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iv  本書の表示について

本書の表示について
安全に関する表示

本書では、安全にお使いいただくために守っていただきたい事項や操作する上での重要情報
に、以下のマークをつけています。

取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う可能性のある警告事項が書か
れています。
安全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。

取り扱いを誤った場合に、傷害を負う可能性または物的損害が発生する恐れが
ある注意事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの注
意事項をお守りください。

誤った操作によるトラブルを防ぐために、必ず守っていただきたい重要事項や
制限事項が書かれています。

操作の参考情報や補足説明が書かれています。

操作キーとボタンの表記
〈  〉操作パネル上のキー
    （例： スタートキー →〈スタート〉）

［  ］ 液晶ディスプレー上のボタンやコンピューター画面上のボタンなど
    （例： 画質ボタン →［画質］）

原稿・用紙向きの表記
 記号 : 用紙を機械正面から見て縦にセットすることを表します。

 記号 : 原稿を機械正面から見て縦にセットすることを表します。
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画面について
本書では、特に断りがない限りオプションの増設給紙カセットを装着したときの画面を使用
しています。オプションの装着によっては、画面が異なる場合があります。

操作手順について
操作中の説明では、［ >］、［ <］など次の画面を表示する手順を省いています。オプションの
装着によっては、記載されたメニューが見当たらないことがあります。
たとえば、以下のように手順を説明しています。

1 ［機器設定］タブ、［機器管理］の順に押します。
2 管理者パスワードを設定している場合は、管理者パスワードを入力し、［確定］

を押します。
管理者パスワードを設定していない場合は、そのまま次の手順に進みます。

3 ［自動ログアウト時間］を押します。

実際には、［ >］、［ <］を押して、次の画面にメニューがあるか確認してください。

1 ［機器設定］タブ、［機器管理］の順に押します。
2 管理者パスワードを設定している場合は、管理者パスワードを入力し、［確定］

を押します。
管理者パスワードを設定していない場合は、そのまま次の手順に進みます。

3 ［ <］を押します。

4 ［自動ログアウト時間］を押します。



vi  ご使用の前にお読みください

ご使用の前にお読みください
安全にご使用いただくために、本製品に同梱されている『安全にご使用いただくために』も
必ずお読みください。

機器の設置場所について

y 機器の左側面と背面にある通風孔を壁やほかの機器などから 10cm以上離してくださ
い。
y 製品の操作に十分なスペースを確保してください。
y 温度差の激しい場所に設置しないでください。
 温度： 10～32℃
 相対湿度： 10℃以上 30℃以下のとき20 ～ 80％
   30℃を超えて 32℃以下のとき20 ～ 68％温度
y 屋外での設置や使用はしないでください。
y コンセントはできるだけ機器のそばにあるものを利用し、そのコンセントに容易に近づ
けるようにしてください。非常時に電源プラグを抜けなくなります。
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日常のメンテナンスについて

y 機器内部の定着器周辺は動作時に高温になります。紙づまりの処理や内部を点検すると
きは、定着器周辺に触れないように注意してください。やけどをする恐れがあります。

y 紙づまりの処理や、ドラムカートリッジ、トナーカートリッジまたは廃トナーボトルを
交換するときは、トナーが目や口に入らないように注意してください。万一、トナーが
目や口に入った場合は、直ちにきれいな水で洗い流し、医師の診察を受けてください。
y トナーで手や衣服を汚さないように注意してください。手や衣服が汚れた場合は、きれ
いな水で洗い流してください。温水で洗うとトナーが定着し汚れがとれなくなる場合が
あります。
y 取扱説明書に記載されている以外のことは行わないでください。

換気について

定期的に部屋の換気をしてください。
本製品は使用中にオゾンを発生します。オゾンの量は人体に影響を及ぼすほどの量ではあ
りませんが、換気の悪い場所で長時間使用したり、大量のプリントをしたりするときは、
部屋の換気をしてください。
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消耗品の取り扱いについて

絶対に、トナーカートリッジや廃トナーボトルを火中に投じないでください。トナーに引
火して、やけどや火災の原因になることがあります。

y トナーカートリッジを分解しないでください。トナーが漏れたときは、吸い込んだり直
接皮膚につかないように注意してください。トナーが皮膚についた場合は、石けんを使
い水で洗い流し、刺激が残る場合や吸い込んだ場合には直ちに医師に相談してください。
y トナーなどの消耗品は幼児の手が届かないところへ保管してください。もしトナーを飲
んだ場合は、直ちに医師と相談してください。

y ドラムカートリッジやトナーカートリッジ、用紙を以下のような場所には保管しないで
ください。
� 火気のある場所
� 直射日光のあたる場所
� 高温多湿な場所
� 急激な温度変化のある場所
� ほこりの多い場所
� 自動車内での長時間放置

y ドラムカートリッジの感光体表面に直接手を触れたり、直射日光にあてたりしないでく
ださい。印字画質不良の原因になります。
y ドラムカートリッジやトナーカートリッジを逆さに向けたり、斜めに放置したりしない
でください。印字画質不良の原因になります。
y ドラムカートリッジやトナーカートリッジを分解しないでください。
y ドラムカートリッジやトナーカートリッジに強い衝撃や振動を与えないでください。
y ドラムカートリッジやトナーカートリッジは使用する直前まで袋から出さないでくださ
い。
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各種登録一覧
〈メニュー〉［機器設定］タブ［各種登録］と押したときに設定できる項目の一覧です。
宛先表やジョブメモリーの登録など、各機能で使用する便利な機能が登録できます。

機能 機能説明 参照ページ
宛先表 宛先の登録、変更、または削除ができます。 『スキャナー・ファクス

編』第 8章の「宛先を登
録する」の「宛先を登録・
変更する」

宛先グループ 宛先グループの登録、変更または削除ができま
す。

『スキャナー・ファクス
編』第 8章の「宛先を登
録する」の「宛先グルー
プを登録・変更する」

優先応用機能 よく使用する機能を優先応用機能に設定できま
す。

1-4

ジョブメモリー ジョブメモリーの登録、変更または削除ができ
ます。

1-6

お気に入り宛先 *1 スキャナー画面のお気に入り宛先タブに表示す
る宛先の登録、変更、または削除できます。

『スキャナー・ファクス
編』第 8章の「宛先を登
録する」の「お気に入り
宛先を登録する」

フォルダー
ショートカット *1

共有フォルダーのパスをショートカットとして
登録、変更、または削除できます。

『スキャナー・ファクス
編』第 8章の「宛先を登
録する」の「フォルダー
ショートカットを登録・
変更する」

FTP ショートカット
*1

FTP サーバーのパスをショートカットとして
登録、変更、または削除できます。

『スキャナー・ファクス
編』第 8章の「宛先を登
録する」の「FTPサーバー
ショートカットを登録・
変更する」

TWAIN ボックス TWAIN ボックスの名前と暗証番号を登録、ま
たは変更できます。

『スキャナー・ファクス
編』第 1 章の「TWAIN
ボックスに蓄積する」の
「TWAIN ボックスの設定
を変更する」

自動配信 受信したファクスを配信する条件を登録できま
す。また、その条件の変更、削除ができます。

『スキャナー・ファクス
編』第 4章の「受信に関
する設定」の「受信原稿
を配信する（自動配信）」

ファイル名 読み取った画像データのファイル名を、あらか
じめ登録できます。

『スキャナー・ファクス
編』第 8章の「その他の
登録をする」の「ファイ
ル名を登録・変更する」

文書分類名 *1 読み取った原稿をボックスに保存するときに設
定できる文書分類名の登録や変更、削除ができ
ます。

『スキャナー・ファクス
編』第 8章の「その他の
登録をする」の「文書分
類名を登録・変更する」

定型ドメイン名 文字入力画面に表示されるドメイン名を登録で
きます。

『スキャナー・ファクス
編』第 8章の「その他の
登録をする」の「ドメイ
ン名を登録・変更する」
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機能 機能説明 参照ページ
Fコードボックス Fコードボックスの登録、変更、削除、または

リストのプリントができます。
『スキャナー・ファクス
編』第 4章の「Fコード
通信をする」の「Fコー
ドボックスを登録する」

定型文 *1 インターネットファクスやスキャンtoE-mail
の本文と件名をあらかじめ登録できます。

『スキャナー・ファクス
編』第 8章の「その他の
登録をする」の「定型文
を登録・変更する」

送信案内書文書登録
*2

ファクス送信時に付ける簡単な文書を登録でき
ます。

『スキャナー・ファクス
編』第 4章の「送信に関
する設定」の「送付案内
書を付ける (Information
server を装着していな
いとき )」

＊ 1 オプションの Informationserver が必要です。
＊ 2 オプションの Informationserver が装着されているときは表示されません。
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優先応用機能を変更する
各モードの応用機能を待機画面に 6つまで表示できます。よく使う機能を、待機画面か
ら使えるように設定できます。

コピー画面の例

優先応用機能

待機画面 割り当てられる機能
コピー画面 読み取りプレビュー、ページ集約、仕分け、リピート、連続読み込み、

センターマーク印字、ジョブメモリー１～６*1

スキャナー画面 読み取りプレビュー、解像度、拡大／縮小 *2、ファイル名 *3、カラー／
白黒、画質、濃度、連続読み込み、両面読み取り、分割送信、ファイル
形式、TWAIN 原稿削除、済スタンプ、短縮送信 *4、メールアドレス *4、
メール編集 *4、メール履歴 *4、文書分類 *4、コメント *4、スキャンパス通
知 *4、TWAIN 原稿 *4、保存期間 *4、ジョブメモリー１～６*1

ファクス画面 読み取りプレビュー、画質、濃度、リダイヤル、オンフック、短縮送信、
送付案内書、時刻指定、自動配信、自動受信、メモリー送信、発信元名、
済スタンプ、送信確認証、連続読み込み、セキュリティー受信、IDチェッ
ク、閉域送信、Fコードポーリング、ポーリング、ポーリング原稿、Fコー
ド送信、Fコード原稿、メールアドレス *4、メール編集 *4、メール履歴
*4、分割送信 *4、ファイル形式 *4、POP受信 *4、回線選択 *5、ジョブメモ
リー１～６*1、通信モード

＊ 1 ジョブメモリーは、ジョブの登録番号で選択してください。
＊ 2 Informationserver 非装着時だけ初期値です。
＊ 3 Informationserver 装着時だけ初期値です。
＊ 4 オプションの Informationserver が必要です。
＊ 5 オプションの 2回線キットが必要です。

 の付いている値が、工場出荷時の設定です。
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1 〈メニュー〉を押します。
2 ［機器設定］タブ、［各種登録］の順に押します。
3 ［優先応用機能］を押します。

4 設定する待機画面を選択します。

ここでは、例として［コピー画面］を選択します。

5 変更したい優先応用機能を選択します。

6 優先応用機能として表示したい機能を選択し、［確定］を押します。
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ジョブメモリーを使用する
よく使う設定をジョブメモリーに登録しておけば、設定のための操作の手間を省けます。

y ジョブメモリーは 6個まで登録できます。
y プリンター機能は登録できません。
y ジョブメモリーの登録中は、登録中のモードに該当するモードキーが点滅して、ジョブ
メモリーの登録中であることを知らせます。

ジョブメモリーを登録する・変更する
ここではジョブメモリーの登録方法を説明します。変更の場合は、手順 4で変更したいジョ
ブメモリーを選択し、［変更］を押します。変更したい項目を選択して変更してください。

コピー、スキャナー、ファクス待機画面の［応用機能］タブ［ジョブメモリー］［登
録 /変更］からも登録画面が表示できます。手順 4から続けてください。

1 〈メニュー〉を押します。
2 ［機器設定］タブ、［各種登録］の順に押します。
3 ［ジョブメモリー］を押します。

4 ［登録］を押します。
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5 登録したいジョブの種別を選択します。

6 登録したい操作を行い、［確定］を押します。
ここで拡大／縮小コピーや濃度の調整など、ジョブメモリーを起動したときに呼び出したい
設定を登録します。

7 ジョブ名を登録する場合は、［ジョブ名］を押します。

ジョブ名を登録しなかった場合は、ジョブの種別がジョブメモリーの一覧に表示されます。

8 ジョブ名を登録し、［確定］を押します。
・全角で 20文字（半角で 40文字）まで入力できます。
・文字入力のしかたは、「文字を入力する」（1-32 ページ）を参照してください。

9 ［スタートキー］を押します。
10 ジョブメモリーにスタートキーを含む場合は［含む］、含まない場合は	

［含まない］を選択し、［確定］を押します。
・含まない： ジョブメモリーを実行するときに、設定を確認して手動でスタートさせ

たい場合に選択します。
・含む： ジョブメモリーを実行するときに、自動でジョブをスタートさせたい場

合に選択します。

11 ［閉じる］を押します。
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ジョブメモリーを削除する

コピー、スキャナー、ファクス待機画面の［応用機能］タブ［ジョブメモリー］［登
録 /変更］からも登録画面が表示できます。手順 4から続けてください。

1 〈メニュー〉を押します。
2 ［機器設定］タブ、［各種登録］の順に押します。
3 ［ジョブメモリー］を押します。
4 削除したいジョブメモリーを選択し、［削除］を押します。
5 ［はい］を押します。

［いいえ］を押すと、手順 4の画面に戻ります。

ジョブメモリーリストをプリントする
登録したジョブメモリーの一覧をプリントできます。

y コピー、スキャナー、ファクス待機画面の［応用機能］タブ［ジョブメモリー］
［登録 /変更］からもジョブメモリーリストをプリントできます。手順 4から続けてく
ださい。
y〈メニュー〉［機器設定］タブ［リスト］［ジョブメモリーリスト］からも、ジョ
ブメモリーリストをプリントできます。手順 5から続けてください

1 〈メニュー〉を押します。
2 ［機器設定］タブ、［各種設定］を押します。
3 ［ジョブメモリー］を押します。
4 ［リスト］を押します。
5 ［はい］を押します。

・「ページ集約」を［ON］にすると、リスト 2枚分を 1枚の用紙に並べてプリントします。
・「センターマーク印字」を［ON］にすると、パンチの目印になるセンターマークを用
紙の 1枚目の各辺にプリントします。
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ジョブメモリーを実行する

1 コピー、スキャナー、またはファクス待機画面で［応用機能］タブを押します。
2 ［ジョブメモリー］を押します。
3 実行したいジョブメモリーを選択します。

・ジョブメモリーに〈スタート〉まで登録されているときは、登録したジョブが始まり
ます。
・ジョブメモリーに〈スタート〉が登録されていないときは、登録した内容が表示され
ます。
・［登録 /変更］を押すと、ジョブメモリーの登録や変更（→ 1-6 ページ）、削除（→ 1-8
ページ）、リストのプリント（→ 1-8 ページ）ができます。
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初期値を設定する
初期値とは、〈リセット〉を押したときに設定される値のことです。何も操作せずに一定時間
放置したときも、初期値に戻ります。よく使う設定を初期値にしておくと、操作のたびに設
定する手間が省けます。

1 〈メニュー〉を押します。
2 ［機器設定］タブ、［初期値設定］の順に押します。

3 設定する項目を選択します。
4 初期値を選択し、［確定］を押します。
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初期値設定一覧
機能 機能説明 設定値

優先待機画面 電源スイッチをONにしたときや、画面自動リセッ
ト時間で設定した時間が経ったときに表示される
待機画面を設定できます。

コピー
スキャナー
ファクス
プリンター

画面自動リセッ
ト時間

各画面を待機画面に戻すまでの時間を設定できま
す。

●コピー画面、スキャナー画面

●ファクス画面

●プリンター画面

リセット時間：
  何も操作をしなかった場合、設定をリセット
（初期値に戻す）し待機画面に戻るまでの時間。

読み取り終了後にリセット：
  ON に設定すると、原稿の読み取り終了後す
ぐに、設定をリセットします。

  OFF に設定すると、リセット時間で設定した
時間後にリセットされます。

読み取り終了後にログアウト：
  ON に設定すると、原稿の読み取り終了後す
ぐに、ログアウトします。

リセット時間
 1～ 10分：3分
読み取り終了後にリセット
 OFF
 ON
読み取り終了後にログアウト
 OFF
 ON

リセット時間
 1～ 10分：3分
読み取り終了後にログアウト
 OFF
 ON

リセット時間
 1～ 10分：3分

コピー機能 コピー機能の初期値を設定できます。
詳細は、『コピー編』第 3章の「初期値を設定する」
を参照してください。

スキャナー機能 スキャナー機能の初期値を設定できます。
詳細は、『スキャナー・ファクス編』第 8章の「初
期値を設定する」の「スキャナー機能の初期値を
設定する」を参照してください。

メール機能 *1 スキャン to メールやインターネットファクス、
メール定型文の初期値を設定できます。
詳細は、『スキャナー・ファクス編』第 8章の「初
期値を設定する」の「電子メール送信の初期値を
設定する」を参照してください。

ファクス機能 ファクス機能の初期値を設定できます。
詳細は、『スキャナー・ファクス編』第 8章の「初
期値を設定する」の「ファクス機能の初期値を設
定する」を参照してください。
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機能 機能説明 設定値
プリンター機能 プリンター機能の初期値を設定できます。

詳細は、『プリンター編』第 2章の「プリンター機
能に関する設定」を参照してください。

音設定 各種音の設定ができます。

●操作確認音
操作ボタンを押したときに、鳴らす音色と音量が
設定できます。

●動作完了音
コピーやファクス、プリント動作の完了を音で知
らせます。以下の場合に、鳴らす音色と音量が設
定できます。
 コピー完了：コピーが完了したとき
 スキャン完了：スキャンが完了したとき。
 ファクス送信完了：
  ファクスやインターネットファクス送信が
 完了したとき
 ファクス受信完了：
  ファクスやインターネットファクス受信が
完了したとき

 ファクス受信印字完了：
  受信した文書のプリントが完了したとき
 PCプリント完了：PCプリントが完了したとき
 リストプリント完了：
  リストのプリントが完了したとき

音色
 OFF
 低音
 中音
 高音

音量
 1～ 7段階：4

音色
 OFF
 タイプ１
 タイプ２
 タイプ３

音量
 1～ 7段階：4
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機能 機能説明 設定値
音設定 ●注意音

紙づまりのお知らせやメモリーオーバーなどのエ
ラーをブザー音で知らせます。以下の場合に、鳴
らす音色と音量が設定できます。
 紙づまりのお知らせ：
  用紙づまりが発生したとき
 用紙切れのお知らせ：
  用紙が無くなったとき
 トナー交換のお知らせ：
  トナーの交換が必要なとき
 PCプリントエラー：
  PCプリント時にエラーが起きたとき
 ファクス通信エラー：
  ファクス・インターネットファクス通信時に
  エラーが起きたとき
 メモリーオーバー：
  スキャン中にメモリーオーバーが起きたとき
 カバー閉め忘れ警告：
  いずれかのカバーが開いているとき
 原稿づまり：
  自動原稿送り装置に原稿がつまっているとき
 ドラム交換のお知らせ：
  ドラムの交換が必要なとき
 点検エラー：点検を受けてほしいとき
 受信プリント待ち警告：
  受信したファクスをプリントする用紙がなく
なったとき

 その他：
  上記のお知らせやエラーに含まれない項目の
注意音を一括して設定します

●呼び出し音
ハンドセット（オプション）が無くても、ファク
スの着信時に呼出ベル音が鳴るように設定できま
す。

音色
 OFF
 ON

音量
 1～ 7段階：4

OFF
ON

音量
 1～ 7段階：4

節電モード 設定の詳細については、「節電モードを設定する」
（1-14 ページ）を参照してください。

画面明るさ調整 タッチパネルの明るさを調整します。 -3 ～ +3：0

＊ 1 オプションの Informationserver が必要です。

 の付いている値が、工場出荷時の設定です。
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節電モードを設定する
	� 節電モードを設定する
機器は、一定時間以上使っていないと自動的に節電モードに入り、電力を節約できる節電機
能があります。設定できる項目は以下のとおりです。

項目 内容

節電モードの設定

節電モードの設定を変更できます。出荷時の設定は、モード２です。
モード１：節電モードから待機画面に復帰するまでの時間が、モード 2

より短くなります。ただし、節電中の消費電力がモード 2よ
りも高くなります。また、最小電力モードの設定はできません。

モード 2：モード１よりも節電中の消費電力を低くできます。ただし、
待機画面に復帰するまでの時間は、モード１より長くなりま
す。

節電モードは〈節電〉を押すと解除できますが、モード１を設定したと
きはより多くの方法で節電モードを解除できます。（→ 1-17 ページ）

節電モードへの
移行時間

節電モードへ移行するまでの時間（1～ 480分）を設定できます。
（出荷時設定：1分）
節電モードを働かないように設定することはできません。

節電モード時刻指定
開始時刻 ONに設定すると、節電モードを自動的に開始する時刻を設定できます。
解除時刻 ONに設定すると、節電モードを自動的に解除する時刻を設定できます。

解除曜日

節電モードを自動的に解除する曜日を設定できます。
たとえば、解除曜日に月曜日から金曜日までを指定すると、土曜日と日
曜日は解除時刻になっても節電モードが解除されません。
解除曜日の設定は、節電モードの解除時刻を設定したときのみ可能です。

最小電力モード
*1

最小電力モードをONに設定すると、指定した開始時刻と解除時刻の間
の消費電力が通常の節電モードよりも抑えられますが、最小電力モード
中はファクス受信以外の操作ができません。最小電力モード中にプリン
トジョブを実行する場合は、〈節電〉を押して最小電力モードを解除し
てください。
最小電力モードの設定は、モード 2で節電モードの開始時刻と解除時刻
を設定したときのみ可能です。

＊ 1 Informationserver が装着されているときは、表示されません。

1 〈メニュー〉を押します。
2 ［機器設定］タブ、［初期値設定］の順に押します。
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3 ［節電モード］を押します。

4 ［設定］を押します。

5 ［モード１］または［モード２］を選択し、［確定］を押します。
6 ［節電モードへの移行時間］を押します。
7 節電モードへの移行時間を設定し、［確定］を押します。

［＋］と［－］や、テンキーを使っても設定できます。

8 ［節電モード時刻指定］を押します。
9 ［開始時刻］を押します。

開始時刻を設定しないときは、手順 12進みます。
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10 ［ON］を押します。

［OFF］を選択すると、節電モード開始時刻設定がOFF になります。

11 節電モードの開始時刻を設定し、［確定］を押します。
テンキーを使って設定します。

12 ［解除時刻］を押します。
13 ［ON］を押します。

［OFF］を選択すると、節電モード解除時刻設定がOFF になります。

14 節電モードの解除時刻を設定し、［確定］を押します。
テンキーを使って設定します。

15 ［解除曜日］を押します。
16 節電モードを解除する曜日を選択し、［確定］を押します。

Informationserver が装着されているときは、手順はこれで終了です。

17 ［最小電力モード］を押します。
18 ［ON］または［OFF］を選択し、［確定］を押します。
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	� 節電モードの解除について
節電モードは〈節電〉を押すと、いつでも解除できます。
また、「モード１」が設定されていてるときは、下記のいずれの場合でも、節電モードを解除
できます。

モード１に設定したときは、次の動作でも節電モードが解除できます。
y 自動原稿送り装置に原稿をセットしたとき
y 操作パネル上のキーを押したとき
y タッチパネルに触ったとき
y カセットやカバーを開けたとき

モード１とモード２で最小電力モードになっていないときは、次の場合に自動的に解除され
ます。
y〈節電〉を押したとき
y 節電モード解除時刻になったとき
y ファクスを受信したとき
y 時刻指定送信で送信時刻になったとき
y PC-FAXを送信したとき
y パソコンからプリントアウトしたとき

	� 最小電力モードの制限について
次の機能を設定している場合は、最小電力モードをONに設定しても、最小電力モードには
なりません。

設定 参照
ファクスの受信
に関する設定

ファクス受信モードを、ファクス待機以外に
設定している。

『スキャナー・ファクス編』
第 4 章の「受信のしかた」
の「受信モードを選択する」

ファクス受信モードを、ファクス待機に設定
しているときで、呼び出しベル回数を 0回
に設定している

『スキャナー・ファクス編』
第 8章の「初期値を設定す
る」の「ファクス機能の初
期値を設定する」ファクシミリ通信網の設定をONにしている

とき
ナンバーディスプレイの設定をONにしてい
る

『スキャナー・ファクス編』
第 4章の「相手先を表示す
る（ナンバー・ディスプレ
イ）」

接続 機器とコンピューターをUSBケーブルで接
続しているときで、コンピューターの電源が
入っている

－

Informationserver 装着時、最小電力モードは設定できません。
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用紙に関する設定をする
受信やコピーに使用する用紙の選択など、用紙に関する設定ができます。

プリント時に使用するカセットを指定する
コピー、ファクス受信、リストプリントで使用するカセットを指定できます。

オプションの増設給紙カセットが装着されていないときは表示されません。

1 〈メニュー〉を押します。
2 ［機器設定］タブ、［用紙／仕分け］の順に押します。
3 ［印字カセット指定］を押します。

4 設定するモードを選択し、［確定］を押します。

ここでは、例として［コピー画面］を選択します。

5 設定する給紙カセットを選択します。
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6 設定を選択し、［確定］を押します。

・OFF： この給紙カセットにセットされている用紙を使用しない。
・ON： この給紙カセットにセットされている用紙を使用する。
・ON（優先）：この給紙カセットにセットされている用紙を使用する。同じ用紙がほか

の給紙カセットにもセットされているときは、この給紙カセットを優先
して使用する。
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用紙／仕分け設定一覧
用紙／仕分け設定で設定した各種機能の設定状況は、機器設定リストでも確認できます。
（→ 1-23 ページ）

機能 機能説明 設定値
カセット
その他設定

カセット 1 給紙カセットの用紙サイズダイヤル
を「その他」にした場合は、セット
した用紙のサイズを設定します。
詳細は、『基本編』の「用紙をセット
する」の「カセットに用紙をセット
する」を参照してください。

16K、16K 、Letter、
Letter

カセット 2*1 16K、16K 、Letter、
Letter 、Legal、Legal13

印字カセッ
ト指定 *1

コピー

ファクス

リスト

コピー時に用紙選択を「自動」に設
定している場合に、自動選択の対象
とする給紙カセットを指定できます。

ファクス受信時に使用する給紙カ
セットを指定できます。

リスト印字に使用する給紙カセット
を指定できます。

［OFF］
 この給紙カセットを使用しない。
［ON］
 この給紙カセットを使用する。
［ON（優先）］
 同じサイズの用紙がほかの給紙カ
セットにもセットされている場合、
この給紙カセットを優先して使用す
る。

カセット 1～ 2*1
 OFF
 ON
 ON（優先）

受信原稿仕分け *1 受信原稿の 1枚目をプリントする給
紙カセットを設定します。1枚目と 2
枚目の用紙サイズや用紙の色を変え
たりすることで、受信ごとに原稿を
仕分けられます。

設定の詳細は、『スキャナー・ファク
ス編』第 4章の「受信に関する設定」
の「受信原稿を仕分けする」を参照
してください。

設定
 OFF、ON

カセット指定
 カセット 1
 カセット 2*1

先頭ページにプリントする
 OFF、ON
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機能 機能説明 設定値
回転仕分け
*1

コピー部ごと 複数部のコピーをする場合に、1部ご
と（仕分けが「ソート」に設定され
ているとき）またはページごと（仕
分けが「ノンソート」に設定されて
いるとき）に用紙の向きを変えて仕
分けることができます。

・「コピー部ごと」回転仕分け
できる用紙のサイズは A4だ
けで、同じサイズの用紙がタ
テ、ヨコともに別々の給紙カ
セットにセットされていなけれ
ばなりません。
・「印字カセット指定」で、コピー
で使用を許可している給紙カ
セットだけが使えます。
・手動で給紙カセットを選択し
たときは、「回転仕分け」を行
いません。給紙カセットを自
動選択したときだけ有効です。
・コピーの途中でどちらかの給
紙カセットの用紙が無くなった
ときは、「回転仕分け」せずに
残っている方の用紙を使ってコ
ピーを続けます。
・コピー部数が1部の場合は、
「回転仕分け」はしません。

OFF
ON
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機能 機能説明 設定値
回転仕分け
*1

ジョブごと コピー、ファクス、インターネット
ファクス、PCプリントやリストのプ
リント時などに、ジョブごとに用紙
の向きを変えて仕分けることができ
ます。

・「ジョブごと」回転仕分けで
きる用紙のサイズはA4だけ
で、同じサイズの用紙がタテ、
ヨコともに別々の給紙カセッ
トにセットされていなければ
なりません。
・手動で給紙カセットを選択
したときは、「回転仕分け」
を行いません。給紙カセット
を自動選択したときだけ有効
です。
・「印字カセット指定」で、使
用を許可している給紙カセッ
トだけが使えます。
・プリントの途中でどちらか
の給紙カセットの用紙が無く
なったときは、「回転仕分け」
せずに残っている方の用紙を
使ってプリントを続けます。
・上記以外でも、条件によっ
ては回転仕分けできない場合
があります。

OFF
ON

印字余白 用紙の端で、プリントされない範囲
を指定できます。
主にコピー使用時に反映されます。
余白を少なく設定しても、プリンター
ドライバーからの印刷には反映され
ません。

1~4mm：3mm

＊ 1 オプションの増設給紙カセットの装着が必要です。

 の付いている値が、工場出荷時の設定です。
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リストをプリントする
プリントのしかた

ここでは、機器設定リストのプリントを例に説明します。

1 〈メニュー〉を押します。
2 ［機器設定］タブ、［リスト］の順に押します。

3 ［機器設定リスト］を押します。

4 ［はい］を押します。
・「ページ集約」を［ON］にすると、リスト 2枚分を 1枚の用紙に並べてプリントします。
・「センターマーク印字」を［ON］にすると、パンチの目印になるセンターマークを用
紙の 1枚目の各辺にプリントします。
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リスト一覧
リスト名 プリント内容 参照ページ

宛先リスト 宛先表に登録されている宛先の一覧をプリントし
ます。

『スキャナー・ファク
ス編』第 8 章の「宛
先を登録する」の「宛
先を登録・変更する」

宛先グループリスト 宛先グループとして登録されている宛先の一覧を
プリントします。

『スキャナー・ファク
ス編』第 8 章の「宛
先を登録する」の「宛
先グループを登録・
変更する」

通信管理レポート ファクスの送受信、電子メールの送受信＊2、スキャ
ン to フォルダー＊2、スキャン toFTP サーバー＊2

の送信結果の一覧をプリントします。

『スキャナー・ファク
ス編』第 7 章の「通
信履歴を管理する」

機器設定リスト 〈メニュー〉［機器設定］タブの「初期値設定」、「機
器管理」、「用紙／仕分け」の設定内容をプリント
できます。

1-23

蓄積原稿リスト ポーリング原稿、Fコード原稿、送信予約原稿、
受信原稿、PCファクス送信原稿など、蓄積原稿
のリストをプリントします。

『スキャナー・ファク
ス編』第 4章

ユーザー使用状況管理
リスト

各モードで使用したページ数をユーザーごとにカ
ウントし、料金とファクス通信時間の合計をプリ
ントできます。
ユーザーが機器にログインせずに使用した場合
は、ゲストユーザーとして集計されます。

2-13

ジョブメモリーリスト 登録されているジョブメモリーの一覧をプリント
します。

1-8

機器情報 機器の IP アドレスやネットワーク設定、オプショ
ンや消耗品の状態、各モードのプリント枚数など
をプリントします。

1-26

自動配信リスト 設定されている配信条件の一覧をプリントし
ます。

『スキャナー・ファク
ス編』第 4 章の「受
信に関する設定」の
「受信変更を配信する
（自動配信）」

送付案内書文書 *1 登録されている送付案内書の内容をプリントしま
す。

『スキャナー・ファク
ス編』第 4 章の「送
信に関する設定」の
「送付案内書を付ける
(Informationserver
を装着していないと
き )」

Fコードボックス
リスト

登録されている Fコードボックスの一覧をプリン
トします。

『スキャナー・ファク
ス編』第4章の「Fコー
ド通信をする」の「F
コードボックスを登
録する」

ダイレクトメール防止
リスト

ダイレクトメール防止の設定内容をプリントしま
す。

『スキャナー・ファク
ス編』第 4 章の「セ
キュリティー機能」
の「ダイレクトメー
ルを防止する」
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リスト名 プリント内容 参照ページ
LDAP設定リスト *2 登録されている LDAPサーバーの一覧をプリント

します。
2-25

ルート証明書リスト *2 プライベート認証局のルート証明書の拇印（フィ
ンガープリント）をプリントできます。

－

＊ 1 オプションの Informationserver が装着されているときは表示されません。
＊ 2 オプションの Informationserver が必要です。
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機器情報を確認する
メニュー画面にある機器情報で、機器の IP アドレスやネットワーク設定、オプションや消耗
品の状態、各モードのプリント枚数などが確認できます。

y〈メニュー〉［機器設定］タブ［リスト］［機器情報］からも機器情報をプリン
トできます。
y 機器情報に表示されるの消耗品の残量表示は、大まかな目安としてください。

1 〈メニュー〉を押します。
2 ［機器情報］を押します。
3 確認したい機器情報の項目を選択し、機器情報を確認します。

4 プリントする場合は［印字］を押します。
プリントしない場合は［閉じる］を押します。

5 ［はい］を押します。
・「ページ集約」を［ON］にすると、リスト 2枚分を 1枚の用紙に並べてプリントします。
・「センターマーク印字」を［ON］にすると、パンチの目印になるセンターマークを用
紙の 1枚目の各辺にプリントします。
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ログインする／ログアウトする
ユーザー認証を受けて機器を使用するときは、ログインします。ログインすると、以下の機
能が利用できます。
y 個人設定
y 送信者情報（ユーザー登録された情報の利用）
y セキュリティープリント
y ユーザー使用状況管理
y 通信管理レポート（送信者欄にユーザー名をプリント）
y スキャンパス通知（オプションの Informationserver が必要です）

ユーザーの登録については、『ネットワーク機能・Informationserver 編』第 3章の「使
用するユーザーを登録する」を参照してください。

ログインする

1 〈ログイン〉を押します。
2 ユーザー名を選択し、［確定］を押します。

・［ユーザー名入力］を押すと、ユーザー名を直接入力できます。
・マシンポリシーの設定によっては、ユーザー名選択画面ではなくユーザー名入力画面
が表示されます。

3 パスワードを入力し、［確定］を押します。
パスワードを設定してない場合は、この手順は不要です。

y マシンポリシー設定については、『ネットワーク機能・Informationserver 編』第 5章
の「セキュリティーを設定する」の「マシンポリシーを設定する」を参照してください。
y ゲストアカウントの設定が無効になっている場合は、機器を使用するときにログインが
必要です。登録されているユーザーが一人で、パスワードが設定されていないときは、
そのユーザーで自動的にログインします。
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ログアウトする
ログアウトするには、手動でログアウトする方法と自動的にログアウトする方法があります。
ここでは、手動でログアウトする方法を説明します。

y 自動ログアウト時間の設定については、「自動ログアウト時間を設定する」（2-37 ペー
ジ）を参照してください。
y 読み取り終了後にログアウトするように設定できます。設定の詳細は、「画面自動リセッ
ト時間」（1-11 ページ）を参照してください。

1 〈ログイン〉を押します。
2 ［はい］を押します。

［いいえ］を押すと、ログアウトしません。
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個人設定を使用する
個人設定では、ユーザーごとに設定をカスタマイズできます。
個人設定を表示するには、ログインが必要です。

個人設定をする
ここでは、優先画面表示の設定を例に説明します。

1 ログイン操作を行います。（→1-27ページ）
2 〈メニュー〉を押します。
3 ［機器設定］タブ、［個人設定］の順に押します。

ユーザーログインをしていない状態で［個人設定］を押すと、「ログインしてください」と
いうメッセージが表示されます。

4 ［優先画面表示］を押します。

設定項目の詳細は、「個人設定一覧」を参照してください。（→ 1-30 ページ）

5 ［共有］または［個人］を選択し、［確定］を押します。
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個人設定一覧
機能 機能説明 設定値 参照ページ

宛先表 ユーザーごとに宛先の登録、
変更、または削除ができま
す。

『スキャナー・ファクス編』
第8章の「宛先を登録する」
の「宛先を登録・変更する」

宛先グループ ユーザーごとに宛先グルー
プの登録、変更、削除、ま
たはリストのプリントがで
きます。

『スキャナー・ファクス編』
第8章の「宛先を登録する」
の「宛先グループを登録・
変更する」

優先応用機能 ユーザーログインしたとき
のコピー画面、ファクス画
面、スキャナー画面の優先
応用機能を設定できます。

優先応用機能カスタ
マイズ
OFF
ON

1-4

お気に入り宛先＊
１

ユーザーごとにスキャナー
画面のお気に入りタブに表
示する宛先を登録、変更、
または削除できます。

『スキャナー・ファクス編』
第8章の「宛先を登録する」
の「お気に入り宛先を登録
する」

フォルダー
ショートカット＊１

ユーザーごとに共有フォル
ダーのパスをショートカッ
トとして登録、変更、また
は削除できます。

『スキャナー・ファクス編』
第 8 章の「宛先を登録す
る」の「フォルダーショー
トカットを登録・変更する」

ファイル名 ユーザーごとにファイル名
の登録、変更、または削除
ができます。

『スキャナー・ファクス編』
第 8 章の「その他の登録
をする」の「ファイル名を
登録・変更する」

文書分類名＊１ ユーザーごとに文書分類名
の登録、変更、または削除
ができます。

『スキャナー・ファクス編』
第 8 章の「その他の登録
をする」の「文書分類名を
登録・変更する」

定型文＊１ ユーザーごとに定型文の登
録、変更、または削除がで
きます。

『スキャナー・ファクス編』
第 8 章の「その他の登録
をする」の「定型文を登録・
変更する」

送信確認証＊１ ユーザーごとにファクスの
送信確認証を設定できます。

個人設定
 OFF
 ON
送信確認証設定
 OFF
 印字
 メール

『スキャナー・ファクス編』
第 7 章の「送信結果を確
認する（送信確認証）」

優先画面表示 ユーザーログインしたとき
に表示する画面を、共有設
定または個人設定のいずれ
かから選択できます。

共有
個人

－

リスト 個人宛先表の宛先リストと
個人宛先グループのリスト
をプリントできます。

『スキャナー・ファクス編』
第8章の「宛先を登録する」
の「宛先を登録・変更する」

＊ 1 オプションの Informationserver が必要です。

 の付いている値が、工場出荷時の設定です。
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個人画面・共有画面を切り替える
ログイン中に、共有画面に切り替えるには［共有 /個人］を押します。再び、個人画面に切
り替えるには、［共有 /個人］を押します。

1 ログインしているときに、［共有 /個人］を押します。
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文字を入力する
発信元や宛先表の相手先など、文字を入力するときに参照してください。
入力できる文字は、漢字（全角）、ひらがな（全角）、カタカナ（全角／半角）、英字（全角／
半角）、数字（全角／半角）、記号（全角／半角）です。
漢字は JIS 第一水準、JIS 第二水準が入力できます。

文字入力画面について
	� 文字入力画面
ひらがなを入力しているときの画面の例です。

入力文字数と入力可
能な最大文字数を表
示します。
半角文字 1文字を
1としてカウントしま
す。全角文字は、半
角文字 2 文字分とし
てカウントされます。

カーソルの位置を移
動します。

文字を削除します。

すべての文字を削除
します。

入力した文字を
表示します。

入力する文字の
種類を切り替え
ます。

	� 変換候補選択画面
ひらがなを入力中に［変換］を押すと、漢字の変換候補が表示されます。

変換する文節の長さを
変えるときに使います。

変換せずに変換候補選択
画面を閉じるときに押し
ます。

変換候補が多数ある
場合で、候補を切り
替えるときに使いま
す。候補は 5 ずつ切
り替わります。
カーソルの間の数字
は、候補の画面数を
表示しています。

変換候補が表示さ
れます。
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文字入力について
	� 確定と未確定
文字が反転表示されているときは変換できる状態です。これを「未確定」といいます。［無変換］
を押して、文字が変換できない状態に（入力を決定）することを「確定」といいます。未確
定の文字は 14文字まで入力できます。

未確定文字確定文字

かな入力モードで入力した文字は、すべて未確定になります。それ以外の入力モードでは
確定した状態で入力されます。

	� 全角と半角
文字を入力するとき、全角文字と半角文字があります。全角は半角の 2倍の大きさです。半
角文字で 24文字入力できる場合、全角文字では 12文字入力できます。

	� 文節表示
変換途中の文字は、文節と呼ばれる単位で区切られて表示されます。複数の文節がある場合は、
初めの文節だけが変換対象になります。変換対象になっている文節は背景が白く表示されま
す。
文節の長さを変えるには、［＜］と［＞］を使用します。

変換対象の文節
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漢字・ひらがなを入力する
	� 漢字・ひらがなを入力する

1 ［かな］タブを押して、文字入力画面にひらがなを表示させます。
2 入力する文字を押します。

（゙濁点）や （゚半濁点）を入力するときは、文字を入力したあとに、［ ］゙や［ ］゚を押します。

3 漢字に変換する場合は、［変換］を押します。

ひらがなを入力する場合は、［無変換］を押します。

4 変換したい漢字を選択します。

・変換候補が多数あるときは、［∧］や［∨］を使って表示を切り替えます。
・［＜］や［＞］を押すと、変換する文節の長さを変更できます。（→ 1-33 ページ）
・［取消］を押すと、手順 3の画面に戻ります。
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	� 小文字を入力する

1 ［かな］タブを押して、文字入力画面にひらがなを表示させます。
2 ［小文字］を押して、小文字を表示させてます。

3 入力する文字を押します。

再び大文字を入力するときは、［大文字］を押します。
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カタカナを入力する

1 ［カナ］タブを押して、文字入力画面にカタカナを表示させます。

2 入力する文字を押します。

・゙ （濁点）や （゚半濁点）を入力するときは、文字を入力したあとに、［ ］゙や［ ］゚を
押します。
・小文字を入力するときは、［小文字］を押します。再び大文字を入力するときは、［大
文字］を押します。
・半角のカタカナを入力するときは、［半角］を押します。再び全角のカタカナを入力
するときは、［全角］を押します。
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英数字を入力する
アルファベットと数字が入力できます。

1 ［英数］タブを押して、文字入力画面にアルファベットを表示させます。

2 入力する文字を押します。
・アルファベットの大文字を入力するときは、［大文字］を押します。再び小文字を入
力するときは、［小文字］を押します。
・全角のアルファベットを入力するときは、［全角］を押します。再び半角のアルファベッ
トを入力するときは、［半角］を押します。
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記号を入力する

1 ［記号］タブを押して、文字入力画面に記号を表示させます。

2 入力する記号を押します。

半角の記号を入力するときは、［半角］を押します。再び全角を入力するときは、［全角］を
押します。全角と半角では入力できる記号の種類が違います。
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数字を入力する

1 テンキーを押して、数字を入力します。

・全角の入力画面のときは、全角の数字が入力されます。半角の入力画面のときは、半
角の数字が入力されます。
・数字は英数字の文字入力画面からも入力できます。

空白（スペース）を入力する

1 ［空白］を押します。

全角の入力画面のときは、全角の空白が入力されます。半角の入力画面のときは、半角の空
白が入力されます。
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ドメイン名を入力する
メールアドレスを入力する場合などに、ドメイン名ボタンを利用して、ドメイン名を簡単に
入力できます。

ドメイン名の登録のしかたは、『スキャナー・ファクス編』第 8章の「その他の登録をする」
の「ドメイン名を登録・変更する」を参照してください。

1 ［英数］タブを押して、文字入力画面にアルファベットを表示させます。
2 ［.co.jp］または［ドメイン名］を押します。

・ドメイン名が登録されていないときは、［co.jp］が表示されます。
・ドメイン名が登録されているときは、［ドメイン名］が表示されます。
・ドメイン名を登録していないときは、「.co.jp」が入力されます。これで手順は終了です。

3 入力したいドメイン名を押します。
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文字を削除する・挿入する
文字を削除するには、削除したい文字までカーソルを移動し、［クリア］を押します。
文字を挿入するには、挿入したい位置までカーソルを移動し、文字を入力します。

	� 文字を削除する

1 ［＜］または［＞］を押して、削除したい文字の位置までカーソルを移動します。

2 ［クリア］を押します。
直前に入力した文字は、［クリア］を押すだけで削除できます。

	� 文字を挿入する

1 ［＜］または［＞］を押して、挿入したい位置の右側までカーソルを移動します。

2 文字を入力します。
カーソルの前に入力した文字が挿入されます。
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機器管理設定一覧
設置モードやセキュリティー通信機能の設定、ネットワーク設定など、機器に関する重要な
設定ができます。
管理者パスワードを設定しておくと、［機器管理］を押すたびに管理者パスワードを入力する
画面が表示され、管理者以外による設定変更に制限をかけられます（一度管理者パスワード
を入力すると、［機器設定］タブ内の設定は続けて行えます）。

機能 機能説明 設定値 参照ページ
セキュリティー
通信機能

閉域通信や ID チェック送信、宛先
確認、セキュリティー受信など、さ
まざまなセキュリティー通信の設定
ができます。

閉域送信、閉域受信、
ID チェック送信、宛
先 2 度押し、ダイヤ
ル 2度押し、パスコー
ドポーリング
OFF
ON

パスコード
0000 ～ 9999：
（登録なし）

宛先確認
OFF
ON
同報のみ

同報送信
OFF
ON

セキュリティー受信
OFF
ON（現在時刻）

ダイレクトメール防止
OFF
ON

『スキャナー・ファ
クス編』第 4章の
「セキュリティー
機能」

機能プロテクト
設定

管理者パスワードやプロテクトコー
ドを利用して、さまざまな機能を管
理できます。

プロテクトしない
プロテクトする
禁止

2-9

モード禁止設定 コピー・スキャナー・ファクス・
プリンターの使用禁止を設定でき
ます。

OFF
ON

2-12

ユーザー使用状
況管理

各ユーザーのコピーやファクスの総
ページ数や通信時間の累計をリセッ
トできます。

— 2-13

ネットワーク
設定

機器をネットワーク上で使用するた
めのネットワーク設定ができます。

— 2-18

設置モード 機器を使用するために必要な設定が
できます。

— 『スキャナー・ファ
クス編』第 8章の
「初期設定をする
（設置モード）」
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機能 機能説明 設定値 参照ページ
機器設定コピー 機器設定データを同機種のほかの機

器へコピーできます。
— 2-31

全データ／設定
の初期化

宛先表やコピー・ファクスの機能設
定、蓄積文書など、［機器設定］タ
ブで設定されているデータや機器に
保存されているデータを消去できま
す。データ消去後は一度電源スイッ
チをOFF にしてください。

一度消去したデータは復旧できま
せん。

— —

管 理 者 パ ス
ワード

管理者パスワードを設定できます。
管理者パスワードを設定すると、管
理者以外による「機器管理」内の設
定変更に制限がかけられます。

出荷時には管理者パス
ワードは設定されてい
ません。

2-4

プ ロ テ ク ト
コード

プロテクトコードを設定できます。
プロテクトコードは機能プロテクト
設定やセキュリティー受信を使用す
るときに必要です。

出荷時にはプロテクト
コードは設定されてい
ません。

2-6

自動ログアウト
時間

何も操作しなかった場合に、ログイ
ン状態から自動的にログアウトする
までの時間を設定します。

1-10 分：3分 2-37

 の付いている値が、工場出荷時の設定です。
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セキュリティーコードを設定する
機器にはセキュリティーを設定する「鍵」として、管理者パスワードとプロテクトコードの
2種類の鍵が設けられます。
管理者パスワードを設定すると、［機器管理］設定の操作に制限をかけることができます。
プロテクトコードは、機能プロテクト設定により操作制限をかけられた機能や、セキュリ
ティー受信機能を使用するときに必要な 4桁の数字です。

管理者パスワードを設定する
管理者パスワードは、半角のアルファベットと数字、記号、スペースで 28文字まで入力で
きます。設定後はパスワードを控え、保管してください。

管理者パスワードを忘れた場合は、機器を初期化して再設定する必要があります。お買い
上げの販売店、またはNTT通信機器お取扱相談センタ (裏表紙 ) へご連絡ください。

	� 管理者パスワードを設定する

1 〈メニュー〉を押します。
2 ［機器設定］タブ、［機器管理］の順に押します。
3 ［管理者パスワード］を押します。
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4 設定したいパスワードを入力し、［確定］を押します。

半角のアルファベットと数字、記号、スペースで 28文字まで入力できます。

5 再度パスワードを入力し、［確定］を押します。

	� 管理者パスワードを変更する・削除する
パスワードを削除したい場合は、新しいパスワードを何も入力せずに、［確定］を押します。

1 〈メニュー〉を押します。
2 ［機器設定］タブ、［機器管理］の順に押します。
3 管理者パスワードを入力し、［確定］を押します。

4 ［管理者パスワード］を押します。
5 新しいパスワードを入力し、［確定］を押します。

・半角のアルファベットと数字、記号で 28文字まで入力できます。
・パスワードを削除したい場合は、新しいパスワードを何も入力せずに、［確定］を押
します。

6 再度新しいパスワードを入力し、［確定］を押します。
パスワードを削除したい場合は、新しいパスワードを何も入力せずに、［確定］を押します。
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プロテクトコードを設定する
プロテクトコードは任意の 4桁の数字を設定できます。設定後は番号を控え、保管してくだ
さい。

	� プロテクトコードを設定する

1 〈メニュー〉を押します。
2 ［機器設定］タブ、［機器管理］の順に押します。
3 管理者パスワードを設定している場合は、管理者パスワードを入力し、［確定］

を押します。
管理者パスワードを設定していない場合は、そのまま次の手順に進みます。

4 ［プロテクトコード］を押します。

5 プロテクトコードを入力し、［確定］を押します。

4 桁の数字を入力してください。
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	� プロテクトコードを変更する・削除する

1 〈メニュー〉を押します。
2 ［機器設定］タブ、［機器管理］の順に押します。
3 管理者パスワードを設定している場合は、管理者パスワードを入力し、［確定］

を押します。
管理者パスワードを設定していない場合は、そのまま次の手順に進みます。

4 ［プロテクトコード］を押します。
5 現在のプロテクトコードを入力し、［確定］を押します。
6 新しいプロテクトコードを入力し、［確定］を押します。

プロテクトコードを削除する場合は、「0000」と入力し、［確定］を押します。
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設定や操作を制限する（機能プロテクト設定）
管理者パスワードやプロテクトコードを利用して機能を管理できます。
管理できる機能は以下のとおりです。

操作をプロテクトできる機能
プロテクトの種類

禁止 プロテクトする プロテクトしない
ファクス送信・
インターネット
ファクス送信 *1

宛先表送信

操作不可
「使用禁止設定
されています。
管理者にお問
い合わせくださ
い。」
と表示する

操作時に、
プロテクト
コードを入力

制限なし

直接ダイヤル
（テンキーを使った送信）
宛先グループ送信
手動送信（ハンドセットや
［オンフック］を使った送信）
リダイヤル
閉域送信 *2

ID チェック送信 *2

メールアドレスを直接入力し
て送信 *1

メール履歴を使った送信 *1

ジョブメモリー実行
Fコード送信
自動配信 *2

メモリー送信 *2

分割送信 *2

機器設定 宛先登録

操作時に、
管理者パスワー
ドを入力して使
用可能

宛先グループ登録
ポーリング原稿
Fコード原稿
ジョブメモリー登録
Fコードボックスの登録

リスト 宛先リスト
宛先グループリスト
通信管理レポート
ジョブメモリーリスト
自動配信リスト
Fコードボックスリスト

通信履歴 通信履歴表示

＊ 1 オプションの Informationserver が必要です。
＊ 2 禁止に設定されている場合でも、〈メニュー〉から設定を変更するときは、管理者パスワー

ドを入力すると設定変更できます。
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y 宛先表送信、短縮ダイヤル、テンキー、リダイヤルをプロテクトしていても、手動送信
の場合はプロテクトできません。手動送信の場合で、宛先表送信短縮ダイヤル、テンキー、
リダイヤルをプロテクトするには、「手動送信」をプロテクト設定してください。
y 手動送信を禁止またはプロテクトすると、〈スタート〉を押したときに「設定や操作を
制限する（機能プロテクト設定）」（2-8 ページ）の表に書かれている動作になります。

機能プロテクトを設定する

機能プロテクトを設定する場合は、あらかじめ管理者パスワード（→ 2-4 ページ）とプ
ロテクトコード（→ 2-6 ページ）を設定しておく必要があります。

1 〈メニュー〉を押します。
2 ［機器設定］タブ、［機器管理］の順に押します。
3 管理者パスワードを設定している場合は、管理者パスワードを入力し、［確定］

を押します。
管理者パスワードを設定していない場合は、そのまま次の手順に進みます。

4 ［機能プロテクト設定］を押します。

5 プロテクトコードを入力し、［確定］を押します。
6 設定・変更したい機能を選択します。
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7 プロテクトの種類を選択し、［確定］を押します。
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機能プロテクトを使う
ファクス機能・インターネットファクス機能を「禁止」に設定した場合
機能プロテクト設定で「禁止」に設定した機能は使用できません。使用しようとすると画面
に「使用禁止設定されています。管理者にお問い合わせください。」というメッセージが表示
されます。

インターネットファクス機能を利用するには、オプションの Informationserverが必要です。

機器設定やリストの出力、通信履歴の表示を「禁止」に設定した場合
機能プロテクト設定で機器設定やリストの出力、通信履歴の表示を「禁止」に設定した場合は、
その機能を使用するときに管理者パスワードの入力が要求されます。

「プロテクトする」に設定した場合
機能プロテクト設定で「プロテクトする」を設定した場合は、その機能を利用するときにプ
ロテクトコードの入力が必要です。
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モード禁止設定をする
コピー機能、スキャナー機能、ファクス機能、プリント機能を使用できないように設定でき
ます。

「プリント禁止」をONに設定すると、リスト出力、オンライン、セキュリティープリン
トの操作を禁止します。

1 〈メニュー〉を押します。
2 ［機器設定］タブ、［機器管理］の順に押します。
3 管理者パスワードを設定している場合は、管理者パスワードを入力し、［確定］

を押します。
管理者パスワードを設定していない場合は、そのまま次の手順に進みます。

4 「モード禁止設定」を押します。

5 設定したい機能を選択します。

6 「ON」を選択し、［確定］を押します。
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ユーザー使用状況を管理する
この機能を使用すると、ユーザーごとのコピー、ファクス、スキャン、プリントそれぞれの
総ページ数やファクス通信時間などを確認できます。また、1ページあたりの単価を設定して、
各ユーザーが使用したコピーやファクスなどの合計料金を集計できます。ユーザーが機器に
ログインして使用した場合はユーザーごとに、ログインせずに使用した場合はゲストユーザー
として、それぞれ集計されます。

操作の流れ
1 通貨単位を設定します（下記参照）
2 料金設定でコピー、ファクス、スキャン、プリントの設定をONにし、1枚あたりの単
価を設定します。（→ 2-15 ページ）

3 コピー、スキャン、ファクス、プリントを使用します。ユーザーごとに管理したいときは、
管理したいユーザーでログインして使用します。

4 ユーザー使用状況管理リストをプリントして使用状況を確認する。（→ 2-16 ページ）

y ユーザーごとにコピー、スキャン、ファクスを集計するためには、機器のパネルでログ
インして、機器を使用してください。（→ 1-27 ページ）
y ユーザーごとにプリントを集計するためには、コンピューター上でプリンターの印刷設
定画面を表示して、「拡張機能」タブに認証ユーザーを設定してください。設定のしか
たは、『プリンター編』第１章の「印刷設定を変更する」の「［拡張機能］タブ」を参照
してください。

通貨単位を設定する
料金設定の通貨単位を設定します。

1 〈メニュー〉を押します。
2 ［機器管理］を押します。
3 管理者パスワードを設定している場合は、管理者パスワードを入力し、［確定］を押します。

管理者パスワードを設定していない場合は、そのまま次の手順に進みます。

4 ［ユーザー使用状況管理］を押します。



2-14  ユーザー使用状況を管理する

5 ［通貨設定］を押します。

6 通貨単位を選択し、［確定］を押します。
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料金を設定する
ONにしたあと、1枚あたりの単価を設定します。

1 〈メニュー〉を押します。
2 ［機器管理］を押します。
3 管理者パスワードを設定している場合は、管理者パスワードを入力し、［確定］

を押します。
管理者パスワードを設定していない場合は、そのまま手順 4に進みます。

4 ［ユーザー使用状況管理］を押します。
5 ［料金設定］を押します。
6 設定したい機能を選択します。

7 ［ON］を押します。
「OFF」を選択すると、料金設定がOFFになります。

8 1枚あたりの単価を入力し、［確定］を押します。

・続けてほかの料金設定をする場合は、手順 6から操作を繰り返します。
・［＋］と［－］や、テンキーを使っても設定できます
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ユーザー使用状況管理リストをプリントする
各モードで使用したページ数や通信時間の合計をユーザーごとにプリントできます。

ユーザー使用状況管理リストには、以下の情報が記載されています。
y コピー、ファクス、スキャン、プリントの 1ページあたりの単価
y 全ユーザーの合計料金と総通信時間
y ゲストユーザー、一般ユーザーの総通信時間
y ゲストユーザー、一般ユーザーのファクス、スキャン、またはプリントの総ページ数と合
計料金

y インターネットファクスのページ数や通信時間はファクスの項目に加算されます。
y 料金設定がONに設定されている項目のみ、リストにプリントされます。
y 999999 ページ、通信時間 999:59:59（999 時間 59分 59秒）までカウントできます。
y 特定のユーザーの機器使用状況のみをプリントしたい場合は、『ネットワーク機能・
Informationserver編』第5章の「ユーザーの使用状況を管理する」を参照してください。

1 〈メニュー〉を押します。
2 ［機器設定］タブ、［リスト］の順に押します。
3 ［ユーザー使用状況管理リスト］を押します。
4 ［はい］を押します。

・「ページ集約」を［ON］にすると、リスト 2枚分を 1枚の用紙に並べてプリントします。
・「センターマーク印字」を［ON］にすると、パンチの目印になるセンターマークを用
紙の 1枚目の各辺にプリントします。
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集計データを消去する
集計したデータをすべて消去します。

1 〈メニュー〉を押します。
2 ［機器設定］タブ、［機器管理］の順に押します。
3 管理者パスワードを設定している場合は、管理者パスワードを入力し、［確定］

を押します。
管理者パスワードを設定していない場合は、そのまま次の手順に進みます。

4 ［ユーザー使用状況管理］を押します。
5 ［カウンターリセット］を押します。

6 ［はい］を押します。
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ネットワーク設定をする
ネットワークに関連するさまざまな機能を使用するための設定をします。

機能 機能説明 設定値 参照ページ
Ping 特定の IP アドレスを入力して Ping

を実行し、接続状況を確認できます。
—

LDAP設定 *1 LDAP サーバーを利用して、メー
ルアドレスや名前など宛先情報を
検索できます。

2-21

TCP／ IP 設定 機器をネットワークで使用するた
めの設定をします。

2-19

アーカイブ設定
*1

ファクスや電子メールで送受信し
た内容を、指定した宛先にファク
ス送信したり、指定した共有フォ
ルダーに格納したりできます。

登録されていません 2-26

認証方法 ログインするユーザーの認証方法
を設定します。

スタンドアロン
シングルサインオン

2-30

アクセス制限設
定のクリア

ネ ッ ト ワ ー ク 設 定 画 面 や
Informationserver にアクセスで
きなくなった場合、アクセス制限
を初期化できます。

—

スキャン to プ
リンターのクリ
ア *1

スキャン to プリントモニターで登
録したプリンターを、機器から削
除できます。

—

サービス設定の
初期化

ネ ッ ト ワ ー ク 設 定 画 面 や
Informationserver にアクセスで
きなくなった場合、マシンポリシー
設定にあるサービス設定を初期化
できます。

—

ネットワーク接
続速度切り替え

接続している LANの通信速度を設
定できます。

自動
100Mbps-全二重
100Mbps-半二重
10Mbps-全二重
10Mbps-半二重

—

＊ 1 オプションの Informationserver が必要です。

＿の付いている値が、工場出荷時の設定です。

1 〈メニュー〉を押します。
2 ［機器設定］タブ、［機器管理］の順に押します。
3 管理者パスワードを設定している場合は、管理者パスワードを入力し、［確定］

を押します。
管理者パスワードを設定していない場合は、そのまま次の手順に進みます。

4 「ネットワーク設定」を選択し、［確定］を押します。
5 それぞれ設定を行います。
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TCP／ IP 設定をする

ネットワーク設定を変更する場合は、ネットワーク管理者に相談してください。
IP アドレスの設定を間違えると、正しくネットワークに接続できません。

項目 説明
ホスト名 機器のホスト名を入力します。15文字まで入力できます。

名前の先頭に「＊」は、入力できません。
初期値はMACアドレスです。

ワークグループ名 機器が接続されているネットワークのワークグループ名を入力します。
15文字まで入力できます。名前の先頭に「＊」は、入力できません。
初期値は「WORKGROUP」です。

・ドメイン名はワークグループ名として使用できません。
・ネットワーク上にワークグループがない場合は、新しいワークグルー
プを作成してください。
・新しいワークグループを作成する場合は、ネットワーク管理者にお
問い合わせください。

DNSサーバーアドレス DNSサーバーを使用しているときは、優先DNSサーバーアドレス（優
先プライマリー）、代替DNSサーバーアドレス（セカンダリー）を入
力します。

DNSサフィクス ホスト名だけで名前解決をする場合は、DNSサフィクスを登録します。
50文字まで入力できます。

IP アドレス自動取得 ネットワーク上にDHCPサーバーがある場合に、DHCPサーバーから
自動的に IP アドレスを取得するかどうかを設定します。IP アドレスを
自動で取得する場合は ｢ON｣、自動で取得しない場合は「OFF」を設
定します。
初期値は「ON」です。

IP アドレス 機器のネットワーク上の IP アドレスを設定します。
初期値は「192.168.1.10」です。
0.0.0.0、255.255.255、127.から始まるアドレスの入力はできません。

「IP アドレス自動取得」がONのときは、設定できません。
サブネットマスク サブネットマスクを設定します。

0.0.0.0、255.255.255、127.から始まるアドレスの入力はできません。
初期値は「255.255.255.0」です。

「IP アドレス自動取得」がONのときは、設定できません。
ゲートウェイアドレス ゲートウェイを使用しているときは、ゲートウェイアドレスを設定し

ます。
0.0.0.0、255.255.255、127.から始まるアドレスの入力はできません。

WINSサーバーアドレス WINS サーバーを使用しているときは、WINS サーバーアドレスを入
力します。
0.0.0.0、255.255.255、127.から始まるアドレスの入力はできません。
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項目 説明
IPv6 設定 以下の設定ができます。

●IPv6 アドレスを自動取得
●グローバル IP アドレス
●サブネットプレフィクス
●ゲートウェイアドレス

以下の確認ができます。
●リンクローカルアドレス

IPv6 設定の詳細は、『ネットワーク機能・Informationserver 編』第
4章の「ネットワーク環境を設定する（TCP/IP 設定）」を参照してく
ださい。

1 〈メニュー〉を押します。
2 ［機器設定］タブ、［機器管理］の順に押します。
3 管理者パスワードを設定している場合は、管理者パスワードを入力し、［確定］

を押します。
管理者パスワードを設定していない場合は、そのまま次の手順に進みます。

4 ［ネットワーク設定］を押します。
5 ［TCP／ IP 設定］を押します。

6 それぞれ設定を行います。
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LDAPサーバーを登録する
LDAPサーバーを利用して、メールアドレスや名前など宛先情報を検索できます。
以下の情報が登録できます。

オプションの Informationserver が必要です。

項目 説明
名前 画面に表示されるボタン名称です。半角 23文字まで入力でき

ます。
登録しなかった場合は、LDAPサーバーアドレスの先頭から 23
文字までが表示されます。

LDAPサーバーアドレス 登録する LDAPサーバーの名前、または IP アドレスを入力しま
す。99文字まで入力できます。

ポート番号 LDAPサーバーのポート番号を入力します。
設定可能範囲は 0～ 65535 で、初期値は 389です。

認証方式 LDAP サーバーのアクセスにログインが必要かどうか設定しま
す。

Is ユーザーログイン 「認証方式」で「Simple」か「DIGETS-MD5」を選択した場合、
ログインに Informationserver のユーザー情報を使用するかど
うか設定にします。
この設定を有効にするときは、Informationserver のユーザー
登録で「LDAP サーバー認証」のアカウントとパスワードを登
録しておくと、検索のたびにアカウントとパスワードを入力す
る必要がありません。

アカウント ID 「Is ユーザーログイン」で「OFF」を選択した場合に、ログイン
に使用するアカウント IDを登録します。
アカウントを登録しないと、検索のときにアカウントの入力が
必要になります。49文字まで入力できます。

パスワード 「Is ユーザーログイン」で「OFF」を選択した場合に、ログイン
に使用するパスワードを登録します。
パスワードを登録しないと、検索のときにパスワードの入力が
必要になります。29文字まで入力できます。

検索開始位置 LDAPサーバーの検索開始位置を入力します。99文字まで入力
できます。

検索結果最大件数 検索結果を何件まで表示するか設定します。検索結果が設定し
た件数より多かった場合は、エラーを表示します。設定可能範
囲は 1～ 100件で、初期値は 50件です。

最大検索時間 検索結果を表示するまでにかかる時間の上限を設定します。検
索結果が設定した時間より長くかかった場合は、エラーを表示
します。設定可能範囲は 0～ 9999 秒で、あらかじめ設定され
ている値は、0（制限なし）です。

オプション設定 パラメーターに検索条件を追加できます。
追加する属性 追加する検索条件の属性を入力します。49文字まで入力できま

す。
追加する値 追加する検索条件の値を入力します。99文字まで入力できます。
検索方法 検索方法を選択します。
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項目 説明
検索属性設定

名前 1 名前の属性を設定します。49文字まで入力できます。
初期値は「cn」です。

名前 2 名前の属性を設定します。49文字まで入力できます。
初期値は「commonname」です。

メールアドレス 1 メールアドレスの属性を設定します。
49文字まで入力できます。初期値は「mail」です。

メールアドレス 2 メールアドレスの属性を設定します。49文字まで入力できます。
ファクス番号 1 ファクス番号の属性を設定します。49文字まで入力できます。

初期値は「facsimileTelephoneNumber」です。
ファクス番号 2 ファクス番号の属性を設定します。49文字まで入力できます。
電話番号 1 電話番号の属性を設定します。49文字まで入力できます。

初期値は「telephoneNumber」です。
電話番号 2 電話番号の属性を設定します。49文字まで入力できます。
会社名 1 会社名の属性を設定します。49文字まで入力できます。

初期値は「company」です。
会社名 2 会社名の属性を設定します。49文字まで入力できます。

初期値は「o」です。

	� LDAPサーバーを登録する・変更する
LDAPサーバーは 5つまで登録できます。
ここでは LDAP サーバーの登録方法を説明します。変更の場合は、手順 6で変更したい
LDAPサーバーを選択し、［変更］を押します。手順 6の画面が表示されるので、変更したい
項目を選択して変更してください。

1つ目の LDAPサーバーを登録した場合は、「優先サーバーに設定しました。」というメッ
セージが表示されます。

1 〈メニュー〉を押します。
2 ［機器設定］タブ、［機器管理］の順に押します。
3 管理者パスワードを設定している場合は、管理者パスワードを入力し、［確定］

を押します。
管理者パスワードを設定していない場合は、そのまま次の手順に進みます。

4 ［ネットワーク設定］を押します。
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5 ［LDAP設定］を押します。

6 ［登録］を押します。

7 それぞれの項目を登録します。



2-24  ネットワーク設定をする

	� 優先 LDAPサーバーを設定する
登録されている LDAPサーバーの中から、LDAP検索するときに使用する LDAPサーバーを
設定します。
あらかじめ 1つ以上の LDAPサーバーを登録しておいてください。

1 〈メニュー〉を押します。
2 ［機器設定］タブ、［機器管理］の順に押します。
3 管理者パスワードを設定している場合は、管理者パスワードを入力し、［確定］

を押します。
管理者パスワードを設定していない場合は、そのまま次の手順に進みます。

4 ［ネットワーク設定］を押します。
5 ［LDAP設定］を押します。
6 ［優先サーバー設定］を押します。

7 優先サーバーに設定したい LDAPサーバーを選択し、［確定］を押します。
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LDAPサーバーを削除する

1 〈メニュー〉を押します。
2 ［機器設定］タブ、［機器管理］の順に押します。
3 管理者パスワードを設定している場合は、管理者パスワードを入力し、［確定］

を押します。
管理者パスワードを設定していない場合は、そのまま次の手順に進みます。

4 ［ネットワーク設定］を押します。
5 ［LDAP設定］を押します。
6 削除したい LDAPサーバーを選択し、［削除］を押します。
7 ［はい］を押します。

LDAP設定リストをプリントする

LDAP設定リストは〈メニュー〉［ジョブメモリー］からもプリントできます。

1 〈メニュー〉を押します。
2 ［機器設定］タブ、［機器管理］の順に押します。
3 管理者パスワードを設定している場合は、管理者パスワードを入力し、［確定］

を押します。
管理者パスワードを設定していない場合は、そのまま次の手順に進みます。

4 ［ネットワーク設定］を押します。
5 ［LDAP設定］を押します。
6 ［リスト］を押します。
7 ［はい］を押します。
y「ページ集約」を［ON］にすると、リスト 2枚分を 1枚の用紙に並べてプリントします。
y「センターマーク印字」を［ON］にすると、パンチの目印になるセンターマークを用紙
の 1枚目の各辺にプリントします。
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アーカイブ設定をする
ファクス送受信した文書の内容を、指定した宛先にファクス送信できます。これを「アーカ
イブ」といいます。それぞれ設定できるアーカイブ先は 1つです。

■アーカイブできる通信の種類
・送信済みファクス
・送信済みインターネットファクス
・送信済み電子メール
・受信済みファクス
・受信済みインターネットファクス

■アーカイブできない通信の種類
・ポーリング送信
・ポーリング受信
・Fコードポーリング送信
・Fコードポーリング受信
・Fコード親展受信
・Fコード掲示板受信

■格納先（いずれか 1つ）
・ファクス宛先
・共有フォルダー

y オプションの Informationserver が必要です。
y アーカイブ設定がONの場合、リアルタイム送信および手動送信（ハンドセットや［オ
ンフック］を使った送信）はできません。
y 送信済み電子メールは、ファクス宛先にはアーカイブできません。
y 送受信が正常に行われた場合のみ、設定したデータ保存が行われます。エラーなどで正
常に送受信されなかった場合は、設定したデータ保存は行われません。
y アーカイブに失敗するとチェックメッセージがプリントされます。ユーザーが送信した
ファクスやインターネットファクスの送受信の失敗ではありません。

	� アーカイブ先を設定する
ここでは、送信済みファクスのアーカイブ先設定を例に説明します。

1 〈メニュー〉を押します。
2 ［機器設定］タブ、［機器管理］の順に押します。
3 管理者パスワードを設定している場合は、管理者パスワードを入力し、［確定］

を押します。
管理者パスワードを設定していない場合は、そのまま次の手順に進みます。

4 ［ネットワーク設定］を押します。
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5 ［アーカイブ設定］を押します。

6 設定したい項目を選択します。

ここでは、［送信済みファクス］を押します。

7 ［設定］を押します。

［設定］を押すごとにONとOFF が切り替わります。

8 アーカイブ先のファクス番号またはフォルダーを設定します。
・ファクス番号を宛先に設定する方法は、『スキャナー・ファクス編』第 6章の「宛先
を指定する」を参照してください。
・フォルダーを設定する場合は、フォルダーショートカットを選択する方法とフォル
ダーのリンク先を入力する方法があります。詳細については『スキャナー・ファクス編』
第 1章の「スキャンしたファイルを送信する」の「共有フォルダーに保存する（スキャ
ンtoフォルダー）」を参照してください。
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9 ［ファイル形式］を押します。

・［ファイル形式］を押すたびに、ファイル形式が TIFF と PDF で切り替わります。
・アーカイブ先にファクス番号を選択したときは、この手順は不要です。

10 ［確定］を押します。
・手順はこれで終了です。
・続けて操作する場合は、手順 6から操作を繰り返します。
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	� アーカイブ設定を初期化する

1 〈メニュー〉を押します。
2 ［機器設定］タブ、［機器管理］の順に押します。
3 管理者パスワードを設定している場合は、管理者パスワードを入力し、［確定］

を押します。
管理者パスワードを設定していない場合は、そのまま次の手順に進みます。

4 ［ネットワーク設定］を押します。
5 ［アーカイブ設定］を押します。
6 アーカイブ設定を初期化したい項目を選択します。
7 ［初期化］を押します。

8 初期化する場合は［はい］を押します。
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ユーザー認証方法を設定する
この機能は使用するユーザーの認証方法を設定して、機器の使用を制限できます。

認証方法は 2種類あります。

認証方法 説  明
スタンドアロン 機器の中のユーザー情報を使って、ユーザー認証を行います。

あらかじめ、ユーザー情報を登録しておく必要があります。
シングルサインオン ActiveDirectory の認証を行ったあと、機器の中のユーザー情報を使っ

てユーザー認証を行います。
該当するユーザー情報が登録されていない場合は、自動的にユーザー情
報を新規登録します。また、該当するユーザー情報がすでに登録されて
いる場合は、ActiveDirectory に登録されている情報で上書きします。

y 登録ユーザー数が上限（200件）を超えた場合は、「シングルサインオン」設定時でもユー
ザー登録はされず、ゲストユーザーとしてログインします。
y ユーザー認証を「シングルサインオン」に設定するときは、あらかじめドメイン名の登
録が必要です。ドメイン名は、ネットワーク設定または Informationserver の「マシ
ンポリシー」画面から登録してください。詳細は、『ネットワーク機能・Information
server 編』第 5章の「セキュリティーを設定する」の「マシンポリシーを設定する」
を参照してください。

1 〈メニュー〉を押します。
2 ［機器設定］タブ、［機器管理］の順に押します。
3 管理者パスワードを設定している場合は、管理者パスワードを入力し、［確定］

を押します。
管理者パスワードを設定していない場合は、そのまま次の手順に進みます。

4 ［ネットワーク設定］を押します。
5 ［認証方法］を押します。

6 認証方法を選択し、［確定］を押します。
7 ［はい］を押します。
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機器設定をコピーする
コピー設定、ファクス設定や宛先表の登録内容などの機器設定データを同機種のほかの機器
へコピーできます。
複数台の機器で機器設定を同じにしたい場合などに便利です。

USBメモリーに機器設定データをエクスポートし、ほかの機器へインポートします。

エクスポート インポート

機器設定
データ

機器設定
データ

USBメモリーにエクスポートする

y FAT12、FAT16、または FAT32 でフォーマットしたUSBメモリーが使用できます。
y セキュリティー機能付のUSBメモリーや、USB接続のメモリーカードリーダー、延
長ケーブルやUSBハブ経由でのUSBメモリー、USBの規格に準拠していないUSB
メモリーはサポートしていません。
y 途中でUSBメモリーの容量が不足した場合は、書き込み中のデータがすべて削除され
ます。あらかじめUSBメモリーの容量が十分あることを確認してください。

1 〈メニュー〉を押します。
誤ってUSBメモリーを接続した場合は、「USBメモリーが接続されました」と表示されます。
［閉じる］を押して画面を閉じます。

2 ［機器設定］タブ、［機器管理］の順に押します。
3 管理者パスワードを設定している場合は、管理者パスワードを入力し、［確定］

を押します。
管理者パスワードを設定していない場合は、そのまま次の手順に進みます。
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4 ［機器設定コピー］を押します。

5 エクスポートする機器のUSBメモリー接続端子に、USBメモリーを接続し
ます。

6 ［USBエクスポート］を押します。
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7 機器設定データを保存するフォルダーを指定し、［確定］を押します。

［ルート］をクリックすると、一番先頭の階層（ルート）に戻ります。

8 ファイル名を入力し、［確定］を押します。
y 初期ファイル名は、「製品名称 _機台番号 _日時（YYYYMMDDhhmmss）.mdx」です。
y ファイル名の最後には「.mdx」を必ず付けてください。
y 半角 80文字まで入力できます。

9 パスワードを設定する場合は、パスワードを入力し、［確定］を押します。

・パスワードを設定しないときは、何も入力せずに［確定］を押します。
・半角 28文字まで入力できます。

10 ［はい］を押します。
11 エクスポートが完了したら、［閉じる］を押して、USBメモリーを機器から抜

き取ります。
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USBメモリーから機器にインポートする

1 〈メニュー〉を押します。
誤ってUSBメモリーを接続した場合は、「USBメモリーが接続されました」と表示されます。
［閉じる］を押して画面を閉じます。

2 ［機器設定］タブ、［機器管理］の順に押します。
3 管理者パスワードを設定している場合は、管理者パスワードを入力し、［確定］

を押します。
管理者パスワードを設定していない場合は、そのまま次の手順に進みます。

4 ［機器設定コピー］を押します。
5 インポート先の機器のUSBメモリー接続端子に、機器設定データの入った

USBメモリーを接続します。

6 ［USBインポート］を押します。
7 インポートする機器設定データを選択し、［確定］を押します。

・［ルート］をクリックすると、一番先頭の階層（ルート）に戻ります。
・ を押すと、ファイル情報（文書名、場所、ファイルサイズ、最終更新日）を表示します。
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8 パスワードを入力し、［確定］を押します。
パスワードが設定されていないときは、何も入力せずに［確定］を押します。

9 機器設定のみインポートする場合は［機器設定のみ］を、すべてのデータをイ
ンポートする場合は［すべて］を選択し、［はい］を押します。

y［機器設定のみ］を選択した場合はユーザー情報が消去され、［すべて］を選択した場合
はインポートしたユーザー情報で上書きされます。
y［機器設定のみ］を選択した場合と［すべて］を選択した場合のインポートされる設定デー
タの違いについては、補足を参照してください。（→ 2-36 ページ）

10 インポートが完了したら、［閉じる］を押して、USBメモリーを機器から抜き
取ります。

機器情報がインポートされると、機器は自動的に再起動を行います。
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［機器設定のみ］と［すべて］のインポート範囲は以下のとおりです。

項目 機器設定のみ すべて
機器の設定 機器に保存されている全データ 機器に保存されている全データ
ユーザー情報 ●宛先表（共有）

●ショートカット（共有）*1

●テンプレート設定 *1*2

●宛先表（共有）
●ショートカット（共有）*1

●テンプレート設定 *1*2

●ユーザー登録
●宛先表（個人）
●ショートカット（個人）
●ユーザーボックス転送設定 *1

機器設定 ●LDAP設定
●SNMP設定
●本体機器設定
●本体初期値設定
●TCP/IP 設定 *3

●メール設定 *1*4

●インターネット時刻設定 *1*5

●LDAP 設定
●SNMP設定
●本体機器設定
●本体初期値設定
●TCP/IP 設定 *3

●メール設定 *1*4

●インターネット時刻設定 *1*5

機器管理設定 ●アクセス制限 *1

●文書ボックス設定 *1

●ユーザー使用状況管理 *6

●セキュリティー設定 *7

●アクセス制限 *1

●文書ボックス設定 *1

●ユーザー使用状況管理 *6

●セキュリティー設定 *7

●自動配信
●ユーザーポリシー

機器情報 機器状態の機器名称、設置場所 機器状態の機器名称、設置場所

＊ 1 オプションの Informationserver が必要です。
＊ 2 ただし、カバーページはインポートされません。
＊ 3 ホスト名、IP アドレスは対象外。
＊ 4 機器情報の名前、機器メールアドレス、返信先メールアドレス、SMTP 認証ユーザー名、

SMTP認証パスワード、POP3ユーザー名、認証方式は対象外。
＊ 5 同期時刻、前回同期時刻は対象外。
＊ 6 各機能でカウントされた時間やページ数などのデータは対象外。
＊ 7 SSL 証明書設定は対象外。
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自動ログアウト時間を設定する
ログイン後、何も操作しなかった場合に自動的にログアウトするまでの時間を設定します。
ユーザー認証を受けた（ログインした）状態で機器から離れてしまったときに、不正に使用
されるのを防ぎます。
設定可能範囲は 1～ 10分で、初期値は 3分です。

手動でログアウトする方法については、「ログアウトする」（1-28 ページ）を参照してく
ださい。

1 〈メニュー〉を押します。
2 ［機器設定］タブ、［機器管理］の順に押します。
3 管理者パスワードを設定している場合は、管理者パスワードを入力し、［確定］

を押します。
管理者パスワードを設定していない場合は、そのまま次の手順に進みます。

4 「自動ログアウト時間」を押します。

5 自動ログアウト時間を入力し、［確定］を押します。
［＋］と［－］や、テンキーを使っても設定できます
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（空白ページ）
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主な仕様
本製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

主な仕様
.� 基本仕様／コピー仕様

項目 仕    様
名称 L-320
形式 卓上型
メモリー容量 ファクス：32MB、コピー：58MB
読み取り解像度 600.dpi.×.600.dpi
書き込み解像度 600.dpi.×.600.dpi
階調 256階調
感光体種類 OPCドラム
複写方式 LEDを露光光源とする乾式電子写真方式
現像方式 非磁性 1成分接触現像
定着方式 ヒートローラーによる熱圧力定着方式
原稿サイズ シート :

最大.297.mm.×.420.mm
複写サイズ 用紙サイズ 給紙カセット 1

A4、A4 、B5 、A5 、16K、16K 、Letter、Letter
給紙カセット 2（オプション）
B4、A4、A4 、A5 、B5 、16K、16K 、Letter、
Letter 、Legal、Legal.13、F4

画像欠け幅 先端・後端.3.mm、左・右.3.mm
用紙種類 普通紙、再生紙 60.～.90.g/m2、約 300.枚（64.g/m2）
ウォームアップタイム 27.0 秒（室温 23.℃） キー操作受付までの時間：約 13秒
連続複写速度（最大）*2 A4 . ：18.1.枚／分

A4. ：18.3.枚／分
B4.*3. ：18.4.枚／分
B5 . ：18.5.枚／分

複写倍率 固定 等倍 100.%.±.1.5.% 以内
拡大 141.%／ 122.%／ 115.%
縮小 86.%／ 81.%／.70.%

ズーム 25～ 400.%（1.%きざみ）
給紙方式 標準 給紙カセット（300枚）.×.1 段..64.g/m2

オプション
（最大）

給紙カセット（300枚）.×.1 段.64.g/m2

連続複写枚数 1～ 999枚
電源 AC.100.V.±10.% 50/60.Hz 共用
待機電力 待機時. ：49.Wh

節電モード（モード１）：13.W
節電モード（モード２）：1.8.W
（最小電力モード時：0.24.W.*4）

最大消費電力 *5 890.W以下（フルオプション時）
電流値 9.1.A
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項目 仕    様
直流抵抗値 360.0.Ω
大きさ（幅 ×奥 ×高） 幅500.mm.× 奥行き 585.mm( ※ ).× 高さ 460mm

（※パネル角度 85° のとき）
機械占有寸法（幅 ×奥） 幅 562.mm.× 奥行き 630.mm

（延長用紙トレイを引き出した状態。突起部を除く。）
質量 *6 約 25.6.kg
環境条件 周囲温度が 10.℃以上 30.℃以下のとき 相対湿度：20～ 80.％

周囲温度が 30.℃を超えて 32.℃以下のとき 相対湿度：20～ 68.％

＊ 1. 用紙サイズは、縦と横の比率が 2.5 倍以内に収まるように設定してください。
＊ 2. 連続複写速度は、使用条件により低下する場合があります。
＊ 3. オプションの増設給紙カセットが必要です。
＊ 4. オプションの Information.server 装着時は、設定できません。
＊ 5. 最大消費電力の数値は、起動時や定着ヒーター通電時の瞬間的ピークの消費電力ではありま

せん。
＊ 6. 消耗品を除いた重さです。

.� 自動原稿送り装置仕様
項目 仕    様

原稿送り装置の種類 自動原稿送り装置
原稿サイズ 1枚だけ読み取る場合 自動連続読み取りの場合

■最大
コピー時
 幅 297.mm.×.長さ 420.mm
ファクス送信／スキャン時
 600.dpi 読み取り時：
  幅 297.mm.×.長さ 500.mm
 600.dpi 以外の読み取り時：
  幅 297.mm.×.長さ 900.mm
■最小
 幅 120.mm×長さ 100.mm

■最大
 幅 297.mm.×.長さ 420.mm
■最小
 148.mm.×.210.mm

原稿種類 35～ 128.g/m2 52 ～.105.g/m2

原稿積載枚数 A4以下：50枚
B4：40枚
A3：30枚

原稿読み取り速度 26枚／分（A4 、600.dpi、モノクロ）

.� プリンター部仕様
項目 仕    様

形式 内蔵型
メモリー容量 「基本仕様／コピー仕様」に準ずる
プリントサイズ 「基本仕様／コピー仕様」に準ずる
連続プリント速度 「基本仕様／コピー仕様」に準ずる
書き込み解像度 600.dpi.×.600.dpi
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項目 仕    様
ページ記述
言語

標準 GDI
オプション PCL.5e*2、PCL.XL*2

対応プロトコル TCP/IP（LPR（IPv4）、Port9100）、IPP*3、SNMP
インターフェイス Ethernet.10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、USB2.0
エミュレーション HP.LaserJet.4250n*2

対応 OS＊1 Windows®.10.Home(x86/x64)
Windows®.10.Pro(x86/x64)
Windows®.10.Education(x86/x64)
Windows®.10.Enterprise(x86/x64)
Windows®.8.(x86/x64)
Windows®.8.Pro.(x86/x64)
Windows®.8.Enterprise.(x86/x64)
Windows®.7.Enterprise.（x86/x64）
Windows®.7.Professional.（x86/x64）
Windows®.7.Ultimate.（x86/x64）
Windows®.7.Home.Premium.（x86/x64）
Windows.Server®.2012.R2.Datacenter
Windows.Server®.2012.R2.Standard
Windows.Server®.2012.R2.Essentials
Windows.Server®.2012.R2.Foundation
Windows.Server®.2012.Datacenter
Windows.Server®.2012.Standard
Windows.Server®.2012.Essentials
Windows.Server®.2012.Foundation
Windows.Server®.2008.R2.Datacenter.（×64）
Windows.Server®.2008.R2.Enterprise.（×64）
Windows.Server®.2008.R2.Standard.（×64）
Windows.Server®.2008.Datacenter.（×86/×64）
Windows.Server®.2008.Enterprise.（×86/×64）
Windows.Server®.2008.Standard.（×86/×64）
Windows.Server®.2003.Datacenter.×64.Edition*4
Windows.Server®.2003.Datacenter.Edition*4
Windows.Server®.2003.Enterprise.×64.Edition*4
Windows.Server®.2003.Enterprise.Edition*4
Windows.Server®.2003.Standard.×64.Edition*4
Windows.Server®.2003.Standard.Edition*4
Windows.Vista®.Enterprise.（×86/×64）
Windows.Vista®.Business.（×86/×64）
Windows.Vista®.Ultimate.（×86/×64）
Windows.Vista®.Home.Premium.（×86/×64）
Windows.Vista®.Home.Basic.（×86/×64）

内蔵フォン
ト

PCL5e*2 和文 2フォント（MS明朝、MS.ゴシック）
欧文 80フォント

PCLXL*2 欧文 80フォント

＊ 1. 2015 年 9月現在。
＊ 2. オプションのプリンタコントローラーキットが必要です。
＊ 3. オプションの Information.server が必要です。
＊ 4. Windows.Server.2003.については、マイクロソフトのサポートが終了しているため、動作

保障はしていません。お客様の責任においてご利用願います。
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.� スキャナー部仕様
項  目 仕    様

形式 カラースキャナー
原稿サイズ 「自動原稿送り装置仕様」に準ずる
読み取り解像度 600.dpi.×.600.dpi、300.dpi.×.300.dpi、200.dpi.×.200.dpi
原稿読み取り速度 42枚／分 （A4 、300.dpi、片面原稿、モノクロ）
対応プロトコル TWAIN、HTTP.*2、CIFS（SMB）.*2、FTP.*2、SMTP.*2、SMTPS.*2

インターフェイス Ethernet.10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、USB2.0
対応OS.（TWAIN）*1 Windows®.10.Home(x86/x64)

Windows®.10.Pro(x86/x64)
Windows®.10.Education(x86/x64)
Windows®.10.Enterprise(x86/x64)
Windows®.8.(x86/x64)
Windows®.8.Pro.(x86/x64)
Windows®.8.Enterprise.(x86/x64)
Windows®.7.Enterprise.（x86/x64）
Windows®.7.Professional.（x86/x64）
Windows®.7.Ultimate.（x86/x64）
Windows®.7.Home.Premium.（x86/x64）
Windows.Server®.2012.R2.Datacenter.*3
Windows.Server®.2012.R2.Standard.*3
Windows.Server®.2012.R2.Essentials.*3
Windows.Server®.2012.R2.Foundation.*3
Windows.Server®.2012.Datacenter.*3
Windows.Server®.2012.Standard.*3
Windows.Server®.2012.Essentials.*3
Windows.Server®.2012.Foundation.*3
Windows.Server®.2008.R2.Datacenter.（×64）*3

Windows.Server®.2008.R2.Enterprise.（×64）*3

Windows.Server®.2008.R2.Standard.（×64）*3

Windows.Server®.2008.Datacenter.（×86/×64）*3

Windows.Server®.2008.Enterprise.（×86/×64）*3

Windows.Server®.2008.Standard.（×86/×64）*3

Windows.Server®.2003.Datacenter.×64.Edition
Windows.Server®.2003.Datacenter.Edition*4
Windows.Server®.2003.Enterprise.×64.Edition*4
Windows.Server®.2003.Enterprise.Edition*4
Windows.Server®.2003.Standard.×64.Edition*4
Windows.Server®.2003.Standard.Edition*4
Windows.Vista®.Enterprise.（×86/×64）
Windows.Vista®.Business.（×86/×64）
Windows.Vista®.Ultimate.（×86/×64）
Windows.Vista®.Home.Premium.（×86/×64）
Windows.Vista®.Home.Basic.（×86/×64）

出力フォーマット TIFF、JPEG、PDF
ドライバー TWAIN ドライバー

＊ 1. 2015 年 9月現在。
＊ 2. オプションの Information.server が必要です。
＊ 3. ネットワークのみ使用できます。
＊ 4. Windows.Server.2003.については、マイクロソフトのサポートが終了しているため、動作

保障はしていません。お客様の責任においてご利用願います。
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.� ファクス部仕様
項  目 仕    様

適用回線 加入電話回線
走査線密度 超高画質 主走査 600.dpi× 副走査 600.dpi または

     主走査 16.dots/mm.× 副走査 15.4 本 /mm.*1
高画質  主走査 8.dots/mm×副走査 7.7 本 /mm
標準   主走査 8.dots/mm×副走査 3.85 本 /mm
写真   主走査 8.dots/mm×副走査 7.7 本 /mm

通信速度 33,600、31,200、28,800、26,400、24,000、21,600、
19,200、16,800、14,400、12,000、9,600、7,200、4,800、2,400.
bps（自動切替）

符号化方式 MH、MR、MMR、JBIG
通信モード スーパーG3、G3
送信原稿サイズ A3、B4、A4
記録紙サイズ B4.*2、A4、B5、A5
電送時間 2秒台.*3

＊ 1. 該当モードを持たない装置とは交信できません。
＊ 2. オプションの増設給紙カセットが必要です。
＊ 3. A4 版 700 字程度の当社標準原稿を、標準画質（8.dot.×.3.85.line/mm）、スーパーG3モー

ド（ITU-TV.34 準拠.33,600.bps）で送信した場合の時間です。これは画像情報のみの電送
速度で通信の制御時間は含まれていません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、
回線の状態により異なります。G3機との通信（同じ原稿を 14,400.bps で送ったとき）で
は 6秒台になります。

.� PC-FAX仕様（Information.server 装着時）
項  目 仕    様

原稿サイズ A3、B4、A4
符号化方式 MH、MR、MMR、JBIG
通信規格 T.30（FAX）、T.37（I-FAX）
通信速度 最大 33,600.bps（FAX）、最大 100.Mbps（I-FAX）
最大解像度 600.dpi.×.600.dpi
宛先表 2,000 件
同報最大件数 4,060 件
対応OS＊1
.ファクスドライバー

Windows®.10.Home(x86/x64)
Windows®.10.Pro(x86/x64)
Windows®.10.Education(x86/x64)
Windows®.10.Enterprise(x86/x64)
Windows®.8.(x86/x64)
Windows®.8.Pro.(x86/x64)
Windows®.8.Enterprise.(x86/x64)
Windows®.7.Enterprise（x86/x64）
Windows®.7.Professional（x86/x64）
Windows®.7.Ultimate（x86/x64）
Windows®.7.Home.Premium（x86/x64）
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項  目 仕    様
Windows.Server®.2012.R2.Datacenter
Windows.Server®.2012.R2.Standard
Windows.Server®.2012.R2.Essentials
Windows.Server®.2012.R2.Foundation
Windows.Server®.2012.Datacenter
Windows.Server®.2012.Standard
Windows.Server®.2012.Essentials
Windows.Server®.2012.Foundation
Windows.Server®.2008.R2.Datacenter（×64）
Windows.Server®.2008.R2.Enterprise（×64）
Windows.Server®.2008.R2.Standard（×64）
Windows.Server®.2008.Datacenter（×86/×64）
Windows.Server®.2008.Enterprise（×86/×64）
Windows.Server®.2008.Standard（×86/×64）
Windows.Server®.2003.Datacenter×64.Edition*2
Windows.Server®.2003.Datacenter.Edition*2
Windows.Server®.2003.Enterprise.×64.Edition*2
Windows.Server®.2003.Enterprise.Edition*2
Windows.Server®.2003.Standard.×64.Edition*2
Windows.Server®.2003.Standard.Edition*2
Windows.Vista®.Enterprise（×86/×64）
Windows.Vista®.Business（×86/×64）
Windows.Vista®.Ultimate（×86/×64）
Windows.Vista®.Home.Premium（×86/×64）
Windows.Vista®.Home.Basic（×86/×64）

＊ 1. 2015 年 9月現在。
＊ 2. Windows.Server.2003.については、マイクロソフトのサポートが終了しているため、動作

保障はしていません。お客様の責任においてご利用願います。

.� インターネット FAX仕様（Information.server 装着時）
項  目 仕    様

通信プロトコル 送信：SMTP/ESMTP
受信：SMTP/POP3

通信規格 ITU-T.T.37（Simple.Mode、Full.Mode）
符号化方式 MH、MR、MMR、JBIG
送信原稿サイズ A3、B4、A4
走査線密度 超高画質 主走査 600.dpi× 副走査 600.dpi または

     主走査 16.dots/mm.× 副走査 15.4 本 /mm＊1

高画質  主走査 8.dots/mm×副走査 7.7 本 /mm
標準   主走査 8.dots/mm×副走査 3.85 本 /mm

データフォーマット TIFF-S、TIFF-F、PDF

＊ 1. 該当モードを持たない装置とは交信できません。
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.� Information.server.仕様
項  目 仕    様

対応ブラウザー Microsoft.Internet.Explorer.8
Microsoft.Internet.Explorer.9
Microsoft.Internet.Explorer.10
Microsoft.Internet.Explorer.11
Microsoft.Edge
Firefox.36
Safari.7.0

動作環境 対応ブラウザーおよび各ドライバー・ユーティリティーが動作する
Windows 環境

メモリー *1 4.GB
蓄積枚数 約 10,000 枚 A4標準原稿の場合
宛先表登録件数 2,000 件

グループ :200 件
登録可能ユーザー数 200ユーザー
LDAP対応サーバー Active.Directory：Windows.Server.2003*2,.Windows.Server.

2008,.Windows.Server.2008.R2,.Windows.Server.2012
OpenLDAP.on.Linux

対応認証サーバー・プロト
コル

Windows.Server.2003（Active.Directory）*2

Windows.Server.2008（Active.Directory）
Windows.Server.2008.R2（Active.Directory）
Windows.Server.2012（Active.Directory）
Kerberos.v5

＊ 1. 画像メモリー領域は約 1GBです。
＊ 2. Windows.Server.2003.については、マイクロソフトのサポートが終了しているため、動作

保障はしていません。お客様の責任においてご利用願います。
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商標および著作権などについて
登録商標および商標について

y Microsoft®、Windows ロ ゴ、Windows®、WindowsServer®、WindowsVista®、
InternetExplorer® は、米国MicrosoftCorporation 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。
y Intel は、米国 IntelCorporationの登録商標です。
y RSA® は RSASecurity Inc. の登録商標です。BSAFE® は RSASecurity Inc. の米国およ
びその他の国における登録商標です。本製品は、RSASecurityInc. の RSA®BSAFE™ソ
フトウェアを搭載しています。

y
� Monotype isa trademarkofMonotype Imaging, Inc. registered in theUnited
States Patent and TrademarkOffice andmay be registered in certain
jurisdictions.TheMonotypeImaginglogoisatrademarkofMonotypeImaging,
Inc.andmayberegisteredincertainjurisdictions.
� UFSTisatrademarkofMonotypeImaging,Inc.andmayberegisteredincertain
jurisdictions.

y Mozillaおよび Firefoxは MozillaFoundationの商標です。
y Adobe、Adobe ロ ゴ、Acrobat、Adobe®Flash® お よ び PostScript は、Adobe
SystemsIncorporated（アドビシステムズ社）の商標です。
y 日本語変換はオムロンソフトウェア（株）のモバイルWnn を使用しています。“Mobile
Wnn”OMRONSOFTWARECo.,Ltd.1999-2002AIIRightsReserved.
y PCL は、米国Hewlett-PackardCompanyLimited の登録商標です。
y Ethernet は、XeroxCorporation の登録商標です。
y Evernoteは、EvernoteCorporation の登録商標または商標です。
y その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

オープンソースライセンスについて
	� BSD	License

Copyright©1994–2007TheNetBSDFoundation,Inc.Allrightsreserved.
Redistributionanduse insourceandbinaryforms,withorwithoutmodification,
arepermittedprovidedthatthefollowingconditionsaremet:
1. Redistributionsofsourcecodemustretaintheabovecopyrightnotice,this

listofconditionsandthefollowingdisclaimer.
2. Redistributionsinbinaryformmustreproducetheabovecopyrightnotice,

this listofconditionsandthefollowingdisclaimer in thedocumentation
and/orothermaterialsprovidedwiththedistribution.

3. Alladvertisingmaterialsmentioningfeaturesoruseofthissoftwaremust
displaythefollowingacknowledgement:

  ThisproductincludessoftwaredevelopedbytheNetBSD
  Foundation,Inc.anditscontributors.
4. Neither the name of TheNetBSD Foundation nor the names of its

contributorsmaybeusedtoendorseorpromoteproductsderivedfrom
thissoftwarewithoutspecificpriorwrittenpermission.

THISSOFTWARE IS PROVIDEDBYTHENETBSDFOUNDATION, INC.AND
CONTRIBUTORS “AS IS” ANDANY EXPRESSOR IMPLIEDWARRANTIES,
INCLUDING,  BUT NOT L IMITED TO,  THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
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DISCLAIMED.  INNOEVENTSHALLTHEFOUNDATIONORCONTRIBUTORSBE
LIABLEFORANYDIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,SPECIAL,EXEMPLARY,OR
CONSEQUENTIALDAMAGES(INCLUDING,BUTNOTLIMITEDTO,PROCUREMENT
OFSUBSTITUTEGOODSORSERVICES; LOSSOFUSE,DATA,ORPROFITS;
ORBUSINESS INTERRUPTION)HOWEVERCAUSEDANDONANYTHEORYOF
LIABILITY,WHETHER INCONTRACT,STRICTLIABILITY,ORTORT(INCLUDING
NEGLIGENCEOROTHERWISE)ARISINGINANYWAYOUTOFTHEUSEOFTHIS
SOFTWARE,EVENIFADVISEDOFTHEPOSSIBILITYOFSUCHDAMAGE.
Copyright1979,1980,1983,1986,1988,1989,1991,1992,1993,1994
  TheRegentsoftheUniversityofCalifornia.Allrightsreserved.
Redistributionanduse insourceandbinaryforms,withorwithoutmodification,
arepermittedprovidedthatthefollowingconditionsaremet:
1. Redistributionsofsourcecodemustretaintheabovecopyrightnotice,this

listofconditionsandthefollowingdisclaimer.
2. Redistributionsinbinaryformmustreproducetheabovecopyrightnotice,

thislistofconditionsandthefollowingdisclaimerinthedocumentation
and/orothermaterialsprovidedwiththedistribution.

3. Alladvertisingmaterialsmentioningfeaturesoruseofthissoftwaremust
displaythefollowingacknowledgement:

 Thisproduct includes softwaredevelopedby theUniversityofCalifornia,
Berkeleyanditscontributors.
4. Neither thenameof theUniversitynor thenamesof its contributors

maybeusedtoendorseorpromoteproductsderivedfromthissoftware
withoutspecificpriorwrittenpermission.

THISSOFTWAREISPROVIDEDBYTHEREGENTSANDCONTRIBUTORS“ASIS”
ANDANYEXPRESSOR IMPLIEDWARRANTIES, INCLUDING,BUTNOTLIMITED
TO,THE IMPLIEDWARRANTIESOFMERCHANTABILITYANDFITNESSFORA
PARTICULARPURPOSEAREDISCLAIMED.INNOEVENTSHALLTHEREGENTS
ORCONTRIBUTORSBELIABLEFORANYDIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL,EXEMPLARY,ORCONSEQUENTIALDAMAGES(INCLUDING,BUTNOT
LIMITEDTO,PROCUREMENTOFSUBSTITUTEGOODSORSERVICES;LOSSOF
USE,DATA,ORPROFITS;ORBUSINESS INTERRUPTION)HOWEVERCAUSED
ANDONANYTHEORYOFLIABILITY,WHETHERINCONTRACT,STRICTLIABILITY,
ORTORT(INCLUDINGNEGLIGENCEOROTHERWISE)ARISINGINANYWAYOUT
OFTHEUSEOFTHISSOFTWARE,EVEN IFADVISEDOFTHEPOSSIBILITYOF
SUCHDAMAGE.

Acknowledgement
------------------------------
ThisproductincludessoftwaredevelopedbytheNetBSDFoundation,Inc.andits
contributors.
ThisproductincludessoftwaredevelopedbytheUniversityofCalifornia,Berkeley
anditscontributors.
ThisproductincludessoftwaredevelopedbyWIDEProjectanditscontributors.
Thisproduct includessoftwaredevelopedbyCharlesD.CranorandWashington
University.
ThisproductincludessoftwaredevelopedbyAdamGlass.
Thisproduct includessoftwaredevelopedbyJonathanStone for theNetBSD
Project.
ThisproductincludessoftwaredevelopedbyMichaelGraff.
ThisproductincludessoftwaredevelopedbyNielsProvos.
ThisproductincludessoftwaredevelopedbyChristosZoulas.
ThisproductincludessoftwaredevelopedbyWinningStrategies,Inc.
Thisproduct includessoftwaredevelopedfor theNetBSDProject. Seehttp://
www.NetBSD.org/forinformationaboutNetBSD.
ThisproductincludessoftwaredevelopedbyEduardoHorvath.
ThisproductincludessoftwaredevelopedbytheAliceGroup.
Thisproduct includessoftwaredevelopedbyChristopherG.Demetrioufor the
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NetBSDProject.
ThisproductincludessoftwaredevelopedbyRolfGrossmann.
ThisproductincludessoftwaredevelopedbyJohnPolstra.
Thisproduct includes softwaredevelopedbyFrank vanderLinden for the
NetBSDProject.
Thisproduct includessoftwaredeveloped for theNetBSDProjectbyWasabi
Systems,Inc.
Thisproduct includessoftwaredevelopedfortheNetBSDProjectbyFrankvan
derLinden.
Thisproduct includessoftwaredevelopedbySoftweyrLLC, theUniversityof
California,Berkeley,anditscontributors.
Thisproduct includessoftwaredevelopedfor theNetBSDProjectbyJasonR.
Thorpe.
ThisproductincludessoftwaredevelopedbytheOpenSSLProjectforuseinthe
OpenSSLToolkit(http://www.openssl.org/).
Thisproduct includescryptographic softwarewrittenbyEricYoung (eay@
cryptsoft.com).
ThisproductincludessoftwarewrittenbyTimHudson(tjh@cryptsoft.com).
ThisproductincludessoftwaredevelopedbyEricYoung(eay@cryptsoft.com).
ThisproductincludessoftwaredevelopedbyLeoWeppelman.
ThisproductincludessoftwaredevelopedbyJonathanStoneandJasonR.Thorpe
fortheNetBSDProject.
ThisproductincludessoftwaredevelopedbyBerkeleySoftwareDesign,Inc.
ThisproductincludessoftwaredevelopedbyDarrinB.Jewell.
ThisproductincludessoftwaredevelopedbyManuelBouyer.
Thisproduct includessoftwaredevelopedfor theNetBSDProjectbyPerryE.
Metzger.
ThisproductincludessoftwaredevelopedattheInformationTechnologyDivision,
USNavalResearchLaboratory.
This product includes softwaredevelopedby theUniversity ofCalifornia,
LawrenceBerkeleyLaboratoryanditscontributors.
ThisproductincludessoftwaredevelopedbytheComputerSystemsEngineering
GroupatLawrenceBerkeleyLaboratory.
ThisproductincludessoftwaredevelopedbyYenYenLimandNorthDakotaState
University.
ThisproductincludessoftwaredevelopedbyBruceM.Simpson.
ThisproductincludessoftwaredevelopedbyMichaelShalayeff.
ThisproductincludessoftwaredevelopedbyJasonL.Wright.
Thisproduct includessoftwaredevelopedbyJonathanR.StonefortheNetBSD
Project.
ThisproductincludessoftwaredevelopedbyChuckSilvers.
This product includes software developed by GordonW. Ross and Leo
Weppelman.
ThisproductincludessoftwaredevelopedbyGordonW.Ross.
ThisproductincludessoftwaredevelopedbyTooLsGmbH.
ThisproductincludessoftwaredevelopedbyMatsOJansson.
ThisproductincludessoftwaredevelopedbyAdamGlassandCharlesM.Hannum.
Thisproduct includessoftwaredevelopedbyCharlesD.Cranor,Washing ton
University,andtheUniversityofCalifornia,Berkeleyanditscontributors.
ThisproductincludessoftwaredevelopedbyCharlesM.Hannum.
ThisproductincludessoftwaredevelopedbyHAYAKAWAKoichi.
ThisproductincludessoftwaredevelopedbyCharlesHannum.
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	� ACME	Labs	Freeware	License
Copyright©2000byJefPoskanzer<jef@mail.acme.com>.Allrightsreserved.
Redistributionanduse insourceandbinaryforms,withorwithoutmodification,
arepermittedprovidedthatthefollowingconditionsaremet:
1. Redistributionsofsourcecodemustretaintheabovecopyrightnotice,this

listofconditionsandthefollowingdisclaimer.
2. Redistributionsinbinaryformmustreproducetheabovecopyrightnotice,

this listofconditionsandthefollowingdisclaimer in thedocumentation
and/orothermaterialsprovidedwiththedistribution.

THISSOFTWARE ISPROVIDEDBYTHEAUTHORANDCONTRIBUTORS“AS IS”
ANDANYEXPRESSOR IMPLIEDWARRANTIES, INCLUDING,BUTNOTLIMITED
TO,THE IMPLIEDWARRANTIESOFMERCHANTABILITYANDFITNESSFORA
PARTICULARPURPOSEAREDISCLAIMED.  INNOEVENTSHALLTHEAUTHOR
ORCONTRIBUTORSBELIABLEFORANYDIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL,EXEMPLARY,ORCONSEQUENTIALDAMAGES(INCLUDING,BUTNOT
LIMITEDTO,PROCUREMENTOFSUBSTITUTEGOODSORSERVICES;LOSSOF
USE,DATA,ORPROFITS;ORBUSINESS INTERRUPTION)HOWEVERCAUSED
ANDONANYTHEORYOFLIABILITY,WHETHERINCONTRACT,STRICTLIABILITY,
ORTORT(INCLUDINGNEGLIGENCEOROTHERWISE)ARISINGINANYWAYOUT
OFTHEUSEOFTHISSOFTWARE,EVEN IFADVISEDOFTHEPOSSIBILITYOF
SUCHDAMAGE.

	� Cyrus	SASL	License
Thisproduct includessoftwaredevelopedbyComputingServicesatCarnegie
MellonUniversity(http://www.cmu.edu/computing/).

	� The	Independent	JPEG	Group’s	JPEG	software
ThissoftwareisbasedinpartontheworkoftheIndependentJPEGGroup.

	� Info-ZIP	License
Thisisversion1999-Oct-05oftheInfo-ZIPcopyrightandlicense.
Thedefinitiveversionof thisdocumentshouldbeavailableat ftp://ftp.cdrom.
com/pub/infozip/license.htmlindefinitely.
Copyright(C)1990-1999Info-ZIP.Allrightsreserved.
For thepurposesof this copyright and license, “Info-ZIP” isdefinedas the
followingsetofindividuals:
MarkAdler,JohnBush,KarlDavis,HaraldDenker,Jean-MichelDubois,Jean-loup
Gailly,HunterGoatley, IanGorman,ChrisHerborth,DirkHaase,GregHartwig,
RobertHeath, JonathanHudson,PaulKienitz,DavidKirschbaum,JohnnyLee,
OnnovanderLinden, IgorMandrichenko,SteveP.Miller,SergioMonesi,Keith
Owens,GeorgePetrov,GregRoelofs,KaiUweRommel,SteveSalisbury,Dave
Smith,ChristianSpieler,AntoineVerheijen,PaulvonBehren,RichWales,Mike
WhiteThissoftware isprovided“as is,”withoutwarrantyofanykind,expressor
implied.
InnoeventshallInfo-ZIPoritscontributorsbeheldliableforanydirect,indirect,
incidental,specialorconsequentialdamagesarisingoutoftheuseoforinability
tousethissoftware.
Permission isgrantedtoanyonetousethissoftwareforanypurpose, including
commercialapplications,andtoalter itandredistribute it freely,subjecttothe
followingrestrictions:
1. Redistributionsofsourcecodemust retain theabovecopyrightnotice,

definition,disclaimer,andthislistofconditions.
2. Redistributionsinbinaryformmustreproducetheabovecopyrightnotice,

definition,disclaimer,andthis listofconditions indocumentationand/or



4-6  商標および著作権などについて

othermaterialsprovidedwiththedistribution.
3. Alteredversions--including,butnot limited to,ports tonewoperating

systems,existingportswithnewgraphicalinterfaces,anddynamic,shared,
orstaticlibraryversions--mustbeplainlymarkedassuchandmustnotbe
misrepresentedasbeing theoriginalsource.Suchalteredversionsalso
mustnotbemisrepresentedasbeing Info-ZIPreleases--including,butnot
limitedto,labelingofthealteredversionswiththenames“Info-ZIP”(orany
variation thereof, including,butnot limited to,differentcapitalizations),
“PocketUnZip,” “WiZ”or“MacZip”withouttheexplicitpermissionof Info-
ZIP.Suchalteredversionsarefurtherprohibitedfrommisrepresentative
useoftheZip-BugsorInfo-ZIPe-mailaddressesoroftheInfo-ZIPURL(s).

4. Info-ZIPretainstherighttousethenames“Info-ZIP,”“Zip,”“UnZip,”“WiZ,”
“PocketUnZip,” “PocketZip,”and“MacZip”for itsownsourceandbinary
releases.

	� Net-SNMP	License
Variouscopyrightsapplytothispackage, listed invariousseparatepartsbelow.
Pleasemakesurethatyoureadalltheparts.
----Part1:CMU/UCDcopyrightnotice:(BSDlike)-----
Copyright1989,1991,1992byCarnegieMellonUniversityDerivativeWork -
1996,1998-2000
Copyright1996,1998-2000TheRegentsoftheUniversityofCaliforniaAllRights
Reserved

Permissiontouse,copy,modifyanddistributethissoftwareanditsdocumentation
foranypurposeandwithout fee isherebygranted,provided that theabove
copyrightnoticeappears inallcopiesandthatboth thatcopyrightnoticeand
thispermissionnoticeappearinsupportingdocumentation,andthatthenameof
CMUandTheRegentsoftheUniversityofCalifornianotbeused inadvertising
orpublicitypertaining todistributionof thesoftwarewithoutspecificwritten
permission.
CMUANDTHEREGENTSOFTHEUNIVERSITYOFCALIFORNIADISCLAIMALL
WARRANTIESWITHREGARDTOTHISSOFTWARE, INCLUDINGALL IMPLIED
WARRANTIESOFMERCHANTABILITYANDFITNESS.  INNOEVENTSHALL
CMUORTHEREGENTSOFTHEUNIVERSITYOFCALIFORNIABE LIABLE
FORANY SPECIAL, INDIRECTORCONSEQUENTIAL DAMAGESORANY
DAMAGESWHATSOEVERRESULTINGFROMTHELOSSOFUSE,DATAOR
PROFITS,WHETHER INANACTIONOFCONTRACT,NEGLIGENCEOROTHER
TORTIOUSACTION,ARISINGOUTOFOR INCONNECTIONWITHTHEUSEOR
PERFORMANCEOFTHISSOFTWARE.
----Part2:NetworksAssociatesTechnology,Inccopyrightnotice(BSD)-----
Copyright©2001-2003,NetworksAssociatesTechnology,Inc.Allrightsreserved.
Redistributionanduse insourceandbinaryforms,withorwithoutmodification,
arepermittedprovidedthatthefollowingconditionsaremet:
* Redistributionsofsourcecodemustretaintheabovecopyrightnotice,thislist
ofconditionsandthefollowingdisclaimer.

* Redistributionsinbinaryformmustreproducetheabovecopyrightnotice,this
listofconditionsandthe followingdisclaimer in thedocumentationand/or
othermaterialsprovidedwiththedistribution.

* NeitherthenameoftheNetworksAssociatesTechnology, Incnorthenames
ofitscontributorsmaybeusedtoendorseorpromoteproductsderivedfrom
thissoftwarewithoutspecificpriorwrittenpermission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” ANDANY EXPRESSOR IMPLIEDWARRANTIES,
INCLUDING,  BUT NOT L IMITED TO,  THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
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CONTRIBUTORSBELIABLEFORANYDIRECT,INDIRECT,INCIDENTAL,SPECIAL,
EXEMPLARY,ORCONSEQUENTIALDAMAGES(INCLUDING,BUTNOTLIMITED
TO,PROCUREMENTOFSUBSTITUTEGOODSORSERVICES;LOSSOFUSE,
DATA,ORPROFITS;ORBUSINESS INTERRUPTION)HOWEVERCAUSEDAND
ONANYTHEORYOFLIABILITY,WHETHERINCONTRACT,STRICTLIABILITY,OR
TORT(INCLUDINGNEGLIGENCEOROTHERWISE)ARISINGINANYWAYOUTOF
THEUSEOFTHISSOFTWARE,EVENIFADVISEDOFTHEPOSSIBILITYOFSUCH
DAMAGE.
----Part3:CambridgeBroadbandLtd.copyrightnotice(BSD)-----
Portionsofthiscodearecopyright(c)2001-2003,CambridgeBroadbandLtd.All
rightsreserved.
Redistributionanduse insourceandbinaryforms,withorwithoutmodification,
arepermittedprovidedthatthefollowingconditionsaremet:
* Redistributionsofsourcecodemustretaintheabovecopyrightnotice,thislist
ofconditionsandthefollowingdisclaimer.

* Redistributionsinbinaryformmustreproducetheabovecopyrightnotice,this
listofconditionsandthefollowingdisclaimer in the documentationand/or
othermaterialsprovidedwiththedistribution.

* ThenameofCambridgeBroadbandLtd.maynotbeused toendorseor
promoteproductsderivedfromthissoftwarewithoutspecificpriorwritten
permission.

THISSOFTWAREISPROVIDEDBYTHECOPYRIGHTHOLDER“AS IS”ANDANY
EXPRESSOR IMPLIEDWARRANTIES, INCLUDING,BUTNOTLIMITEDTO,THE
IMPLIEDWARRANTIESOFMERCHANTABILITYANDFITNESSFORAPARTICULAR
PURPOSEAREDISCLAIMED.  INNOEVENTSHALLTHECOPYRIGHTHOLDER
BELIABLEFORANYDIRECT,INDIRECT,INCIDENTAL,SPECIAL,EXEMPLARY,OR
CONSEQUENTIALDAMAGES(INCLUDING,BUTNOTLIMITEDTO,PROCUREMENT
OFSUBSTITUTEGOODSORSERVICES; LOSSOFUSE,DATA,ORPROFITS;
ORBUSINESS INTERRUPTION)HOWEVERCAUSEDANDONANYTHEORYOF
LIABILITY,WHETHER INCONTRACT,STRICTLIABILITY,ORTORT(INCLUDING
NEGLIGENCEOROTHERWISE)ARISINGINANYWAYOUTOFTHEUSEOFTHIS
SOFTWARE,EVENIFADVISEDOFTHEPOSSIBILITYOFSUCHDAMAGE.
----Part4:SunMicrosystems,Inc.copyrightnotice(BSD)-----
Copyright©2003SunMicrosystems, Inc.,4150NetworkCircle,SantaClara,
California95054,U.S.A.Allrightsreserved.
Useissubjecttolicensetermsbelow.
Thisdistributionmayincludematerialsdevelopedbythirdparties.
Sun,SunMicrosystems, theSun logoandSolarisaretrademarksorregistered
trademarksofSunMicrosystems,Inc.intheU.S.andothercountries.
Redistributionanduse insourceandbinaryforms,withorwithoutmodification,
arepermittedprovidedthatthefollowingconditionsaremet:
* Redistributionsofsourcecodemustretaintheabovecopyrightnotice,thislist
ofconditionsandthefollowingdisclaimer.

* Redistributionsinbinaryformmustreproducetheabovecopyrightnotice,this
listofconditionsandthe followingdisclaimer in thedocumentationand/or
othermaterialsprovidedwiththedistribution.

* Neither the name of the SunMicrosystems, Inc. nor the names of its
contributorsmaybeusedtoendorseorpromoteproductsderivedfromthis
softwarewithoutspecificpriorwrittenpermission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” ANDANY EXPRESSOR IMPLIEDWARRANTIES,
INCLUDING,  BUT NOT L IMITED TO,  THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORSBELIABLEFORANYDIRECT,INDIRECT,INCIDENTAL,SPECIAL,
EXEMPLARY,ORCONSEQUENTIALDAMAGES(INCLUDING,BUTNOTLIMITED
TO,PROCUREMENTOFSUBSTITUTEGOODSORSERVICES;LOSSOFUSE,
DATA,ORPROFITS;ORBUSINESS INTERRUPTION)HOWEVERCAUSEDAND
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ONANYTHEORYOFLIABILITY,WHETHERINCONTRACT,STRICTLIABILITY,OR
TORT(INCLUDINGNEGLIGENCEOROTHERWISE)ARISINGINANYWAYOUTOF
THEUSEOFTHISSOFTWARE,EVENIFADVISEDOFTHEPOSSIBILITYOFSUCH
DAMAGE.
----Part5:Sparta,Inccopyrightnotice(BSD)-----
Copyright©2003-2008,Sparta,Inc.Allrightsreserved.
Redistributionanduse insourceandbinaryforms,withorwithoutmodification,
arepermittedprovidedthatthefollowingconditionsaremet:
* Redistributionsofsourcecodemustretaintheabovecopyrightnotice,thislist
ofconditionsandthefollowingdisclaimer.

* Redistributionsinbinaryformmustreproducetheabovecopyrightnotice,this
listofconditionsandthefollowingdisclaimer in the documentationand/or
othermaterialsprovidedwiththedistribution.

* NeitherthenameofSparta,Incnorthenamesofitscontributorsmaybeused
toendorseorpromoteproductsderivedfromthissoftwarewithoutspecific
priorwrittenpermission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” ANDANY EXPRESSOR IMPLIEDWARRANTIES,
INCLUDING,  BUT NOT L IMITED TO,  THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORSBELIABLEFORANYDIRECT,INDIRECT,INCIDENTAL,SPECIAL,
EXEMPLARY,ORCONSEQUENTIALDAMAGES(INCLUDING,BUTNOTLIMITED
TO,PROCUREMENTOFSUBSTITUTEGOODSORSERVICES;LOSSOFUSE,
DATA,ORPROFITS;ORBUSINESS INTERRUPTION)HOWEVERCAUSEDAND
ONANYTHEORYOFLIABILITY,WHETHERINCONTRACT,STRICTLIABILITY,OR
TORT(INCLUDINGNEGLIGENCEOROTHERWISE)ARISINGINANYWAYOUTOF
THEUSEOFTHISSOFTWARE,EVENIFADVISEDOFTHEPOSSIBILITYOFSUCH
DAMAGE.
----Part6:Cisco/BUPTNICcopyrightnotice(BSD)-----
Copyright (c) 2004,Cisco, Inc and InformationNetworkCenter ofBeijing
UniversityofPostsandTelecommunications.Allrightsreserved.
Redistributionanduse insourceandbinaryforms,withorwithoutmodification,
arepermittedprovidedthatthefollowingconditionsaremet:
* Redistributionsofsourcecodemustretaintheabovecopyrightnotice,thislist
ofconditionsandthefollowingdisclaimer.

* Redistributionsinbinaryformmustreproducetheabovecopyrightnotice,this
listofconditionsandthefollowingdisclaimer in the documentationand/or
othermaterialsprovidedwiththedistribution.

* Neither the name of Cisco,  Inc ,  Bei j ing Univers i ty of Posts and
Telecommunications,nor thenamesof theircontributorsmaybeused to
endorseorpromoteproductsderivedfromthissoftwarewithoutspecificprior
writtenpermission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS “AS IS” ANDANY EXPRESSOR IMPLIEDWARRANTIES,
INCLUDING,  BUT NOT L IMITED TO,  THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR
CONTRIBUTORSBELIABLEFORANYDIRECT,INDIRECT,INCIDENTAL,SPECIAL,
EXEMPLARY,ORCONSEQUENTIALDAMAGES(INCLUDING,BUTNOTLIMITED
TO,PROCUREMENTOFSUBSTITUTEGOODSORSERVICES;LOSSOFUSE,
DATA,ORPROFITS;ORBUSINESS INTERRUPTION)HOWEVERCAUSEDAND
ONANYTHEORYOFLIABILITY,WHETHERINCONTRACT,STRICTLIABILITY,OR
TORT(INCLUDINGNEGLIGENCEOROTHERWISE)ARISINGINANYWAYOUTOF
THEUSEOFTHISSOFTWARE,EVENIFADVISEDOFTHEPOSSIBILITYOFSUCH
DAMAGE.
----Part7:FabasoftR&DSoftwareGmbH&CoKGcopyrightnotice(BSD)-----
Copyright©FabasoftR&DSoftwareGmbH&CoKG,2003oss@fabasoft.com
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Author:BernhardPenz
Redistributionanduse insourceandbinaryforms,withorwithoutmodification,
arepermittedprovidedthatthefollowingconditionsaremet:
* Redistributionsofsourcecodemustretaintheabovecopyrightnotice,thislist
ofconditionsandthefollowingdisclaimer.

* Redistributionsinbinaryformmustreproducetheabovecopyrightnotice,this
listofconditionsandthe followingdisclaimer in thedocumentationand/or
othermaterialsprovidedwiththedistribution.

* ThenameofFabasoftR&DSoftwareGmbH&CoKGoranyofitssubsidiaries,
brandorproductnamesmaynotbeusedtoendorseorpromoteproducts
derivedfromthissoftwarewithoutspecificpriorwrittenpermission.

THISSOFTWAREISPROVIDEDBYTHECOPYRIGHTHOLDER“AS IS”ANDANY
EXPRESSOR IMPLIEDWARRANTIES, INCLUDING,BUTNOTLIMITEDTO,THE
IMPLIEDWARRANTIESOFMERCHANTABILITYANDFITNESSFORAPARTICULAR
PURPOSEAREDISCLAIMED.  INNOEVENTSHALLTHECOPYRIGHTHOLDER
BELIABLEFORANYDIRECT,INDIRECT,INCIDENTAL,SPECIAL,EXEMPLARY,OR
CONSEQUENTIALDAMAGES(INCLUDING,BUTNOTLIMITEDTO,PROCUREMENT
OFSUBSTITUTEGOODSORSERVICES; LOSSOFUSE,DATA,ORPROFITS;
ORBUSINESS INTERRUPTION)HOWEVERCAUSEDANDONANYTHEORYOF
LIABILITY,WHETHER INCONTRACT,STRICTLIABILITY,ORTORT(INCLUDING
NEGLIGENCEOROTHERWISE)ARISINGINANYWAYOUTOFTHEUSEOFTHIS
SOFTWARE,EVENIFADVISEDOFTHEPOSSIBILITYOFSUCHDAMAGE.

	� The	zlib/libpng	License
TinyXMLisreleasedunderthezliblicense:
Thissoftware isprovided ‘as-is’,withoutanyexpressor impliedwarranty. Inno
eventwilltheauthorsbeheldliableforanydamagesarisingfromtheuseofthis
software.
Permission isgrantedtoanyonetousethissoftwareforanypurpose, including
commercialapplications,andtoalter itandredistribute it freely,subjecttothe
followingrestrictions:
1. Theoriginofthissoftwaremustnotbemisrepresented;youmustnotclaim

thatyouwrotetheoriginalsoftware.Ifyouusethissoftwareinaproduct,
anacknowledgment in theproductdocumentationwouldbeappreciated
butisnotrequired.

2. Alteredsourceversionsmustbeplainlymarkedassuch,andmustnotbe
misrepresentedasbeingtheoriginalsoftware.

3. Thisnoticemaynotberemovedoralteredfromanysourcedistribution.

Copyright(C)1995-1998Jean-loupGaillyandMarkAdler
Thissoftware isprovided ‘as-is’,withoutanyexpressor impliedwarranty.  Inno
eventwilltheauthorsbeheldliableforanydamagesarisingfromtheuseofthis
software.
Permission isgrantedtoanyonetousethissoftwareforanypurpose, including
commercialapplications,andtoalter itandredistribute it freely,subjecttothe
followingrestrictions:
1. Theoriginofthissoftwaremustnotbemisrepresented;youmustnotclaim

thatyouwrotetheoriginalsoftware.Ifyouusethissoftwareinaproduct,
anacknowledgment in theproductdocumentationwouldbeappreciated
butisnotrequired.

2. Alteredsourceversionsmustbeplainlymarkedassuch,andmustnotbe
misrepresentedasbeingtheoriginalsoftware.

3. Thisnoticemaynotberemovedoralteredfromanysourcedistribution.
 Jean-loupGaillyMarkAdlerjloup@gzip.orgmadler@alumni.caltech.edu
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	� FreeImage	Public	License	-	Version	1.0
1.Definitions.
1.1.“Contributor”meanseachentitythatcreatesorcontributestothecreationof
Modifications.
1.2. “ContributorVersion”means thecombinationof theOriginalCode,prior
ModificationsusedbyaContributor,andtheModificationsmadebythatparticular
Contributor.
1.3.“CoveredCode”meanstheOriginalCodeorModificationsorthecombination
oftheOriginalCodeandModifications,ineachcaseincludingportionsthereof.
1.4. “ElectronicDistributionMechanism”meansamechanismgenerallyaccepted
inthesoftwaredevelopmentcommunityfortheelectronictransferofdata.
1.5.“Executable”meansCoveredCodeinanyformotherthanSourceCode.
1.6. “InitialDeveloper”means the individualorentity identifiedas the Initial
DeveloperintheSourceCodenoticerequiredbyExhibitA.
1.7. “LargerWork”meansaworkwhichcombinesCoveredCodeorportions
thereofwithcodenotgovernedbythetermsofthisLicense.
1.8.“License”meansthisdocument.BSDlicense

Copyright © 1995 - 2001 Kungliga Tekniska Högskolan
(Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden).
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are 
permitted provided that the following conditions are met:
1.  Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of 

conditions and the following disclaimer.
2.  Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of 

conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials 
provided with the distribution.

3.  Neither the name of the Institute nor the names of its contributors may be used to 
endorse or promote products derived from this software without specific prior written 
permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE INSTITUTE AND CONTRIBUTORS “AS IS” 
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE INSTITUTE 
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF 
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN 
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

 � The zlib/libpng license
TinyXML is released under the zlib license:
This software is provided ‘as-is’, without any express or implied warranty.  In no event 
will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including 
commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following 
restrictions:
1.  The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you 

wrote the original software.  If you use this software in a product, an acknowledgment 
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in the product documentation would be appreciated but is not required.
2.  Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be 

misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Copyright © 1995-1998 Jean-loup Gailly and Mark Adler
This software is provided ‘as-is’, without any express or implied warranty.  In no event 
will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including 
commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following 
restrictions:
1.  The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you 

wrote the original software.  If you use this software in a product, an acknowledgment 
in the product documentation would be appreciated but is not required.

2.  Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be 
misrepresented as being the original software.

3.  This notice may not be removed or altered from any source distribution. 
Jean-loup Gailly Mark Adlerjloup@gzip.org  madler@alumni.caltech.edu

 � Boost software license
Boost Software License - Version 1.0 - August 17th, 2003

Permission is hereby granted, free of charge, to any person or organization obtaining 
a copy of the software and accompanying documentation covered by this license (the 
“Software”) to use, reproduce, display, distribute, execute, and transmit the Software, 
and to prepare derivative works of the Software, and to permit third-parties to whom the 
Software is furnished to do so, all subject to the following:

The copyright notices in the Software and this entire statement, including the above 
license grant, this restriction and the following disclaimer, must be included in all copies 
of the Software, in whole or in part, and all derivative works of the Software, unless such 
copies or derivative works are solely in the form of machine-executable object code
generated by a source language processor.

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, 
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES 
OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND 
NONINFRINGEMENT.  IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR 
ANYONE DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OR 
OTHER LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING 
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR 
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

 � The independent JPEG group’s JPEG software
This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

 � SSLeay License
Copyright © 1995-1997 Eric Young (eay@mincom.oz.au)
All rights reserved.
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This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@mincom.oz.au).
The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following 
conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this 
distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL 
documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms 
except that the holder is Tim Hudson (tjh@mincom.oz.au).

Copyright remains Eric Young’s, and as such any Copyright notices in the code are not to 
be removed.
If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author 
of the parts of the library used.
This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation 
(online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are 
permitted provided that the following conditions are met:
1.  Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions 

and the following disclaimer.
2.  Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of 

conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials 
provided with the distribution.

3.  All advertising materials mentioning features or use of this software must display the 
following acknowledgement:

  “This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@mincom.
oz.au)”

  The word ‘cryptographic’ can be left out if the rouines from the library being used are 
not cryptographic related :-).

4.  If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps 
directory (application code) you must include an acknowledgement:

 “This product includes software written by Tim Hudson (tjh@mincom.oz.au)”

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG “AS IS” AND ANY EXPRESS 
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, 
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, 
OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 
CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN 
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of 
this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another 
distribution licence

[including the GNU Public Licence.]
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使い方等でご不明の点がございましたら、NTT通信機器お取扱相談センタへお気軽にご相談ください。

NTT通信機器お取扱相談センタ
■NTT東日本エリア （北海道、東北、関東、甲信越地区） でご利用のお客様
お問い合わせ先 :      0120-970413

■NTT西日本エリア （東海、北陸、近畿、中国、四国、九州地区） でご利用のお客様
お問い合わせ先 :      0120-248995

※PHS・携帯電話・050IP電話からのご利用は：03-5667-7100（通話料金がかかります）

※PHS・携帯電話からも利用可能です。
受付時間： 9：00～17：00
※年末年始： 12月29日～1月3日は休業とさせていただきます。

受付時間： 9：00～17：00
※年末年始： 12月29日～1月3日は休業とさせていただきます。

当社ホームページでは、各種商品の最新の情報などを提供しています。
本商品を最適にご利用いただくために、定期的にごらんいただくことをお勧めします。

当社ホームページ： http://web116.jp/ced/
http://flets-w.com/solution/kiki_info/

電話番号はお間違えにならないように、ご注意願います。

故障に関するお問い合わせ

※ 携帯電話・PHSからは下記の電話番号にてお受けしています。
　　NTT東日本エリア　0120-000-113
　　NTT西日本エリア　0120-444-113
※ 故障修理等の対応時間は9:00～17:00となります。
    (17:00～翌日9:00までは録音にて受付しており順次ご対応いたします。)

故障した場合のお問い合わせは局番なしの113番へご連絡ください。（24時間 年中無休）
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