニューをクリックします。

インターネットファクス受信転送サブメニューページが表示されます。

以降の登録手順は、ファクス受信転送と同じです。「ファクス転送を登録する」の手順3以
降を参照してください。
 P.135 「ファクス受信転送を登録する」



11.TopAccessによる部門コード管理
（管理者用）
本章では、管理者が行う、部門管理について説明しています。

部門コードを管理する（管理者用）..........................................................................146
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部門コードを管理する（管理者用）

「カウンタ」タブにある部門管理のメニューページから、管理者はマスタコードを入力すること
により、カウンタ情報を含む全部門のリストを表示することができます。

部門表示は、本体で部門コードが設定されている場合のみ可能です。

部門コードの新規登録および削除は本機の操作パネルから行います。本機の部門コード設定に
ついては、取扱説明書［コピー編］を参照してください。

1「カウンタ」タブをクリックし、「部門管理」メニューをクリックします。
部門管理メニューページが表示されます。

2「部門コード」フィールドにマスタコードを入力し、［設定］をクリックし
ます。

3 カウンタ情報を含む部門リストが表示されます。

この画面で部門コードを入力することにより、目的の部門コードの情報のみを表示する
ことができます。
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リスト印刷

設定リストの出力例

CONFIGURATION PAGE
S/N                                  :    XXXXXXXXXX

F/W   Ver.                        :    XXXXXXXXXXX

TIME                          :    '07-08-20   11:56

  GENERAL

     MEMORY SIZE

    OPTIONAL FUNCTIONAL KIT

 

 NETWORK SETTING

      GENERAL PRODUCT

                  GENERAL

                               ETHERNET SPEED/DUPLEX MODE

      NETWORK

                  TCP/IP

                              ADDRESS MODE

                              IP    ADDRESS

                              SUBNET MASK

                              DEFAULT GATEWAY

                  IPX/SPX

                              ENABLE IPX/SPX

                              FRAME TYPE

                  APPLE TALK

                              ENABLE   APPLE   TALK

                              DEVICE    NAME

                              DESIRED ZONE

      SESSION

                  DNS SESSION

                              ENABLE  DNS

                              PRIMARY DNS SERVER ADDRESS

                              SECONDARY DNS SERVER ADDRESS

                  DDNS SESSION

                              ENABLE  DDNS

                              HOST NAME

                              DOMAIN NAME

                  NETWARE SESSION

                              ENABLE BINDERY

                              ENABLE NDS

                              CONTEXT

                              TREE

                              SEARCH ROOT

                   BONJOUR SESSION

                              ENABLE  BONJOUR

LINK LOCAL HOST NAME

 :    256MB

 :    SCANNER UPGRADE KIT 

 

 

 

:    10BASE FULL

 

 

:    DYNAMIC

:    XXX.XXX.XXX.XXX

:    XXX.XXX.XXX.XXX

:           0.       0.       0.       0

 

:    ENABLE

:    AUTO SENSE

 

:    DISABLE

:    XXXXXXXXXXXX

:    *

 

 

:    ENABLE

:           0.       0.       0.       0

:           0.       0.       0.       0

 

:    ENABLE

:    XXXXXXXXXXXX

:

 

:    ENABLE

:    ENABLE

:

:

:

 

:      ENABLE

:      MFP_00000376

: TOSHIBA e STUDIO205 00000376
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メニューリストの出力例

スキャン関連の項目は、メニューリストの2枚目に表示されます。

メニューリスト  （初期設定）

ページ
出力時刻
電話番号
局　　名

:  001
:  2007-08-20       11:56
:  XXX-XXX-XXXX
:  XXXXXXXXXX

01.各種設定
01.一般設定

01.カセット用紙サイズ
02.優先画面選択
03.各種タイマ
04.ウィークリータイマ
05.音量設定
06.部門管理

04.リスト出力設定
01.通信記録出力

02.リスト出力
1.部門管理リスト
2.システム設定リスト
3.消耗品通知リスト
4.メイルボックスリスト
5.設定リスト
6.ネットワーク設定リスト
 

01.手動出力
02.自動出力

02.通信結果表

03.通信受付表

01.原稿送信結果表
02.メモリ送信結果表
03.同報送信結果表
04.マルチポーリング結果表
05.中継親局結果表
06.中継子局結果表
07.中継孫局結果表

01.自局メイルボックス
02.他局メイルボックス
03.中継子局受付表

02.コピー設定
01.メニューカスタマイズ
02.用紙／倍率優先選択
03.原稿種類
04.濃度
05.ソータモード優先選択
06.マガジンソート設定
07.２ＩＮ１／４ＩＮ１設定
08.ブック両面設定

03.ファクス設定
01.自動モニタ
02.受信間隔
03.ECM
04.原稿モード
05.ダイヤルタイプ
06.リダイヤル
07.受信方法
08.メモリ送信
09.送信セキュリティ
10.カバーシート
11.復活送信
12.発信元記録
13.メモリ入力後送信
14.アカウントコード
15.セパレータページ
16.機密受信
17.メモリ代行受信
18.縮小印刷
19.切り捨て
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