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ＤＩＣ標準色プロファイル使用許諾契約

本契約はお客様（個人、法人の別 を問いません）と日本国法人大日本インキ化学工業株式会社（以下DICといいます）との間に締結
される法的な契約です。DIC標準色プロファイルをご利用になるお客様は、本使用許諾契約の各条項に拘束されることに同意し
たことになります。

1. 使用許諾

本使用許諾契約書は、DICからお客様へのDIC標準色プロファイル（DIC Standard Color SFC1.0.1、DIC Standard
Color SFC1.0.2、DIC Standard Color SFM1.0.2、DIC Standard Color SFU1.0.2；以下総称してプロファイルとい
います）の無償使用許諾に関する契約です。
お客様は、プロファイルが記録されている媒体の所有権を有しますが、プロファイルに対する著作権はDICに留保され
ます。

2. 使用方法及びその制限

本使用許諾契約により、お客様は、本プロファイルをこれを搭載するプリンタ、RIPなどとともに使用することができ
ます。お客様が、プロファイル又はその一部を、修正、貸与、再使用許諾、譲渡、頒布することを禁止します。本使用
許諾契約に基づくお客様の権利を第三者に譲渡することはできません。プロファイルは、死傷又は深刻な物理的もしく
は環境上の損害をもたらすような用途に使用されることを意図するものではありません。
DICは、お客様が本使用許諾契約の定めの一条項にでも違反した場合、本使用許諾契約を通知なく、お客様が違反した
時点に遡って解除することができるものとします。

3. 無保証

DICは、お客様がプロファイルを無償で使用されることに鑑みて、明示・黙示を問わず、プロファイルの商品価値や使
用可能性、第三者の権利を侵害しないこと、その他一切の保証なしに、プロファイルをお客様に提供します。これらに
ついての一切のリスクはお客様に負っていただきます。DICは、プロファイルに欠陥や瑕疵が発見された場合であって
も有償・無償を問わず当該欠陥・瑕疵を修正・修復を保証するものではありません。

4. 責任の制限

過失を含むいかなる場合であっても、DICは、プロファイルに起因する若しくは関連する付随的、特別 ・間接損害、逸
失利益等一切の責任を負いません。たとえ、DICが、この様な損害の可能性について事前に知らされていた場合も同様
です。

5. 準拠法及び契約の分離性

本使用許諾契約は、日本の法律に準拠し、同法律に従って解釈されます。何らかの理由により、管轄権を有する裁判所
が本使用許諾契約のいずれかの条項又はその一部について効力を失わせた場合であっても、本使用許諾契約の他の条項
は依然として完全な効力を有するものとします。

3. 完全な合意

本使用許諾契約は、プロファイルの使用について、お客様とDICの取り決めのすべてを記載するものです。
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システム概要

特長

・Adobe社の日本語PostScript3に対応
・独自のスプライン補間による拡大処理ソフトウェアによりカラー画像データを高品質のまま拡大印刷
・PS、EPS、TIFF、JPEG、BMP、PDF形式の入力データに対応
　(EPS、TIFF、JPEG、BMP、PDF形式のファイルはドロッププリントによる印刷に対応)
・ネットワーク対応のため、複数台のMacintoshやWindows PCのクライアントからの印刷指示が可能
・RIPサーバのみのスタンドアロン構成（1台のコンピュータでRIPサーバとクライアントを兼ねる）も可能。
・ICC準拠のカラーマネジメント機構により、安定した色再現を実現。
・マルチジョブ、マルチプリントにより、複数プリンタへの同時出力が可能。

CD-ROM取り扱い上の注意

＊ディスク面に手を触れないよう気をつけ、汚れ、キズ、指紋等を付けないように気をつけて取り扱ってくだ
さい。

＊ディスクにはシール等を貼付したり、鉛筆、ボールペン、油性ペン等で文字や絵を描いたりしないでくださ
い。

＊ディスクが汚れた時は、柔らかい布で内側から外側に向かって軽く拭き取ってください。
＊レコード用クリーナーや溶剤等は使用しないでください。
＊変形やひび割れ、接着剤等で補修したディスクは絶対に使用しないでください。
＊直射日光の当たる場所や、高温、多湿の場所を避けて保管してください。
＊使用後は、元のディスクケースに収納して保管してください。
＊プラスチックケースの上に重い物を置いたり落としたりすると、ケースが破損しけがをすることがあります。

警告
CD-ROMディスクを音楽再生用プレーヤーでは絶対に再生しないでください。

システム構成図
クライアント
(Windows)

クライアント
(Macintosh)

RIPサーバ
(MagicChoice) プリンタ
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第1章　インストール
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システム条件

本ソフトウェアを使用するには、以下の環境が必要です。

RIPサーバのシステム条件

・CPU：Pentium 4／ 2.5 GHz 以上を推奨
・RAM：256 MB 以上（1 GB 以上を推奨）
・HDD：RIPをインストールするドライブに20 GB以上、スプールフォルダ
が存在するドライブ（*1）に4 GB以上（長尺印刷モードの場合は8 GB以上）

・Video：1024 x 768 pixel／ 65536色以上を推奨
・ネットワーク：Ethernet（100BASE-TXを推奨）
・OS：Windows 2000 Server、Windows 2000 Professional、Windows
XP Professional のいずれか

また、それぞれのOSには以下の環境が必要です。

Windows 2000 Server

ネットワーク

・インターネットプロトコル(TCP/IP)
・AppleTalkプロトコル
・Microsoftネットワーク用ファイル共有とプリンタ共有

Windowsコンポーネント

・インターネット インフォメーション サービス(IIS) 5.0
・Macintosh用ファイルサービス
・Macintosh用印刷サービス

Java仮想マシン

・Microsoft VM または
　Sun Microsystems JRE（Java 2 Runtime Environment, SE）

Webブラウザ

・Internet Explorer 5.5 以上

Windows 2000 Professional

ネットワーク

・インターネットプロトコル(TCP/IP)
・AppleTalkプロトコル
・Microsoftネットワーク用ファイル共有とプリンタ共有

Windowsコンポーネント

・インターネット インフォメーション サービス(IIS) 5.0

Java仮想マシン

・Microsoft VM または
　Sun Microsystems JRE（Java 2 Runtime Environment, SE）

Webブラウザ

・Internet Explorer 5.5 以上

アプリケーションソフト

・PC MACLAN for Windows 2000 日本語版 v8.1c (*2)

*2
クライアントにMacintosh
をお使いになる場合に必要
です。必要な場合は別途お
求めください。
PC MACLANは、株式会社
ディアイティの製品です。

*1
スプールフォルダは、通常
Windows をインストール
したドライブにあります。
スプールフォルダの場所を
調べるには、次のようにし
ます。
「スタート」メニューから
「設定」-「プリンタ」（また
は「プリンタとFAX」）を開
き、「ファイル」メニューか
ら「サーバのプロパティ」
を開きます。「詳細設定」タ
ブの「スプールフォルダ」
を確認します。
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Windows XP Professional

ネットワーク

・インターネットプロトコル(TCP/IP)
・Microsoftネットワーク用ファイル共有とプリンタ共有

Windowsコンポーネント

・インターネット インフォメーション サービス(IIS) 5.0

Webブラウザ

・Internet Explorer 5.5 以上

Java仮想マシン (*1)
・Microsoft VM または
　Sun Microsystems JRE（Java 2 Runtime Environment, SE）

アプリケーションソフト

・PC MACLAN for Windows 2000 日本語版 v8.1c (*2)

＜ご注意＞
* Windows XP Professionalは、フォントダウンロードに未対応です。
* Windows XP Home Editionには対応していません。

クライアントのシステム条件

本RIPでは、次のコンピュータをクライアントとすることができます。

Windows

・Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP
・また、RIPサーバとネットワーク接続するために、インターネットプロトコ
ル（TCP/IPプロトコル）、Microsoftネットワーク用ファイル共有とプリン
タ共有、Ethernet が必要です。

Macintosh

・Mac OS 7.51～9.x、Mac OS X ver.10.2以上
・また、RIPサーバとネットワーク接続するために、AppleTalk、Ethernetが
必要です。

*2
クライアントにMacintosh
をお使いになる場合に必要
です。必要な場合は別途お
求めください。
PC MACLANは、株式会社
ディアイティの製品です。

*1
Windows XPの一部のバー
ジョンには、Java仮想マシ
ンは標準では含まれており
ません。この場合、Java仮
想マシンを別途ご入手のう
えインストールしてくださ
い。
ご入手については、Sun
Microsystems のホーム
ページ
http :// java .sun.com/
getjava/ja/
をご参照ください。
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標準的なWindowsセットアップ方法

ここで説明しているWindowsセットアップは、本ソフトウェアを動作させる
ための標準的なものです。お使いのPCメーカー、機種、使用パーツの違いや、
OSのプレインストール状態の違い、ドライバやアプリケーションなどの違い
により必要な手順や項目は変化します。
このインストール手順はあくまでも「参考」です。サーバやネットワークの管
理者、およびご使用のPCやパーツに付属の取扱説明書に従って作業してくだ
さい。操作方法について分からない場合は各製造元へお問い合わせください。

Windows 2000 Server

ハードディスクのフォーマット形式

NTFS形式でフォーマットします。

サーバの種類選択

すでにWindowsネットワークを使用している場合には、サーバやネットワー
クの管理者に相談してください。
Windowsネットワークを使用していない場合には、「スタンドアロンサーバ」
を選択します。

必要なコンポーネントの追加

ネットワークプロトコル
　・インターネットプロトコル(TCP/IP)
　・AppleTalkプロトコル
ネットワークサービス
　・Microsoftネットワーク用ファイル共有とプリンタ共有
Windowsコンポーネント
　・インターネット インフォメーション サービス(IIS)
　・Macintosh用ファイルサービス
　・Macintosh用印刷サービス
Java仮想マシン (*)
　・Microsoft VM または
　　Sun Microsystems JRE（Java 2 Runtime Environment, SE）

IPアドレスおよびサブネットマスクの設定

必ずIPアドレスを設定してください。IPアドレスについてはサーバやネット
ワークの管理者に相談してください。

IPアドレスについて

すでにネットワークを使用している場合には、管理者に使用できるアド
レスを教えてもらってください。不適当なアドレスを付けると、ネット
ワーク全体が動作しなくなることがあります。
ネットワークを使用していない場合には、 I P アドレスは
「192.168.0.100」など、サブネットマスクは「255.255.255.0」と設
定してください。

*
Java 仮想マシンがインス
トール済みかを確認するに
は、次のようになっている
かを調べてください。

a) コマンドプロンプトで
「jview」コマンドが実行
できる（エラーにならな
い）。

b) コントロールパネルに
「Java Plug-in」アイコ
ンがある。

このいずれかひとつでも該
当すれば、インストール済
みです。

Java 仮想マシンがない場
合は、Internet Explorerの
カスタムインストールで
「M i c r o s o f t  V i r t u a l
Machine」をインストール
するか、 h t t p : / /
java.sun.com/getjava/ja/
よりダウンロードしてくだ
さい。
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仮想メモリの設定値の変更

1.「コントロールパネル」ー「システム」を起動します。
2.「詳細」タブの「パフォーマンスオプション」ボタンを押し、さらに仮想メ
モリの「変更」ボタンを押します。開いたウインドウで「初期サイズ」と「最
大サイズ」を設定します。

3.仮想メモリのサイズは、「すべてのドライブの総ページングファイルサイズ」
の「推奨」値以上に設定してください。

「サーバーの最適化」の設定

1.「コントロールパネル」－「ネットワークとダイヤルアップ接続」を起動し
ます。

2.「ローカルエリア接続」を選択してメニューの「ファイル」－「プロパティ」
をクリックします。

3.「Microsoftネットワーク用ファイルとプリンタ共有」を選択して「プロパ
ティ」ボタンを押します。

4.「最適化」を「ネットワークアプリケーションのデータスループットを最大
にする」に設定します。

Windows 2000 Professional

ハードディスクのフォーマット形式

FAT32またはNTFS形式でフォーマットします（NTFS形式を推奨します）。

必要なコンポーネントの追加

ネットワークプロトコル
　・インターネットプロトコル(TCP/IP)
　・AppleTalkプロトコル
ネットワークサービス
　・Microsoftネットワーク用ファイルとプリンタ共有
Windowsコンポーネント
　・インターネット インフォメーション サービス(IIS)
Java仮想マシン (*)
　・Microsoft VM または
　　Sun Microsystems JRE（Java 2 Runtime Environment, SE）

IPアドレスおよびサブネットマスクの設定

必ずIPアドレスを設定してください。IPアドレスについてはサーバやネット
ワークの管理者に相談してください。

IPアドレスについて

すでにネットワークを使用している場合には、管理者に使用できるアド
レスを教えてもらってください。不適当なアドレスを付けると、ネット
ワーク全体が動作しなくなることがあります。
ネットワークを使用していない場合には、 I P アドレスは
「192.168.0.100」など、サブネットマスクは「255.255.255.0」と設
定してください。

*
Java 仮想マシンがインス
トール済みかを確認するに
は、次のようになっている
かを調べてください。

a) コマンドプロンプトで
「jview」コマンドが実行
できる（エラーにならな
い）。

b) コントロールパネルに
「Java Plug-in」アイコ
ンがある。

このいずれかひとつでも該
当すれば、インストール済
みです。

Java 仮想マシンがない場
合は、Internet Explorerの
カスタムインストールで
「M i c r o s o f t  V i r t u a l
Machine」をインストール
するか、 h t t p : / /
java.sun.com/getjava/ja/
よりダウンロードしてくだ
さい。
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仮想メモリの設定値の変更

1.「コントロールパネル」-「システム」を起動します。
2.「詳細」タブの「パフォーマンスオプション」ボタンを押し、さらに仮想メ
モリの「変更」ボタンを押します。開いたウインドウで「初期サイズ」と「最
大サイズ」を設定します。

3.仮想メモリのサイズは、「すべてのドライブの総ページングファイルサイズ」
の「推奨」値以上に設定してください。

Windows XP Professional

ハードディスクのフォーマット形式

FAT32またはNTFS形式でフォーマットします（NTFS形式を推奨します）。

必要なコンポーネントの追加

ネットワークプロトコル
　・インターネットプロトコル(TCP/IP)
ネットワークサービス
　・Microsoftネットワーク用ファイルとプリンタ共有
Windowsコンポーネント
　・インターネット インフォメーション サービス(IIS)
Java仮想マシン (*1)
　・Microsoft VM または
　　Sun Microsystems JRE（Java 2 Runtime Environment, SE）

Java仮想マシンの確認方法

Java 仮想マシンがインストール済みかを確認するには、次のように
なっているかを調べてください。
 ・コマンドプロンプトで「jview」コマンドが実行できる（エラーになら
ない）。

 ・コントロールパネルに「Java Plug-in」アイコンがある。 (*2)
このいずれかひとつでも該当すれば、インストール済みです。

IPアドレスおよびサブネットマスクの設定

必ずIPアドレスを設定してください。IPアドレスについてはサーバやネット
ワークの管理者に相談してください。

IPアドレスについて

すでにネットワークを使用している場合には、管理者に使用できるアド
レスを教えてもらってください。不適当なアドレスを付けると、ネット
ワーク全体が動作しなくなることがあります。
ネットワークを使用していない場合には、 I P アドレスは
「192.168.0.100」など、サブネットマスクは「255.255.255.0」と設
定してください。

*1
Windows XP の一部の
バージョンでは、Java仮想
マシンが含まれておりませ
ん。この場合、Java仮想マ
シンを別途ご入手のうえイ
ンストールしてください。
ご入手については、Sun
Microsystems のホーム
ページ
http :// java .sun.com/
getjava/ja/
をご参照ください。

*2
Windows XPの場合、「コ
ントロールパネル」を開
き、「クラシック表示に切
り替える」または「コント
ロールパネルのその他のオ
プション」をクリックする
と表示されます。
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簡易ファイル共有の設定

次の手順で、簡易ファイル共有を無効に設定してください。
1.「スタート」メニューから「マイコンピュータ」を開きます。
2.メニューの「ツール」-「フォルダオプション」をクリックします。
3.「表示」タブをクリックします。
4.「詳細設定」欄で「簡易ファイルの共有を使用する」のチェックを外します。
5.「OK」をクリックします。
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Windowsのユーザーアカウント設定

RIPサーバがWindows 2000の場合

RIPのスタート画面を起動する際に、「Users」以上の権限を持つユーザーアカ
ウントが必要になります。必要に応じてユーザーアカウントを登録してくださ
い。

RIPサーバがWindows XP Professionalの場合

パスワードを持つ「Administrators（管理者）」権限のユーザーアカウントを少
なくとも一つは登録してください。パスワードのないユーザーアカウントを使
うことはできません。
RIPの操作をするためには、常に「Administrators（管理者）」権限のユーザー
アカウントでWindowsにログオンする必要があります。また、RIPのスター
ト画面を起動する際のユーザー名も同様です。

*
RIPソフトウェアをインス
トールすると、Windowsに
「Use rs」権限（制限付き
ユーザー）のユーザーアカ
ウントが追加されます。こ
のアカウントのユーザー名
は「d s」、パスワードも
「ds」です。
ただし、Windows XPでこ
のユーザーアカウントを使
うことはできません。RIP
の 操 作 の た め に は 、
「Administrators（管理者）」
権限を持つユーザー名でロ
グオンしてください。
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Internet Explorer 5.5の設定

「インターネット一時ファイル」の設定

1.「コントロールパネル」－「インターネットオプション」を起動します。
2.「全般」タブの「インターネット一時ファイル」から「設定」ボタンを押し
ます。

3.「インターネット一時ファイルのフォルダ」の「使用するディスク領域」を
最小値(1)に変更します。

4.「詳細設定」タブの「セキュリティ」－「ブラウザを閉じた時、[Temporary
Internet Files]フォルダを空にする」にチェックを入れます。

プロクシの設定

プロクシを使用している場合は、RIPサーバのアドレスに対して「プロクシを
経由しない」設定してください。

インターネット接続ウィザードの設定方法

「インターネット接続ウィザード」が自動で起動してくることがあります。そ
のような場合は以下の項目を参考にしてください。

①｢インターネット接続を手動で設定するか、またはローカルエリアネット
ワーク(LAN)を使って接続します｣を選択し、｢次へ｣をクリックします。

②｢ローカルエリアネットワーク(LAN)を使ってインターネットに接続します｣
を選択し、｢次へ｣をクリックします。
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③何も選択せず(選択されている場合は解除します)、そのまま｢次へ｣をクリッ
クします。

④メールアカウントを作成するか聞かれた場合は｢いいえ｣を選択してください。
⑤｢完了｣をクリックし、｢インターネット接続ウィザード｣を終了します。
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RIPソフトウェアのインストール (*1)

1. Administrators（管理者）権限を持つユーザー名でWindowsにログオン
します。

2. MagicChoiceのCD-ROMを挿入します。インストール画面が表示され
たら、「次へ」を押します。
表示されないときはCD-ROM内の「setupmain.exe」を実行します。

「動作環境の調査」画面が表示されます。プロテクタをUSBポートに取
り付け (*2)、「OK」を押します。
すでにプロテクタが取り付けられているときには、一旦取り外してから
もう一度取り付けてください。

3.「動作環境の調査中」画面が表示され、システム環境の調査が行われます。
環境が足りない場合、手順4へ進みます。
環境が全て整っていた場合は、手順6へ進みます。

4.「動作環境のセットアップ」画面が表示されます。
注意事項を確認し、必要なら「キャンセル」で中止した後に作業を行っ
てください。インストールを続行する場合は、｢次へ｣を押します。

*1
WindowsのシステムCDを
ご用意ください。インス
トール中に要求されること
があります。

プロテクタ

*2
このとき、プロテクタの
U S B ドライバをインス
トールするウィザード画面
が起動することがありま
す。この場合、「ソフトウェ
アを自動的にインストール
する」を選択し、ドライバ
のインストールを続行して
ください。
完了後、手順1からやり直
してください。
U S B ド ラ イ バ は 、
MagicChoiceのCD-ROM
に含まれています。
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5.「動作環境のセットアップ」画面が表示され、システム設定とシステム
環境調査が行われます。
システム環境調査の結果、次の①～③いずれかになります。

① Windowsコンポーネントの環境が不足している場合には、「動作環
境のセットアップ」ダイアログボックスが表示され、不足している
コンポーネント名を表示します。 (*)

「OK」を押すと、「アプリケーションの追加と削除」と設定方法の説
明が表示されます。

説明に従ってWindowsコンポーネントの設定を行ってください。
設定が完了したら、再起動後に手順1からやり直してください。

*
この例は、Macintosh 用
フ ァ イ ル サ ー ビ ス 、
Macintosh用印刷サービス
が不足している場合です。
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② ネットワークの環境が不足している場合には、「動作環境のセット
アップ」ダイアログボックスが表示され、不足しているコンポーネ
ント名を表示します。 (*)

「OK」を押すと、「ネットワークとダイヤルアップ接続」と設定方法
の説明が表示されます。

説明に従ってネットワークコンポーネントの設定を行ってください。
設定が完了したら、再起動後に手順1からやり直してください。

③ 必要な環境が整っていた場合には、手順6へ進みます。

6. セットアップ画面が表示されます。「次へ」を押します。

*
この例は、Microsoft ネッ
トワーク用ファイルとプリ
ンタが不足している場合で
す。
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7. ご使用になるユーザの情報を入力し、「次へ」を押します。

8. 必要に応じてRIPの作業ディレクトリを変更します。 (*1)
このままでいい場合は、そのまま「次へ」を押します。

9. 内容を確認し、「次へ」を押します。ファイルのコピーが開始されます。

10. RIPの識別番号を任意の3桁の数字で入力し、「次へ」を押します。 (*2)
ここでは、例として「000｣と入力します。

*1
作業ディレクトリは、でき
るだけ多くの空き容量のド
ライブを指定することをお
勧めします。

*2
同一ネットワーク内で本
RIPソフトウェアを2つ以
上お使いの場合、それぞれ
重複しない番号を付けてく
ださい。
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11. RIPの識別番号、PPDファイル名、プリンタ名を確認のうえ、「OK｣を
押します。
システムの設定、附属TrueTypeフォントのインストール等が行われま
す。作業には数分かかることがあります。「セットアップの完了」画面
が表示されるまでそのままお待ちください。

12. 図のような画面が表示された場合、WindowsのシステムCDと入れ替
え、「OK」を押します（*1）。このときWindowsのセットアップ画面な
どが起動したら、その画面は閉じます。

システムCD内の「I386」フォルダを開き、その中の「Driver.cab」ま
たは「Driver」ファイルを選択します。「開く」を押します。

13.「セットアップの完了」画面が表示されたら、「完了」ボタンを押します。
以上でRIPソフトウェア本体のインストールは完了です。 (*2)

*2
RIPソフトウェアをインス
トールすると、Windowsに
「Use rs」権限（制限付き
ユーザー）のユーザーアカ
ウントが追加されます。こ
のアカウントのユーザー名
は「d s」、パスワードも
「ds」です。
ただし、Windows XPでこ
のユーザーアカウントを使
うことはできません。RIP
の 操 作 の た め に は 、
「Administrators（管理者）」
権限を持つユーザー名でロ
グオンしてください。

*1
W indows がプレインス
トールされており、システ
ムCDがない場合は、その
まま「OK」を押し、Windows
がインストールされている
ドライブの中から「I386」
フォルダを探してみてくだ
さい。
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RIPソフトウェアへのプリンタ登録

RIPソフトウェアのインストールが完了したら、登録されているプリンタの変
更を行います。

1. Windowsの「スタート」メニューから、「プログラム」-「MagicChoice」-
「プリンタ追加ツール」をクリックします。
プリンタ追加ダイアログが開きます。

2. お使いのプリンタの機種名を確認します。「プリンタ一覧」のリストで、
使わないプリンタを選択し「削除」ボタンを押します。 (*)

3. 手順2を繰り返し、お使いのプリンタのみを残します。

4.「OK」をクリックします。

5. Windowsを再起動します。

*
削除したプリンタは、必要
に応じて自由に追加し直す
ことができます。
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出力先ポートの設定

RIPサーバとプリンタ（リアルプリンタ）を接続するための出力先ポートを設定
します。Ethernet（100BASE-TX）による接続を推奨します。

Step 1：出力ポートの作成

1. ＜Windows 2000の場合＞
「スタート」-「設定」-「プリンタ」をクリックし、「プリンタの追
加」アイコンをダブルクリックします。

＜Windows XPの場合＞
「スタート」-「コントロールパネル」-「プリンタとその他のハー
ドウェア」-「プリンタとFAX」を開きます。「プリンタのタスク」-
「プリンタのインストール」をクリックします。

2.「プリンタの追加ウィザードの開始」が開いたら、「次へ」をクリックし
ます。

3.「ローカルプリンタ」を選択します。「プラグアンドプレイ対応プリンタ
を自動的に検出してインストールする」のチェックは外します。「次へ」
をクリックします。

4.「新しいポートの作成」を選び、「Standard TCP/IP Port」を選択しま
す。「次へ」をクリックします。
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5.「標準TCP/IPプリンタポートの追加ウィザード」が起動したら「次へ」
をクリックします。

6.「プリンタ名またはIPアドレス」欄に、出力先のIPアドレス（プリンタ
に付けたIPアドレス）を入力し、「次へ」を押します。 (*)

7.「デバイスの種類」で「標準」を選び、「Generic Network Card」を選
択します。「次へ」をクリックします。

8. プロトコルが「RAW, ポート9100」であること、デバイスの IPアド
レスが正しいことを確認し、「完了」をクリックします。

*
IPアドレスの確認に1分ほ
どかかる場合があります。
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9.「製造元」で「Apple」を、「プリンタ」で「Apple LaserWriter II NTX-
J」を選択し、「次へ」をクリックします。

10. 任意のプリンタ名を入力します。お使いのプリンタの機種名にしておく
と良いでしょう。また、「通常使うプリンタ」は「いいえ」を選択しま
す。「次へ」をクリックします。

11.「このプリンタを共有しない」を選択し、「次へ」をクリックします。

12. テストページの印刷は「いいえ」を選択し、「次へ」をクリックします。

13. プリンタ追加ウィザードの完了画面が表示されたら、「完了」をクリッ
クします。
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Step 2：出力先ポートの選択

1.「スタート」-「プログラム」-「MagicChoice」-「プリンタ設定ツール」
をクリックします。
「プリンタ設定ツール」ダイアログが開きます。

2. お使いのプリンタ機種名を選択し、「変更」ボタンをクリックします。
設定画面が開きます。

3.「出力先ポート」で、Step 1で作成したプリンタを選択し、「OK」ボタ
ンをクリックします。

4.「設定」ボタンをクリックします。次に「終了」ボタンを押してダイア
ログを閉じます。

プリンタポートからの出力

プリンタをプリンタケーブルで接続したい場合は、「プリンタ設定ツー
ル」で「出力先ポート」として「RMCOut」を選択してください。
ただし、プリンタポートからの出力は転送速度が遅く良好な印刷結果を
得られないことがあるため、推奨できません。



第1章　インストール

23

*
PC MACLAN をインス
トールした後、最初に1度
設定を行ってください。

PC MACLANのインストールと設定

RIPサーバがWindows 2000 ProfessionalまたはWindows XP Professional
で、クライアントにMacintosh をお使いになる場合は、RIP サーバにPC
MACLANをインストールしてください。
インストール方法および詳しい操作方法については、PC MACLANの説明書
を参照してください。ここでは、MagicChoiceに必要な設定について説明し
ます。

1. PC MACLANファイルサーバのセットアップ

MacintoshクライアントからRIPサーバにファイルアクセスを可能にする設
定を行います。 (*)

1.「PC MACLANファイルサーバ」ウインドウを開きます。
([スタート]→[プログラム(P)]→[PC MACLAN]→[ファイルサーバ])

2. [利用者グループ(U)...] アイコンをクリックします。

3. [利用者(U)]で、Macintoshからアクセスしたい利用者をクリックし、
[パスワード変更]をクリックします。

ここでは、RIPの認識番号
が000、RIPソフトがDド
ライブにインストールされ
ている場合を例として説明
しています。
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4. MacintoshからこのPCへアクセスするためのパスワード (*1) を入力
し、[OK]をクリックします。

5.「利用者&グループ」ダイアログボックスの[閉じる]をクリックし、閉
じます。

6. 次に[ファイルサーバ]アイコンをクリックします。

7. 下図の通りチェックボックスを設定します。
但しサーバー名は変更する必要はありません。

8. [OK]をクリックすれば設定完了です。引き続き次項の設定を行ってく
ださい。

2. プリンタの設定

Macintoshで使用するプリンタを設定します。 (*2)

1.「PC MACLANプリントサーバ」ウインドウを開きます。
([スタート]→[プログラム(P)]→[PC MACLAN]→[プリントサーバ])

2. [新規]アイコンをクリックします。

3.「スプーラ設定」ダイアログボックスが表示されますので、
「AppleTalk」と「出力先」を以下の図を参考に設定してください。

認識番号000の
場合の例

*1
ここで設定するパスワード
は、RIPサーバのWindows
に登録されているユーザー
のものと同じにして下さ
い。
また、Windows XPの場合
は、Administrators（管理
者）権限を持つユーザーの
パスワードである必要があ
ります。

*2
PC MACLAN をインス
トールした後、最初に1度
設定を行ってください。
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4. 設定ができましたら、次に[オプション(O)...]をクリックします。

5.「オプション」ダイアログボックスで、「変換しない」をクリックした後
[OK]をクリックします。

6.「スプーラ設定」ダイアログボックスの[OK]をクリックし、閉じます。

7.「スプーラ設定」ダイアログボックスが消え、下図のような表示になり
ます。

* もし「ステータス」が「停止中」であった場合は、RMC000の行
をクリックして選択した後、「開始」ボタンをクリックして、ス
テータスを「動作中」にしてくだい。

* また、間違えて設定した場合は、RMC000の行をクリックして選
択した後、停止ボタンをクリックし(ステータスが「動作中」の場
合のみ)、続いて「削除」ボタンをクリックしてプリンタを削除し
た後、手順１からやり直してください。

8.「PC MACLANプリントサーバ」ウインドウ右上の閉じるボタン を

クリックすれば設定完了です。

開始ボタン

停止ボタン

削除ボタン
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3. 各種フォルダの共有設定

Macintoshにフォルダが見えるように設定します。 (*1)
MacintoshからRIPの操作を行う為には、PC MACLANのファイルサーバに
共有フォルダの設定が必要になります(Windows側の共有とは違います。ご注
意下さい) 。

※設定例として、ColorProfフォルダの共有設定を例に取って説明します。実
際の使用時には次のそれぞれのフォルダについて共有設定してください。

共有するRIPサーバのフォルダ (*2) 共有名
C:¥OPI-LOW OPI-LOW
C:¥OPI-PUSH OPI-PUSH
D:¥MagicChoice¥copypool¥trash Trash(000)
D:¥MagicChoice¥copypool¥colprof ColorProf(000)
D:¥MagicChoice¥copypool¥ppd PPD(000)
D:¥MagicChoice¥copypool¥00000000 Layout(000)

1.「PC MACLAN ファイルサーバ」ウインドウを開きます。

2. 共有フォルダをクリックします。

3. Macintoshに共有させるフォルダを選択します。

4. [共有]ボタンをクリックして、共有名を設定します。
この時、選択したフォルダが間違っていないか確認してください。その
他設定については、下図と同じようにしてください。

*2
この表に示したディレクト
リは、WindowsがCドライ
ブ、RIPソフトがDドライ
ブにインストールされてお
り、RIPの認識番号が000
の場合の例となります。

(例) "D:¥MagicChoice¥copypool¥colprof"を選択した場合

(例)共有名 "ColorProf(000)"を指定した場合

*1
PC MACLAN をインス
トールした後、最初に1度
設定を行ってください。
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5. [OK]をクリックします。
「その名前の共有フォルダはすでに存在します」というダイアログが出
る場合「共有フォルダ」ダイアログボックスの「共有中のフォルダ」リ
ストの中に、重複した共有名が存在しています。 この場合は、共有名を
選択して[解除(U)]をクリックし、重複している共有名の解除を行なって
下さい (共有名を解除するフォルダが、Macintoshで選択されていない
ことが前提となります)。

6. 選択したフォルダが共有された事を確認します。
間違えた設定で共有してしまった場合、「共有ディレクトリ」ダイアロ
グボックスの「共有フォルダ」一覧から、間違えた共有フォルダを選択
してから[解除(U)]をクリックしてください。手順４からやり直せます。

7. 手順3～6を繰り返し、前ページの表のすべてのフォルダを共有設定し
ます。

8.「共有フォルダ」ダイアログボックスの[閉じる]をクリックし、閉じます。

9.「PC MACLANファイルサーバ」ウインドウ右上の閉じるボタンをク
リックします。

※インストール時に行うPC MACLANの設定は、以上で完了です。ただし、
この後にドロップフォルダを新規に作成した場合は、次ページの「4. ドロッ
プフォルダの共有設定（更新）」を行ってください。

(例)共有名 "ColorProf(000)"の共有が完了した状態
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4.ドロップフォルダの共有設定（更新）

RIPサーバには、「ドロップフォルダ」と呼ばれるフォルダがあります。これ
は、ユーザーが必要に応じて自由に作成することができます（*1）。ドロップ
フォルダを作成ないし削除した際には、次の操作を行ってください。
ドロップフォルダについては、「第2章 基本的な使い方」の「ドロップフォル
ダの作成」を参照してください。

ドロップフォルダ作成時の操作

ドロップフォルダを新たに作成した場合には、前項の「3.各種フォルダの共有
設定」と同じ手順でそのフォルダを共有設定してください。

　新規作成したドロップフォルダの例 　共有名
　D:¥MagicChoice¥copypool¥00000001 (*2) 　（ユーザー設定）

ドロップフォルダ削除時の操作

ドロップフォルダを削除したり、メンテナンスタブから初期化を行ったにもか
かわらず、エクスプローラ画面上に削除したフォルダが存在したままになり、
Macintoshから参照できてしまうことがあります。
この場合は、以下の手順によって、エクスプローラ画面から完全に削除するこ
とが可能です。

1. RIPサーバのWindowsを再起動します。

2.「PC MACLANファイルサーバ」ウインドウの「共有フォルダ」ダイア
ログボックスで、「共有中のフォルダ」から削除したドロップフォルダ
名を選択し、[解除]をクリックします。

*1
R I P のインストール時に
は、「Layout(***)」という
ドロップフォルダが自動的
に作成されます。

*2
作成したドロップフォルダ
のフォルダ名は、次のよう
にして確認できます。
R IP のスタート画面から
「ログ管理」を開き、「ド
ロッププリント」をクリッ
クします。この画面の
「フォルダNo.」を確認して
ください。
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PPDファイルの更新

ドライバプリントを行いたい場合には、PPDファイルの更新作業が必要です
（ドライバプリントについては、「第2章 基本的な操作」の「ドライバプリン
ト」を参照してください）。RIPサーバおよびクライアントの両方で行います。
RIPのインストール時に行うほか、インストール後に下記の設定変更をした場
合にも作業が必要です。

RIPサーバのPPDファイル更新

インストール完了後にはWindowsを再起動してください。
ドライバプリントを行う場合は、その後も上記の表に従ってその都度更新作業
を行ってください。ただし管理ツールを実行するには、「Administrators（管理
者）」権限を持つユーザー名でRIPのスタート画面を起動してください。

クライアントのPPDファイル更新

ドライバプリントを行う場合は、RIPサーバのPPDファイル更新後、以下の
作業を行ってください。インストール完了後も、上記の表に従ってその都度更
新作業を行ってください。
以下の手順は、RIPの識別番号が「000」の場合の例です。プリンタ「RMC000」
や共有フォルダ「PPD(000)」などば、「000」をインストール時に登録した識
別番号に読み替えてください。

●Windows XPクライアントでの更新 （標準的なGUIの場合）

1.「マイネットワーク」を開きます。

2.「ワークグループのコンピュータを表示する」をクリックし、表示され
たコンピュータのリストの中からRIPサーバであるコンピュータをダブ
ルクリックします。

3.「PPD」フォルダをダブルクリックすると、「RMC000」ファイル（標準
の設定では拡張子は表示されません）が表示されます。

＜ご注意＞
PageMaker など、アプリ
ケーションによっては
P P D ファイルを専用の
フォルダに置いて使用する
ものがあります。
その場合は、RIPサーバの
PPDファイル更新後、RIP
サーバが持つPPDファイ
ル（RIP をインストールし
た ド ラ イ ブ の
¥MagicChoice¥ppd¥　
RMC000.ppd ファイル）
を、アプリケーションが指
定するフォルダにコピーし
てください。

RIPサーバ クライアント

[プリンタ追加ツール]でプリンタ
の追加や削除をしたとき

Windowsを再起動
（自動更新）

RIPサーバが持つPPDフ
ァイルを、クライアン
トのシステムフォルダ
にコピー

フォントダウンロードをしたとき

[色調整ファイル]を作成したとき
1. Administrators（管理
者）ユーザーで起動

2. RIPのスタート画面か
ら[管理ツール]に入る

3. [メンテナンス]タブで
[PPD更新]を押す

4. Windowsを再起動

[プリンタ設定ツール]で[PPDフ
ァイルに表示する]の設定を変更
したとき
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4. 次に「スタート」メニューから「マイコンピュータ」を開き、Windows
XPがインストールされているドライブ（通常はC:です）をダブルクリッ
クします。この際に警告が表示されたら、「このフォルダの内容を表示
する」をクリックします。

5.「Windows」フォルダ、さらにその中の「system32」フォルダをダブ
ルクリックします。この際に警告が表示されたら、その都度「このフォ
ルダの内容を表示する」をクリックします。

6.「system32」フォルダから更に「spool」-「drivers」-「w32x86」-　
「3」とフォルダを開きます。

7. 手順3で探した「RMC000」ファイルを、手順6で開いた「3」フォル
ダへコピーします。

8. Windowsを再起動します。

●Windows 2000クライアントでの更新

1.「マイネットワーク」を開きます。

2. RIPサーバであるコンピュータを探し、それを開きます。

3.「PPD」フォルダを開きます。「RMC000.ppd」ファイルが現れます。

4. 新たに「マイコンピュータ」を開き、Windowsがインストールされて
いるドライブ（通常はC:です）を開きます。

5.「Winnt」フォルダを開き、さらにその中の「system32」フォルダを開
きます。この際に警告が表示されたら、「このフォルダの内容を表示す
る」をクリックします。

6.「system32」フォルダから更に「spool」-「drivers」-「w32x86」-「3」
とフォルダを開きます。

7. 手順3で探した「RMC000.ppd」ファイルを、手順6で開いた「3」フォ
ルダへコピーします。

8. Windowsを再起動します。

●Windows NT4.0クライアントでの更新

1.「ネットワークコンピュータ」を開きます。

2. RIPサーバであるコンピュータを探し、それを開きます。

3.「PPD」フォルダを開きます。「RMC000.ppd」ファイルが現れます。

4. 新たに「マイコンピュータ」を開き、Windowsがインストールされて
いるドライブ（通常はC:です）を開きます。

5.「Winnt」フォルダを開き、さらにその中の「system32」フォルダを開
きます。

6.「system32」フォルダから更に「spool」-「drivers」-「w32x86」-「2」
とフォルダを開きます。

7. 手順3で探した「RMC000.ppd」ファイルを、手順6で開いた「2」フォ
ルダへコピーします。

8. Windowsを再起動します。
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●Windows 95/98/Meクライアントでの更新

1.「マイネットワーク」または「ネットワークコンピュータ」を開きます。

2. RIPサーバであるコンピュータを探し、それを開きます。

3.「PPD」フォルダを開きます。「RMC000.ppd」ファイルが現れます。

4. 新たに「マイコンピュータ」を開き、Windowsがインストールされて
いるドライブ（通常はC:です）を開きます。

5.「Windows」フォルダを開き、さらにその中の「system」フォルダを
開きます。この際に警告が表示されたら、「このフォルダの内容を表示
する」をクリックします。

6. 手順3で探した「RMC000.ppd」ファイルを、手順5で開いた「system」
フォルダへコピーします。

7. Windowsを再起動します。

●MacOS 7.51～9.xクライアントでの更新

1.「アップル」メニューから「セレクタ」を開きます。

2.「AppleShare」をクリックして選択し、「ファイルサーバの選択」リス
トからRIPサーバであるコンピュータを選びます。「OK」ボタンを押
します。

3. リストの中から「PPD(000)」を選択し、「OK」を押します。

4. デスクトップ上にマウントされた「PPD(000)」フォルダを開きます。

5.「システムフォルダ」の中の「機能拡張」フォルダを開きます。さらに
その中の「プリンタ記述ファイル」フォルダを開きます。

6.「PPD(000)」フォルダの中の「RMC000.PPD」ファイルを「プリン
タ記述ファイル」フォルダにコピーします。

7.「セレクタ」で「LaserWriter」を選択し、さらにRMC000プリンタを
選択して「再設定」を押します。

8. Macintoshを再起動します。

●MacOS Xクライアントでの更新 （MacOS X ver.10.2以上）

1. Finder の「移動」メニューから「サーバへ接続」を開きます。

2. リストからRIPサーバであるコンピュータを選択し、「接続」ボタンを
押します。

3. リストから「PPD(000)」を選択し「OK」を押します。

4. Finderの「移動」メニューから「ホーム」を開き、さらにその中の「書
類」を開きます。

5. デスクトップ上にマウントされた「PPD(000)」フォルダを開きます。

6.「PPD(000)」フォルダの中の「RMC000.PPD」ファイルを「書類」フォ
ルダにコピーします。

7. Finder の「移動」メニューから「アプリケーション」を開き、「ユー
ティリティ」フォルダを開きます。「プリントセンター」を起動します。

8. すでに「RMC000」プリンタが作成されているときは削除します。



32

9.「追加」をクリックします。

10. 一番上のプルダウンメニューで「AppleTalk」を選択し、リストで
「RMC000」プリンタを選択します。

11.「プリンタの機種」の「その他」を選択します。「RMC000.PPD」ファ
イルを選択し、「選択」ボタンを押します。

12. プリンタの名前にRMC000、プリンタの機種にRMC000.PPDが選択
されていることを確認し、「追加」ボタンを押します。

13. Macintoshを再起動します。
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RIPソフトウェアのアンインストール方法

RIPソフトウェアをアンインストールする場合は次の手順で作業してください。

1. PSフォントのバックアップ

PSフォントをダウンロードしてある場合、必要に応じてバックアップしてく
ださい。特に、RIPの再インストールのためにアンインストールする場合には
便利です。

バックアップ作業

1. Administrators（管理者）権限を持つユーザー名でRIPのスタート画面を
起動します。

2. RIPのスタート画面から「管理ツール」-「メンテナンスタブ」-「サー
ビス管理」を開き、「停止」を選択します。

3.「サービス管理」の表示が「停止」になるのを確認します。

4. <システムのあるドライブ>:<NTシステムのあるフォルダ>¥system32
にある「disk0」フォルダ全体を適当な場所にコピーします(コピー先に
できた「disk0」フォルダがバックアップになります)。

5.「管理ツール」-「メンテナンスタブ」-「サービス管理」で「開始」を
押します。

6.「サービス管理」の表示が「動作中」になるのを確認します。

バックアップしたPSフォントの戻し方

バックアップしたPSフォントをリストアするには、次のようにしてく
ださい。これは、フォントダウンロードに失敗しRIPが正常動作しなく
なったときの対処としても有効です。

1. Administrators（管理者）権限を持つユーザー名でRIPのスタート画
面を起動します。

2. RIPスタート画面で「管理ツール」-「メンテナンスタブ」-「サービ
ス管理」を開き、「停止」を選択します。停止を確認します。

3. <システムのあるドライブ>:<NTシステムのあるフォルダ>¥sys-
tem32にある「disk0」フォルダを削除します。

4. バックアップとして作成した「disk0」フォルダ全体を、〔システム
のあるドライブ〕:〔NTシステムのあるフォルダ〕¥system32へ移動
します。

5.「管理ツール」-「メンテナンスタブ」-「サービス管理」で「開始」
を押します。

2. PC MACLANのアンインストール

PC MACLANの説明書に従ってアンインストール作業を行ってください。
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3. RIP本体のアンインストール

※「コントロールパネル」-「アプリケーションの追加と削除」からの
アンインストールは、絶対に行わないで下さい。

1. Administrators（管理者）権限でWindowsにログオンします。 (*)

2. RIPをインストールしたドライブの「MagicChoice」フォルダにある
「MagicChoice アンインストール｣アイコンをダブルクリックします。
アンインストール画面が開きます。

PC MACLANをアンインストールしていない場合には、注意をうなが
す画面が表示されます。PC MACLANをアンインストールし、始めか
らやり直してください。

3. ダウンロードしたPSフォントを消去したい時は、「ダウンロードした
フォントを消去する」にチェックを入れてください。
それまでにダウンロードされたフォントは、C:¥winnt¥system32
¥disk0 （WindowsがC:¥winntにインストールされている場合）に保存
されています。

4.「アンインストール開始｣を押します。

*
その他のユーザー権限では
アンインストールできませ
ん。必ずAdministrators
（管理者）権限でログオンし
てください。
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第2章　基本的な使い方
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RIPソフトウェアの起動

RIPサーバの起動

1. Windowsへのログオン (*1)

Windows XPの場合、必ずパスワードを持つ「Administrators（管理者）」権限
のユーザーアカウントでログオンします。
Windows 2000の場合は、「Administrators（管理者）」、「Power Users（標準
ユーザー）」、「Users（制限ユーザー）」のいずれかでログオンしてください。

2. 出力先ポートの確認

Windowsが起動すると、「プリンタ設定ツール」が開きます。プリンタに対す
る出力先ポートを確認し、「終了」をクリックしてください。

3. RIPスタート画面の起動

RIPソフトの各種操作は、このスタート画面から行います。

1. デスクトップ上の「MagicChoice」アイコンをダブルクリックするか、
「スタート」メニューから「プログラム」-「M a g i c C h o i c e」-
「MagicChoice」をクリックします。

2. ユーザー名とパスワードを聞いてきますので、Windowsに登録済みの
ユーザー名、パスワードを入力します（*2）。

○ Windows XPの場合、そのユーザーは「Administrators（管理者）」権
限でなおかつパスワードを持っていなければなりません（パスワードな
しのユーザーアカウントは不可）。

○ Windows 2000の場合、「Administrators（管理者）」、「Power Users
（標準ユーザー）」、「Users（制限ユーザー）」のいずれかのユーザー名
を入力してください。 (*3)

クライアント起動時のログオン

RIPサーバの違いによって、クライアントに必要なユーザーアカウントが違っ
てきますのでご注意ください。

RIPサーバがWindows XPの場合

Windowsクライアントへのログオンは、次の条件を満たすユーザーアカウン
トで行ってください。
・RIPサーバのWindowsに登録済みで、かつパスワードを持つユーザーアカ
ウントのこと

・そのユーザーアカウントは、RIPサーバにおいて「Administrators（管理者）」
の権限を持つこと

RIPサーバがWindows 2000の場合

特に決まりはありません。

この違いは、Windows XPの共有フォルダにWindows 2000とは異なるセ
キュリティーがかかるためです（Windows XPの仕様によるものです）。

*1
プロテクタを付けずにWin-
dowsを起動すると、「プリ
ンタをインストールしてく
ださい」というダイアログ
が表示されます。ダイアロ
グを閉じ、プロテクタを装
着してください。

*2
JavaVM の環境によって
は、ユーザー名の入力が2
回の場合があります。

*3
R I P をインストールする
と、「ds」というUsers権
限ユーザーが自動的に追加
されますのでご活用くださ
い（パスワードも「ds」で
す）。
ただし、Windows XPの場
合は使用しないでくださ
い。
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第2章　基本的な使い方

ドロッププリント

ドロッププリントとは

「ドロップフォルダ｣と呼ばれるフォルダをあらかじめ準備しておき印刷したい
ファイルをコピーすることにより、「ドロップフォルダ｣が持っている設定情報
に従ってファイルが処理されます。
この機能を「ドロッププリント｣と呼んでいます。

●ドロッププリント機能で印字可能なデータ形式

・JPEG……ベースラインフォーマットにのみ対応しております。
・TIFF…… バイトデータの順序は、IBM PC形式、Macintosh形式の両方に

対応しております。LZW圧縮には対応しておりません。
　色数：24bit, 32bit対応。

・BMP……ファイル形式：Windowsビットマップ、色数：24bit、圧縮：な
しのモードのみ対応。

・EPS…… 特に制限はございません。
・PDF…… PDFのバージョンは、PDF1.3とPDF1.4に対応しています。

埋め込みICCプロファイルはカラーイメージのみに対応しています。
LZW圧縮には対応しておりません。
セキュリティー設定されたPDFファイルは対応しておりません。
OPIには対応しておりません。

ドロッププリントイメージ図 (*)
*
本RIPソフトは、クライア
ントなしでRIPサーバ1台
のみの構成でも稼働するこ
とができます。
この場合、RIPサーバがク
ライアントを兼ねることに
なります。
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ドロッププリントの基本手順

「Layout(000)」 （*1）という名前のドロップフォルダがRIPソフトウェアのイ
ンストール時に自動作成されています。ここでは、このフォルダを使ってド
ロッププリントする場合を例に説明します。

※これは、「レイアウト出力」の場合の手順です。
  「ダイレクト出力」の場合には「Step 2」は不要です。ダイレクト出力につ
いては、次節を参照してください。

Step 1：ドキュメントの転送

RIPサーバがクライアントを兼ねる場合 (*2)

1. RIPサーバで「マイネットワーク」を開きます。

2. Windows XPの場合、「ワークグループのコンピュータを表示する」を
クリックします。Windows 2000の場合、「近くのコンピュータ」を開
きます。 (*3)

3. RIPサーバ、つまり自分自身のコンピュータをダブルクリックして開き
ます。 (*4)

4.「Layout」フォルダに、印刷したいファイルをコピーします。
　使用できるファイル形式：JPEG、TIFF、BMP、EPS、PDF
コピーしたファイルが消えたら、転送完了です。

Windowsクライアントの場合

1. クライアントで「マイネットワーク」または「ネットワークコンピュー
タ」を開きます。

2. Windows XPの場合、「ワークグループのコンピュータを表示する」を
クリックします。Windows 2000の場合、「近くのコンピュータ」を開
きます。 (*3)

3. RIPサーバであるのコンピュータを開きます。 (*4)

4.「Layout」フォルダに、印刷したいファイルをコピーします。
　使用できるファイル形式：JPEG、TIFF、BMP、EPS、PDF
コピーしたファイルが消えたら、転送完了です。

Macintoshクライアントの場合

1. アップルメニューから「セレクタ」を選択し、その中から「AppleShare」
を選択します。

2. RIPサーバを選択し、RIPサーバのWindowsに登録済みのユーザー名
で接続します。

3.「Layout(000)」フォルダを選択してデスクトップ上にマウントし、印
刷したいファイルをコピーします。
　使用できるファイル形式：JPEG、TIFF、BMP、EPS、PDF
コピーしたファイルが消えたら、転送完了です。

*1
「000」はRIPインストール
時に設定した識別番号で
す。

*2
RIPサーバがクライアント
を兼ねる場合の操作は、
Windows クライアントに
おける操作と基本的に同じ
です。
以後、単にWindowsクラ
イアントでの操作方法を説
明しますが、この項を参考
にしてRIPサーバを操作し
てください。

*3
ネットワーク構成が最も単
純な場合の例です。グルー
プやドメインを使用してい
る場合は、そのコンピュー
タが属するグループ、ドメ
インを指定してください。

*4
RIPサーバのコンピュータ
名を確認するには、次のよ
うにします。

Windows XP
「コントロールパネル」-
「パフォーマンスとメンテ
ナンス」-「システム」を開
き、「コンピュータ名」タブ
を開きます。「変更」ボタン
を押し、「コンピュータ名」
を確認します。

Windows 2000
「コントロールパネル」-
「システム」を開き、「ネッ
トワークID」タブを開きま
す。「プロパティ」ボタンを
押し、「コンピュータ名」を
確認します。
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第2章　基本的な使い方

Step 2：レイアウト設定と出力

1. RIPのスタート画面から「印刷設定」をクリックします。
3つのウインドウが開きます。

2.  ｢ドキュメント選択ウィンドウ」には、ドロップフォルダに転送された
画像がリストされています。ここから印刷したいドキュメントを選択
し、「新規配置」ボタンを押します。 (*1)

3.  「オプション設定ウィンドウ」で「レイアウト」タブを選択し、その
下の「プリンタ」タブを選択します。

4. お使いの「プリンタ」、「解像度」、「インク」のタイプを選択します。ま
た、「メディア」を選択します。 (*2)

*2
これらの項目は、適する組
み合わせのみが選択可能で
す。
ご希望の「インク」や「メ
ディア」が選択できない場
合は、「解像度」を変更して
みてください。

*1
ドキュメントを選択し直し
たり、追加で配置したい場
合は、手順3で「レイアウ
ト」-「ファイル」タブを選
択し、「新規配置」または
「追加配置」ボタンを押し
ます。
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5.「レイアウト」タブ下の「用紙」タブを選択します。
「幅」に、ご使用のメディアの幅を入力し、「Enter」キーを押します。
「高さ」には、印刷に必要なメディアの長さを入力し、「Enter」キーを
押します。

6.「ドキュメント」タブを選択し、その下の「配置」タブを選択します。
必要に応じて印刷の拡大率を指定します。「スケール」にパーセント値
を入力し、「Enter」キーを押します。
「幅」または「高さ」で仕上がり寸法を直接指定することもできます。

7. 必要に応じて、その他のタブでも設定を行います。 (*1)

8.「オプション設定ウィンドウ」右下の「印刷」ボタンをクリックし、「印
刷ダイアログ」を開きます。

9.「印刷」ボタンを押すと印刷が開始されます。 (*2)

*1
設定の方法、内容について
は、「第7章 操作画面説明」
の「印刷設定」を参照して
ください。

*2
プリンタの印刷動作がとき
おり停止する場合は、「印
刷方法」を「RIP後印刷」に
設定してください。印刷動
作が一時停止すると、画質
に悪影響を及ぼすことがあ
ります。
「RIP後印刷」は、印刷開始
までの時間は長くなります
が、安定した印刷品質が得
られます。
「RIP 同時印刷」は、コン
ピュータに十分な性能が必
要です。
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第2章　基本的な使い方

ドロップフォルダの作成

ドロップフォルダは、必要に応じて自由に作成することができます。
「ダイレクト出力」を行う場合に、ドロップフォルダに対して印刷設定を自由
に割り当てておくことができます。よく使う設定を割り当てたドロップフォル
ダを作っておけば、その都度印刷設定する手間を省くことができます。

ドロップフォルダは、大きく分けて次の2種類の設定ができます。

レイアウト出力

RIPの画面上で各種印刷設定をした後に印刷を行う方法です。この方法では、
余白の設定、トリミング、タイリングが可能です。RIPのインストール時に作
成される「Layout(***)」は、レイアウト出力用です。

ダイレクト出力

ドロップフォルダに割り当てられた印刷設定を用いて印刷を行う方法です。こ
の方法では、RIP画面上での印刷設定は必要なく、ドロップフォルダに画像
ファイルを転送するだけで印刷が開始されます。ただし、余白の設定、トリミ
ング、タイリングなど一部設定できない項目があります。

ドロップフォルダの作成手順

ドロップフォルダを新たに作成するには、以下の手順で行います。

1. RIPのスタート画面から「ドロッププリント｣をクリックし、「ドロップ
フォルダ設定ウインドウ｣を開きます。

2.「レイアウト出力」用のドロップフォルダを作成したい場合は「レイア
ウト設定」を選択します。
「ダイレクト出力」の場合は「印刷出力」を選択し、各項目の設定をし
ます。 (*)

*
設定の方法、内容について
は、「第7章 操作画面説明」
の「印刷設定」を参照して
ください。
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3.「フォルダ作成｣をクリックします。「ドロップフォルダ作成ダイアログ」
が開きます。

4. 任意のフォルダ名を入力し、「作成｣を押します。 (*)

5.「短縮名入力ダイアログ｣で短縮名を入力し、「決定｣を押します。新しい
ドロップフォルダが作成されます。

6. R I P サーバが W i n d o w s  2 0 0 0  P r o f e s s i o n a l または
Windows XP ProfessionalでクライアントにMacintoshをお使いの場
合、PC MACLANに対して設定が必要です。
操作については、「第1章 インストール」の「PC MACLANのインス
トールと設定」-「4.ドロップフォルダの共有設定」を参照してくださ
い。

ネスティング印刷について

用紙を有効に利用するため、連続してドロップされたファイルを用紙の
横幅に入る分だけ自動的に配置して印刷します。横方向に配置できなく
なった時、または最後にファイルをドロップしてから、「ネスティング
のタイムアウト」で設定した時間が経過すると印刷が開始されます。
スケーリングで「用紙に合わせる」が選択されている時は、ネスティン
グ印刷は設定できません。
この機能は、ダイレクト出力の場合にのみ有効です。

*
フォルダ名に関する注意
先頭のスペース、表示され
ない制御文字、および次の
特殊文字は使用できませ
ん。
￥ / ： ＊ ？ ” ＜ ＞ ｜
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第2章　基本的な使い方

ドロップフォルダの設定内容の確認

＜方法1＞

1. RIPのスタート画面から「ドロッププリント｣をクリックし、「ドロップ
プリント設定ウインドウ｣を開きます。

2.「フォルダ一覧｣をクリックし「ドロップフォルダ一覧ダイアログ｣を開
きます。

3. 設定内容を見たいフォルダ名を選択し「フォルダ詳細｣をクリックする
と、「ドロップフォルダ詳細ダイアログ｣が開きフォルダの設定内容を確
認できます。

＜方法2＞

作成されたドロップフォルダ内に“config.txt”というファイルがあります。
このファイルをテキストエディタで開くことで設定内容を確認することができ
ます。

使用済みファイルの行方

RIPサーバには、RIP専用のごみ箱フォルダ（ネットワーク上の共有名はWin-
dowsからはTrash、MacintoshからはTrash(000)）が作られています。
印刷またはRIPサーバへのスプールが完了したファイルは、ファイル名の末尾
にタイムスタンプの文字列が付加され、このごみ箱フォルダに移動されます。
移動されたファイルは約1時間後に自動的に削除されます。 (*)

もし、大切なファイルを「ドロッププリントフォルダ｣に移動させてしまった
場合、RIP専用のごみ箱フォルダの中に残っていればそこから取り出すことが
できます。一度確認してみてください。
なお、ファイル名が比較的短い場合には、同じファイル名で何度もコピーされ
てもそれらのファイルを区別できるように、ファイル名の末尾に処理された日
時を付加しています。

*
FAT32 ファイルシステム
でお使いの場合
システム上の制限のため
に、ごみ箱フォルダに移動
されファイルはただちに削
除されます。
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ドライバプリント

ドロッププリントと並ぶもう一つのデータ転送方法がこの｢ドライバプリント｣
です。｢ドライバプリント｣では、クライアントからデータをプリントする際に
RIPサーバ自体をプリンタと見立て、WindowsクライアントやMacintoshク
ライアントにて、アプリケーションの「印刷（プリント）」メニューで印刷の操
作をします。

ドライバプリントは、「レイアウト出力」と「ダイレクト出力」の2通りの出
力方法が選択できます。

レイアウト出力

RIPの画面上で各種印刷設定をした後に印刷を行う方法です。この方法では、
余白の設定、トリミング、タイリングが可能です。

ダイレクト出力

すべての印刷設定をプリンタのプロパティで行う方法です。この方法では、
RIP画面上での印刷設定は必要なく、アプリケーションソフトで印刷の操作を
するだけで印刷が開始されます。ただし、余白の設定、トリミング、タイリン
グなど一部設定できない項目があります。 (*)

ドライバプリントを行う場合は、各クライアントにRIPをプリンタとして登録
する必要があるため、ご使用のOSによって設定方法が異なります。お使いの
PCにあった項目をご覧ください。

なお以下の説明では、プリンタの識別番号は「000」として説明します。例え
ばプリンタの名前として「RMC000」や共有フォルダの名前として「PPD
(000)」があれば、「000」の部分をお使いのRIPの識別番号に読み替えてくだ
さい。

*
各項目のデフォルト値と内
容については、この章の
「ドライバプリントの設定
値」を参照してください。
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第2章　基本的な使い方

Windowsからのドライバプリント

クライアントPCでのプリンタ登録

Windows XPの場合（標準的なGUIの場合で説明します）

1. RIPサーバにてPPDファイルの更新作業を行います。手順については、
「第1章 インストール」の「PPDファイルの更新」を参照してください。

2. RIPサーバが起動していることを確認します。

3. クライアント側で「スタート」-「コントロールパネル」-「プリンタと
その他のハードウェア」-「プリンタとFAX」を開き、「プリンタのイン
ストール」をクリックします。

4.「次へ」を押した後、「ネットワークプリンタ、またはほかのコンピュー
タに接続されているプリンタ」をチェックして「次へ」を押します。

5.「プリンタを参照する」をチェックして「次へ」を押します。

6.「共有プリンタ」のリストから「¥¥R I P サーバのコンピュータ名
¥RMC000」を選択し（*）、　「次へ」を押します。または「共有プリン
タ」のリストからRIPサーバの名前をダブルクリックし、表示された
RMC000を選択して「次へ」を押します。

7.「このプリンタを通常使うプリンタとして使いますか？」には「いいえ」
を選択し、「次へ」を押します。

8.「完了」を押します。

以上でプリンタの登録完了です。

Windows 2000の場合

1. RIPサーバにてPPDファイルの更新作業を行います。手順については、
「第1章 インストール」の「PPDファイルの更新」を参照してください。

2. RIPサーバが起動していることを確認します。

3. クライアント側で「スタート」-「設定」-「プリンタ」を開き、「プリ
ンタの追加」をダブルクリックします。

4.「次へ」を押した後、「ネットワークプリンタ」をチェックして「次へ」
を押します。

5.「次へ」を押した後、「共有プリンタ」リストから「¥¥RIPサーバのコ
ンピュータ名 ¥RMC000」を選択し（*）、「次へ」を押します。

※RIPサーバに接続する際にパスワードを要求された場合、そのRIP
サーバで使用しているユーザ名、パスワードを使用します。

6.「通常使うプリンタとして･･･」の質問には「いいえ」を選択し、「次へ」
を押します。

7.「完了」を押します。プリンタの登録完了です。

*
RIPサーバのコンピュータ
名を確認するには、次のよ
うにします。

Windows XP
「コントロールパネル」-
「パフォーマンスとメンテ
ナンス」-「システム」を開
き、「コンピュータ名」タブ
を開きます。「変更」ボタン
を押し、「コンピュータ名」
を確認します。

Windows 2000
「コントロールパネル」-
「システム」を開き、「ネッ
トワークID」タブを開きま
す。「プロパティ」ボタンを
押し、「コンピュータ名」を
確認します。
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Windows NT4.0の場合

Windows NT4.0の場合、Adobe社製のAdobePSドライバを使用します。

1. RIPサーバにてPPDファイルの更新作業を行います。手順については、
「第1章 インストール」の「PPDファイルの更新」を参照してください。

2. RIPサーバが起動していることを確認します。

3. アドビシステムズ株式会社のWebサイト（http://www.adobe.co.jp/
support/downloads/pspwin.html）よりAdobePSプリンタドライバ
WindowsNT4.0用をダウンロードします。

4. クライアントにドライバをインストールします。ダウンロードしたファ
イルを実行するとインストーラが起動します。その指示に従ってインス
トールを進めます。

5.「ネットワークプリンタ」を選択し、「次へ」を押します。

6.「¥¥RIPサーバのコンピュータ名¥RMC000」と指定し（*）、「次へ」を
押します。

7.「はい」をクリックします。

8.「ネットワーク」をクリックします。

*
RIPサーバのコンピュータ
名を確認するには、次のよ
うにします。

Windows XP
「コントロールパネル」-
「パフォーマンスとメンテ
ナンス」-「システム」を開
き、「コンピュータ名」タブ
を開きます。「変更」ボタン
を押し、「コンピュータ名」
を確認します。

Windows 2000
「コントロールパネル」-
「システム」を開き、「ネッ
トワークID」タブを開きま
す。「プロパティ」ボタンを
押し、「コンピュータ名」を
確認します。
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第2章　基本的な使い方

「¥¥RIPサーバのコンピュータ名¥PPD」を選択してドライブを割り
当てます。

次の画面に戻るので、「次へ」をクリックしてインストールを進め
ます。

9. ファイルのコピーなどが終了します。「終了」をクリックしてインス
トール作業を終了します。

Windows 95/98/Meの場合

※必要に応じてWindows 95/98/MeのインストールCD-ROMをご用意くだ
さい。

1. RIPサーバにてPPDファイルの更新作業を行います。手順については、
「第1章 インストール」の「PPDファイルの更新」を参照してください。

2. RIPサーバが起動していることを確認します。

3. クライアント側で「スタート｣「ー設定｣「ープリンタ｣を開き、「プリンタの
追加｣をダブルクリックし、「次へ｣を押します。

4.「ネットワークプリンタ｣をチェックして「次へ｣を押します。

5.「参照｣を押して表示された「プリンタの参照｣ダイアログから、RIPサー
バの中から作成されたプリンタ(RMC000)を選択し「OK｣をクリックし
ます。



48

※RIPサーバに接続する際にパスワードを要求された場合、RIPサーバ
で使用しているユーザ名、パスワードでクライアントにログオンして
ください。

6.「ネットワークパス」のボックスに「¥¥RIP サーバのコンピュータ名
¥RMC000」が入力されたのを確認し、「次へ｣を押します。 (*1)

7.「ディスク使用｣を押し、「配布ファイルのコピー元｣テキストボックスに
「¥¥RIPサーバの名前¥PPD｣を入力し、「OK｣を押します。

8. プリンタリストから「RMC000」を選択し、「次へ｣を押します。

9.「プリンタ名｣を変更する場合はその名前を入力し、変更しない場合はそ
のままにして「次へ｣を押します。

10. テストページは印刷しないので「いいえ｣を選択し、「完了｣を押します。
プリンタの登録完了です。

＜Windows 95/98/MeのCD-ROMを要求された場合＞
CD-ROMをドライブへ入れ、「(CD-ROMドライブ名):Win95又はWin98、
WinMe｣と入力し作業を続けてください。

アプリケーションからのドキュメント送信

Windows 2000/XPの場合

1. 印刷したいドキュメントを作成し、プリンタのプロパティを開きます。
プリンタはRMC000を選択してください。

2.「ドキュメントのプロパティ」ダイアログの「詳細設定」を押して「詳
細オプション」を表示します。

3. 表示されるツリーから「ドキュメントのオプション」下の「プリンタの
機能」または「Printer Features」を開きます。

4. 各項目について設定してください。 (*2)

「レイアウト出力」の場合
　・レイアウト設定：「する」

「ダイレクト出力」の場合
　・レイアウト設定：「しない」
　・「プリンタの機能」の各項目を設定する (*3)

*1
RIPサーバのコンピュータ
名を確認するには、次のよ
うにします。

Windows XP
「コントロールパネル」-
「パフォーマンスとメンテ
ナンス」-「システム」を開
き、「コンピュータ名」タブ
を開きます。「変更」ボタン
を押し、「コンピュータ名」
を確認します。

Windows 2000
「コントロールパネル」-
「システム」を開き、「ネッ
トワークID」タブを開きま
す。「プロパティ」ボタンを
押し、「コンピュータ名」を
確認します。

*2
各項目のデフォルト値と内
容については、この章の
「ドライバプリントの設定
値」を参照してください。

*3
選択肢がひとつしかない項
目（プリンタをひとつしか
インストールしていない場
合の「プリンタ」や、「標準」
しか選択肢がない場合の
「インク」と「メディア」な
ど）は、ツリーに表示され
ません。

「解像度」についてはツ
リーの「グラフィックス」
の「印刷品質」で設定しま
す。

「色調整ファイル」を作成
した場合は、印刷の前に
P P D ファイルの更新を
行ってください。
詳しくは、「第1章 インス
トール」の「PPDファイル
の更新」を参照してくださ
い。
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第2章　基本的な使い方

5.「OK」をクリックして「詳細オプション」を閉じます。アプリケーショ
ンソフトで印刷の操作を行います。
ダイレクト出力の場合は、ここで印刷が開始されます。レイアウト出力
の場合は、続いて以下の作業を行ってください。

6. RIPのスタート画面から「印刷設定」をクリックします。

7.「ドキュメントの選択ウインドウ」からドキュメントを選択し、「オプ
ション設定ウインドウ」の各タブにおいて必要な設定を行います。 (*1)

8.「オプション設定ウインドウ」右下の「印刷」をクリックし、「印刷ダイ
アログ」を開きます。

9. 必要な設定を行い、「印刷」をクリックします。

Windows NT4.0の場合

1. 印刷したいドキュメントを作成し、プリンタのプロパティを開きます。
プリンタはRMC000を選択してください。

2.「ドキュメントのプロパティ」ダイアログの「詳細」タブを表示します。

3. 表示されるツリーから「ドキュメントのオプション」下の「プリンタの
機能」を開きます。

4. 各項目について設定してください。 (*2)

「レイアウト出力」の場合
　・レイアウト設定：「する」

「ダイレクト出力」の場合
　・レイアウト設定：「しない」
　・「プリンタの機能」の各項目を設定する (*3)

5.「OK」をクリックして「詳細オプション」を閉じます。アプリケーショ
ンソフトで印刷の操作を行います。
ダイレクト出力の場合は、ここで印刷が開始されます。レイアウト出力
の場合は、続いて以下の作業を行ってください。

6. RIPのスタート画面から「印刷設定」をクリックします。

7.「ドキュメントの選択ウインドウ」からドキュメントを選択し、「オプ
ション設定ウインドウ」の各タブにおいて必要な設定を行います。 (*1)

*1
設定の方法、内容について
は、「第7章 操作画面説明」
の「印刷設定」を参照して
ください。

*2
各項目のデフォルト値と内
容については、この章の
「ドライバプリントの設定
値」を参照してください。

*3
選択肢がひとつしかない項
目（プリンタをひとつしか
インストールしていない場
合の「プリンタ」や、「標準」
しか選択肢がない場合の
「インク」と「メディア」な
ど）は、ツリーに表示され
ません。

「解像度」についてはツ
リーの「グラフィックス」
の「印刷品質」で設定しま
す。

「色調整ファイル」を作成
した場合は、印刷の前に
P P D ファイルの更新を
行ってください。
詳しくは、「第1章 インス
トール」の「PPDファイル
の更新」を参照してくださ
い。
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8.「オプション設定ウインドウ」右下の「印刷」をクリックし、「印刷ダイ
アログ」を開きます。

9. 必要な設定を行い、「印刷」をクリックします。

Windows 95/98/Meの場合

1. 印刷したいドキュメントを作成し、プリンタのプロパティを開きます。
プリンタはRMC000を選択してください。

2.「プロパティ」ダイアログの「デバイスオプション」タブを表示します。

3. 各項目について設定してください。 (*1)

「レイアウト出力」の場合
　・レイアウト設定：「する」

「ダイレクト出力」の場合
　・レイアウト設定：「しない」
　・「プリンタの機能」の各項目を設定する (*2)

4.「OK」をクリックして「プロパティ」を閉じます。アプリケーションソ
フトで印刷の操作を行います。
ダイレクト出力の場合は、ここで印刷が開始されます。レイアウト出力
の場合は、続いて以下の作業を行ってください。

5. RIPのスタート画面から「印刷設定」をクリックします。

6.「ドキュメントの選択ウインドウ」からドキュメントを選択し、「オプ
ション設定ウインドウ」の各タブにおいて必要な設定を行います。 (*3)

7.「オプション設定ウインドウ」右下の「印刷」をクリックし、「印刷ダイ
アログ」を開きます。

8. 必要な設定を行い、「印刷」をクリックします。

*2
選択肢がひとつしかない項
目（プリンタをひとつしか
インストールしていない場
合の「プリンタ」や、「標準」
しか選択肢がない場合の
「インク」と「メディア」な
ど）は、ツリーに表示され
ません。

「解像度」についてはツ
リーの「グラフィックス」
の「印刷品質」で設定しま
す。

「色調整ファイル」を作成
した場合は、印刷の前に
P P D ファイルの更新を
行ってください。
詳しくは、「第1章 インス
トール」の「PPDファイル
の更新」を参照してくださ
い。

*3
設定の方法、内容について
は、「第7章 操作画面説明」
の「印刷設定」を参照して
ください。

*1
各項目のデフォルト値と内
容については、この章の
「ドライバプリントの設定
値」を参照してください。
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第2章　基本的な使い方

Macintoshからのドライバプリント

クライアントでのプリンタ登録

MacOS 7.51～9.x

1. RIPサーバにてPPDファイルの更新作業を行います。手順については、
「第1章 インストール」の「PPDファイルの更新」を参照してください。

2. RIPサーバが起動していることを確認します。

3.「アップル」メニューから「セレクタ」を開きます。

4.「AppleShare」を選択し、「ファイルサーバの選択」リストからRIPサー
バを選択します。「OK」をクリックします。

5. リストの中から「PPD(000)」を選択し、「OK」をクリックします。

6. デスクトップ上にマウントされた「PPD」フォルダを開きます。

7. 開いたPPDフォルダにある「RMC000.PPD」ファイルを「システム
フォルダ」-「機能拡張」-「プリンタ記述ファイル」にコピーします。

8.「アップル」メニューから「セレクタ」を開き、「LaserWriter｣を選択し
ます。「Postscriptプリンタの選択」リストから「RMC000」を選択し、
「作成」をクリックします。

9.「RMC000.PPD」ファイルを選択します。

10. PPDの登録が完了したら、セレクタを閉じます。

MacOS X （ver.10.2以上）

1. RIPサーバにてPPDファイルの更新作業を行います。手順については、
「第1章 インストール」の「PPDファイルの更新」を参照してください。

2. RIPサーバが起動していることを確認します。

3. Finder の「移動」メニューから「サーバへ接続」を開きます。

4. リストからRIPサーバを選択し、「接続」ボタンを押します。

5. リストから「PPD(000)」を選択し、「OK」ボタンを押します。

6. Finderの「移動」メニューから「ホーム」を開き、さらにその中の「書
類」フォルダを開きます。

7. デスクトップ上にマウントされた「PPD(000)」フォルダを開きます。

8.「PPD(000)」フォルダの中の「RMC000.PPD」ファイルを「書類」フォ
ルダにコピーします。

9. Finderの「移動」メニューから「アプリケーション」を開き、「ユーティ
リティ」フォルダを開きます。「プリントセンター」を起動します。

10.「追加」をクリックします。

11. 一番上のプルダウンメニューで「AppleTalk」を選択し、リストで
「RMC000」プリンタを選択します。

12.「プリンタの機種」で「その他」を選択します。「RMC000.PPD」ファ
イルを選択し「選択」ボタンを押します。

13. プリンタの名前にRMC000、プリンタの機種にRMC000.PPDが選択
されていることを確認し、「追加」ボタンを押します。
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アプリケーションからのドキュメント送信

MacOS 7.51～9.x

ここではLaserWriter8.7のプリンタドライバを用いて説明します。

1.「アップル｣メニューから「セレクタ｣を開きます。

2. ｢LaserWriter｣を選択します。

3.「Postscriptプリンタの選択｣リストボックスからプリンタ名を選択して
ください。 (*1)

4.「セレクタ｣を閉じます。

5. 印刷したいドキュメントを作成し、「ファイル」メニューから「プリン
ト」を選択します。

6. ウインドウの「一般設定」と書かれたプルダウンメニューを開き、「各
プリンタ別オプション １」および「各プリンタ別オプション ２」を選
択します。

7. 各項目について設定してください。 (*2)

「レイアウト出力」の場合
　・レイアウト設定：「する」

「ダイレクト出力」の場合
　・レイアウト設定：「しない」
　・「各プリンタ別オプション」の各項目を設定する (*3)

8. ｢プリント｣をクリックするとRIPにデータが送信されます。
ダイレクト出力の場合は、ここで印刷が開始されます。レイアウト出力
の場合は、続いて以下の作業を行ってください。

9. RIPのスタート画面から｢印刷設定｣をクリックします。

10. ｢ドキュメント選択ウィンドウ｣からドキュメントを選択し、｢オプション
設定ウィンドウ｣の各タブにおいて必要な設定を行います。 (*4)

11. ｢オプション設定ウィンドウ｣右下の｢印刷｣をクリックし、｢印刷ダイアロ
グ｣を開きます。

12. 必要な設定を行い、｢印刷｣をクリックします。

*1
AppleTalkゾーンが表示さ
れている時は、RIPサーバ
が 接 続 さ れ て い る
AppleTalk ゾーンを選び、
「PostScript プリンタの選
択｣リストボックスからプ
リンタ名を選択してくださ
い。

*2
各項目のデフォルト値と内
容については、この章の
「ドライバプリントの設定
値」を参照してください。

*3
「色調整ファイル」を作成
した場合は、印刷の前に
P P D ファイルの更新を
行ってください。
詳しくは、「第1章 インス
トール」の「PPDファイル
の更新」を参照してくださ
い。

*4
設定の方法、内容について
は、「第7章 操作画面説明」
の「印刷設定」を参照して
ください。
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第2章　基本的な使い方

MacOS X （ver.10.2以上）

1. 印刷したいドキュメントを開きます。

2.「ファイル」メニューから「プリント」を開きます。

3. プリンタでRMC000を選択します。

4.「印刷部数と印刷ページ」と書かれたプルダウンメニュークリックし、
「プリンタ機能」を選択します。

5.「機能セット」プルダウンメニューで「設定1」～「設定4」に切り替
えながら、各項目について設定してください。 (*1)

「レイアウト出力」の場合
　・レイアウト設定：「する」

「ダイレクト出力」の場合
　・レイアウト設定：「しない」
　・「プリンタの機能」の各項目を設定する (*2)

6. ｢プリント｣をクリックするとRIPにデータが送信されます。
ダイレクト出力の場合は、ここで印刷が開始されます。レイアウト出力
の場合は、続いて以下の作業を行ってください。

7. RIPのスタート画面から｢印刷設定｣をクリックします。

8. ｢ドキュメント選択ウィンドウ｣からドキュメントを選択し、｢オプション
設定ウィンドウ｣の各タブにおいて必要な設定を行います。 (*3)

9. ｢オプション設定ウィンドウ｣右下の｢印刷｣をクリックし、｢印刷ダイアロ
グ｣を開きます。

10. 必要な設定を行い、｢印刷｣をクリックします。

*1
各項目のデフォルト値と内
容については、この章の
「ドライバプリントの設定
値」を参照してください。

*2
「色調整ファイル」を作成
した場合は、印刷の前に
P P D ファイルの更新を
行ってください。
詳しくは、「第1章 インス
トール」の「PPDファイル
の更新」を参照してくださ
い。

*3
設定の方法、内容について
は、「第7章 操作画面説明」
の「印刷設定」を参照して
ください。
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ドライバプリントの設定値

可能な設定項目とデフォルト値

ドライバプリントによるダイレクト出力で設定可能な項目を以下に示します。
設定値の意味は、レイアウト出力の場合（つまりRIPの「印刷設定」の各画面
で設定を行う場合）と同様です。詳しくは、第7章をご覧ください。
なお、クライアントで使用するドライバによっては、「現在の設定値」「プリン
タの初期値」などの選択項目が現われる場合があります。この場合、以下に示
すデフォルト値が使われます。

項目 デフォルト値
------------------------------------------------------
レイアウト設定 しない

プリンタ なし

「ダイレクト出力」をする場合は、ここでプリンタを選択しないと印刷されません。

インク 標準

初期状態では「標準」しか選択できません。「プリンタ設定ツール」で設定を行うと
これ以外の選択肢が現れます。詳しくは、次項を参照してください。
ここで「標準」を選択した場合は、「メディア」も必ず「標準」にしてください。

メディア 標準

初期状態では「標準」しか選択できません。「プリンタ設定ツール」で設定を行うと
これ以外の選択肢が現れます。詳しくは、次項を参照してください。
ここで「標準」を選択した場合は、「インク」も必ず「標準」にしてください。

階調方式 誤差拡散

誤差拡散方式 標準

ハーフトーンスクリーン方式　Enhanced Screen

ドライバプリントでは、「アプリケーションの設定優先」が選択可能です。この場合、
アプリケーションソフト側で設定したハーフトーンスクリーンが有効になります。

印刷方法 RIP同時印刷

補間方式 自動選択

OPI指定 高解像度を使う

色調整方法 標準の色設定を使用

次の3種類から選択することができます。
○ 色調整しない：「色変換」「色調調整」「階調調整」「インク総量規制」を無効に

します。ただし、RGB→CMYK変換、K→CMY変換、CMYK→CMYKLcLm
変換、キャリブレーションは実行されます。

○ 標準の設定を使用：環境設定ツールのカラーマネージャタブの設定に従って色調
整を行ないます。環境設定ツールにおいて「色調整パラメータを自動変更」が
チェックされていない場合、またはデフォルトの変換方式に「プルーフ変換」を
選択した場合は、印刷できない場合があります。

○ 色調整ファイルを使用：指定された色調整ファイルの設定に従って印刷を行ない
ます。
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第2章　基本的な使い方

色調整ファイル

保存された色調整ファイルが無い場合は表示されません。
保存されている色調整ファイルを指定します。色調整方法で「色調整ファイルを使
用」が選択された場合に指定された色調整ファイルの設定に従って印刷されます。

解像度 なし

RIPに登録済みのプリンタが対応しているものが表示されます。未対応の解像度を
指定しても印刷できません。詳しくは、次項を参照してください。

マルチドット処理　　 切

プリンタ、解像度、インク、メディアの組み合わせでマルチドット処理が一方（「入」
または「切」）にしか対応していない場合、この設定に関らず対応している方が選択
されます。詳しくは、次項を参照してください。

印刷方向　　 双方向

ＰＳオーバープリント　　しない

ジョブタイプ　　 印刷＆カッティング

カッティング機能を持つプリンタで有効です。印刷動作とカッティング動作の組み
合わせを設定します。

クロップマークを印刷　　 しない

カッティング機能を持つプリンタで有効です。カッティングの位置合わせのための
「クロップマーク」を印刷するかどうかを設定します。

「メディア」と「インク」の設定について

「メディア」と「インク」で「標準」以外のものを選択できるようにするには、
「プリンタ設定ツール」にある「PPDに表示する」の設定を変更します。詳し
くは、「第5章 各種ツールについて」の「プリンタ設定ツール」を参照してく
ださい。
「メディア」と「インク」の設定が「標準」になっていると、「解像度」によっ
てこれらの設定が自動選択されます。どの解像度のときにどの値が選択される
かは、スタート画面から「システム情報」に入り、「プリンタ一覧」-「対応表」
で確認してください。「標準」と記してあるものが自動選択される組み合わせ
です。

設定に際しての注意点

「解像度」、「メディア」、「インク」の設定が適切な組み合わせでないと、エラー
となり印刷は行われません。適切な組み合わせについては、スタート画面から
「システム情報」に入り、「プリンタ一覧」-「対応表」で確認してください。
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第3章　カッティング機能
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輪郭線のカット

カッティング対応プリンタの場合、プリント＆カットやカッティングのみの動
作を行うことができます。アプリケーションソフト上で自由に描いた線（カッ
トライン）を切り抜いたり、画像の外枠を四角く切り抜くことができます。
プリント動作とカッティング動作は、目的に応じて自由に組み合わせることが
できます。

プリント＆カット

印刷が完了するとメディアを自動的に引き戻し、続けてカッティングを行う動
作です。

プリントのみ

プリント動作のみを行います。カッティングすべきデータがあっても無視しま
す。

カッティングのみ

カッティング動作のみを行います。ビニールシートの文字切りなどにも活用で
きます。

ラミネート加工後のカッティング

位置合わせ用のクロップマークを付けて印刷し、一度外したメディアに対して
正確な位置にカッティングします。初めにプリントのみの動作、次にカッティ
ングのみの動作をさせることになります。
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第3章　カッティング機能

カットラインの生成

「CutLine」という名前のスポットカラーで描かれた線（カットライン）の通り
にカッティングする方法です。自由な形状をカッティングすることができま
す。
Corel DRAW 8/9（Windows）、Adobe Illustrator 8/9/10（Win/Mac）、Quark
Xpress 4（Win/Mac）に対応しています。また、ドロッププリントの場合、対
応する画像のファイル形式はEPS形式のみです。
アプリケーションソフト上でカットラインを描くには、次のようにしてくださ
い。

Corel DRAW 8（Windows）でのカットライン生成

1.「ツール」メニューから「パレットエディタ」を開きます。

2.「パレット」ドロップダウンメニューで「ユーザー定義のインク」を選
択します。

3. 画面左側で任意の色を選択し、「追加」ボタンを押します。追加された
色（ボックス）をクリックして選択します。

4.「名前」を「CutLine」に変更します。RIPにカットラインを認識させる
ために、半角文字で正確に入力してください。

5.「保存」ボタンを押します。次に「OK」ボタンを押して画面を閉じます。
以上でユーザーパレットに「CutLine」というスポットカラーが登録さ
れました。

6. 次に、カッティングしたいパスの色を「CutLine」にします。
まずカッティングしたいパスを選択し、「輪郭ツール」から「輪郭カ
ラー」を開きます。
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7.「カスタムパレット」ボタンを押し、「種類」で「ユーザー定義のインク」
を選択します。「CutLine」という名前の色を選択し、「OK」を押します。

8. 以上でカットラインを生成する設定になりました。実際にカッティング
作業を行うには、この章の「プリント＆カットの操作」、「ラミネート加
工後にカッティングする操作」、「カッティングのみの操作」を参照して
ください。

Corel DRAW 9（Windows）でのカットライン生成

1.「ウインドウ」メニューから「カラーパレット」-「パレットエディタ」
を開きます。

2. ドロップダウンメニューで「ユーザー定義のインク」を選択します。「カ
ラーの追加」ボタンを押します。

3.「カラーの選択」ダイアログが開いたら、「モデル」タブあるいは「ミキ
サー」タブを選択します。
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第3章　カッティング機能

4. 任意の色を選択し、「パレットに追加」ボタンを押します。次に「閉じ
る」ボタンをクリックします。

5. 追加された色（ボックス）をクリックします。「名前」を「CutLine」に
変更し、「OK」をクリックします。
名前は、RIPにカットラインを認識させるために、半角文字で正確に入
力してください。
以上でユーザーパレットに「CutLine」というスポットカラーが登録さ
れました。

6. 次に、カッティングしたいパスの色を「CutLine」にします。
まずカッティングしたいパスを選択し、「輪郭ツール」から「輪郭カ
ラー」を開きます。

7.「カスタムパレット」タブを選択し、「パレット」で「ユーザー定義のイ
ンク」を選択します。「CutLine」という名前の色を選択し、「OK」を押
します。
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8. 以上でカットラインを生成する設定になりました。実際にカッティング
作業を行うには、この章の「プリント＆カットの操作」、「ラミネート加
工後にカッティングする操作」、「カッティングのみの操作」を参照して
ください。

Adobe Illustrator 8/9/10（Win/Mac）でのカットライン生成

1.「ウインドウ」メニューから「スウォッチを表示」を選択します。ス
ウォッチウインドウ右上の矢印をクリックし、「新規スウォッチ」を選
択します（*）。「新規スウォッチ」ダイアログが表示されます。

2.「名前」を「CutLine」に変更します。RIPにカットラインを認識させる
ために、半角文字で正確に入力してください。

3.「カラータイプ」で「スポットカラー」を選択します。

4. 任意のカラーモードと色を選択し、「OK」ボタンを押します。
以上でスウォッチウインドウに「CutLine」というスポットカラーが登
録されました。

5. 次に、カッティングしたいパスの色を「CutLine」にします。
まずカッティングしたいパスを選択し、「ツールパレット」から「線」を
選択します。スウォッチウインドウから、先ほど追加した色（CutLine）
を選択します。

*
「ツールパレット」で、「線」
または「塗り」が「なし」に
なっていると選択できませ
ん。
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第3章　カッティング機能

6. Illustrator 9/10の場合、「ファイル」メニューから「書類設定」を開き、
ポップアップメニューで「透明」を選択します。「画質／速度」スライ
ダが真ん中か左から2番目にあることを確認します。これ以外の位置で
は、カッティングされません。

7. 以上でカットラインを生成する設定になりました。実際にカッティング
作業を行うには、この章の「プリント＆カットの操作」、「ラミネート加
工後にカッティングする操作」、「カッティングのみの操作」を参照して
ください。

Illustrator 9/10 透明機能の注意

カッティングをしたい場合は、「透明化」、「ぼかし」、「ドロップシャド
ウ」などの効果は一切使わないでください。カットラインとして指定し
たパスがプリントされてしまうことがあります。

Quark Xpress 4（Win/Mac）のカットライン生成

1.「編集」メニューから「カラー」を選択し、「新規」ボタンを押します。
「カラーの編集」画面が開きます。

2.「名前」を「CutLine」にします。RIPにカットラインを認識させるため
に、半角文字で正確に入力してください。

3.「スポットカラー」にチェックを入れ、「OK」ボタンを押します。「保存」
ボタンを押します。
以上でカラーパレットに「CutLine」というスポットカラーが登録され
ました。

4. 次に、カッティングしたいオブジェクトの色を「CutLine」にします。
まずカッティングしたいオブジェクトを選択します。「アイテム」メ
ニューから「設定」をクリックし、「フレーム」タブを選択します。

5.「カラー」で「CutLine」という名前の色を選択します。

6. 以上でカットラインを生成する設定になりました。実際にカッティング
作業を行うには、この章の「プリント＆カットの操作」、「ラミネート加
工後にカッティングする操作」、「カッティングのみの操作」を参照して
ください。
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ジョブ枠のカット

レイアウトされた画像の輪郭を四角くカッティングします。アプリケーション
ソフトでカットラインを描く必要はありません。この機能は、写真の切り抜き
などに便利です。
画像の外枠をカッティングする設定を行うには、次のようにします。

1. RIP処理中でないことを確認します。RIPのスタート画面や操作画面が
開いていれば閉じます。

2. Windowsの「スタート」メニューから「プログラム」-「MagicChoice」-
「プリンタ設定ツール」をクリックします。「プリンタ設定ツール」が開
きます。

3. ご使用のカッティング対応プリンタを選択し、「変更」をクリックしま
す。ダイアログが開きます。

4.「ジョブ枠のカット」の「カットする」にチェックを入れます。「OK」を
クリックします。

5.「設定」をクリックします。「終了」をクリックしてプリンタ設定ツール
を閉じます。

6. 以上で画像の外枠をカッティングする設定になりました。実際にカッ
ティング作業を行うには、この章の「プリント＆カットの操作」、「ラミ
ネート加工後にカッティングする操作」、「プリント／カッティングのみ
の操作」を参照してください。
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カッティング条件の設定

カッティング作業を行う前に、カッティング速度やカッティング圧の設定を
行ってください。RIPから設定値を決められるほか、プリンタ本体側での設定
値を有効にすることもできます（初期状態ではRIPの設定値が優先され、プリ
ンタ本体での設定値は無視されます）。

1. RIP処理中でないことを確認します。RIPのスタート画面や操作画面が
開いていれば閉じます。

2. Windowsの「スタート」メニューから「プログラム」-「MagicChoice」-
「プリンタ設定ツール」をクリックします。「プリンタ設定ツール」が開
きます。

3. ご使用のカッティング対応プリンタを選択し、「変更」をクリックしま
す。ダイアログが開きます。

4. ＜RIPの設定値を有効にする場合＞
「カッティング速度」と「カッター圧」で、「指定する」にチェック
を入れ、それぞれの設定値を入力します。「OK」をクリックします。

＜プリンタ本体の設定値を有効にする場合＞
「カッティング速度」と「カッター圧」で、「指定する」のチェック
を外します。「OK」をクリックします。
設定値はプリンタ側で指定してください。

5.「設定」をクリックします。「終了」をクリックしてプリンタ設定ツール
を閉じます。
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プリント＆カットの操作

プリント＆カットを行うには、カットライン生成またはジョブ枠のカットをす
る設定をした後、次の操作を行います。

レイアウト出力（ドロッププリント、ドライバプリント）

1. 通常のレイアウト出力と同様の手順で、ドキュメントの配置やレイアウ
ト設定などを行います。 (*)

2.「印刷」ボタンを押し、「印刷ダイアログ」を開きます。

3.「ジョブタイプ」で「印刷＆カッティング」を選択し、「印刷」ボタンを
押します。

ドロッププリントによるダイレクト出力

プリント＆カット用のドロップフォルダを作成すると、そこにドキュメントを
転送するだけでプリント＆カットの動作をします（*）。「ジョブタイプ」の設定
を「印刷＆カッティング」にしたドロップフォルダを作成してください。

ドライバプリントによるダイレクト出力

プリンタのプロパティ設定で、「ジョブタイプ」に「印刷＆カッティング」を
選択します。

*
ドロッププリントの場合、
ドキュメントのファイル形
式は EPS 形式にしてくだ
さい。
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ラミネート加工後にカッティングする操作

初めにプリントを行い、取り外したメディアを再度プリンタにセットした後
カッティングを行う場合です。この場合のカッティング工程は、常に「再プリ
ントデータ」の出力という形を取ります。
この作業をするには、カットライン生成またはジョブ枠のカットをする設定を
した後、次の操作を行います。

Step 1：プリント工程

レイアウト出力（ドロッププリント、ドライバプリント）

1. 通常のレイアウト出力と同様の手順で、ドキュメントの配置やレイアウ
ト設定などを行います。 (*1)

2.「印刷」ボタンを押し、「印刷ダイアログ」を開きます。

3.「印刷ダイアログ」で次の設定をした後（*2）、「印刷」ボタンを押します。

・「ジョブタイプ」で「印刷のみ」を選択する
・「クロップマークを印刷」にチェックを入れる
・「カッティングデータを残す」にチェックを入れる

4. プリントのみが行われると同時に、カッティングデータが再プリント
データとして保存されます。
続けて「Step 2」へ進み、カッティングを行います。

ドロッププリントによるダイレクト出力 (*3)

ラミネート＆カット用のドロップフォルダを作成することができます。このド
ロップフォルダでは、プリントを行い、カッティングデータを再プリントデー
タとして保存します。ただし、カッティング工程は「Step 2」の手順を踏む
必要があります。
このドロップフォルダは、次の設定にしてください。

・「ジョブタイプ」で「印刷のみ」を選択する
・「クロップマークを印刷」にチェックを入れる
・「カッティングデータを残す」にチェックを入れる

*1
ドロッププリントの場合、
ドキュメントのファイル形
式は EPS 形式にしてくだ
さい。

*2
必要に応じて「レイアウト
名」に任意の名前を入力し
ます。これがカッティング
データ（再プリントデータ）
の名前になります。カッ
ティング工程のときにこの
名前を選択する必要があり
ますので、ほかのドキュメ
ントと区別しやすい名前に
しておくとよいでしょう。

*3
ドキュメントのファイル形
式は EPS 形式にしてくだ
さい。
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ドライバプリントによるダイレクト出力

プリンタのプロパティ設定で、「ジョブタイプ」に「印刷＆カットデータ保存」、
「クロップマーク印刷」に「する」を選択します。ただし、カッティング工程
は「Step 2」の手順を踏む必要があります。

Step 2：カッティング工程

1. ラミネート加工などの後、メディアを再びプリンタにセットし、クロッ
プマークを使って位置合わせを行います。

2. RIPのスタート画面から「印刷設定」に入ります。「ドキュメント選択
画面」を閉じます。

3.「オプション設定ウインドウ」の左下にある「矢印」をクリックすると
オプションが開きます。その中の「再プリント」ボタンを押します。
「再プリントデータ選択ダイアログ」が開きます。

4. Step 1で作成したカッティングデータ（再プリントデータ）を選択しま
す。「データタイプ」が「カッティングデータ」のものを選択します。

5.「印刷」ボタンを押します。カッティングが行われます。
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カッティングのみの操作

プリントになる画像が含まれていてもそれを無視し、カッティングだけを行い
ます。文字切りなど、純粋にカッティングマシンとして動作させたい場合は、
この設定がよいでしょう。
この操作をするには、カットライン生成またはジョブ枠のカットをする設定を
した後、次の操作を行います。

レイアウト出力（ドロッププリント、ドライバプリント）

1. 通常のレイアウト出力と同様の手順で、ドキュメントの配置やレイアウ
ト設定などを行います。 (*)

2.「印刷」ボタンを押し、「印刷ダイアログ」を開きます。

3.「ジョブタイプ」で「カッティングのみ」を選択し、「印刷」ボタンを押
します。

ドロッププリントによるダイレクト出力

プリント＆カット用のドロップフォルダを作成すると、そこにドキュメントを
転送するだけでカッティングのみの動作をします（*）。「ジョブタイプ」の設定
を「カッティングのみ」にしたドロップフォルダを作成してください。

ドライバプリントによるダイレクト出力

プリンタのプロパティ設定で、「ジョブタイプ」に「カッティングのみ」を選
択します。

*
ドロッププリントの場合、
ドキュメントのファイル形
式は EPS 形式にしてくだ
さい。
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第4章　便利な使い方
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OPI機能

OPI機能とは

数MBから数十MBといった容量の大きい高解像度画像をローカル(クライア
ントPC)のアプリケーションで編集するとメモリ量が足りなくなったり、処理
速度が遅くなったりします。そのような時、編集などの作業時には実際のもの
より低解像度のデータを用い、印刷時には高解像度データに差し替えて印刷す
ることができるのがOPI機能です。

＊注意＊

この機能はOPI機能をサポートしているアプリケーションに限ります。
OPI印刷機能を使うには、まずRIPへのデータ送信の際に「OPI機能を使いま
す｣というメッセージをもったOPIコメント(画像変換用の情報)が同時に送られ
るようアプリケーション側から指示を出しておかなければいけません。
指定方法に関しては各アプリケーションごとに異なりますのでそれぞれのアプ
リケーションのマニュアルをご覧ください。

OPI機能の使い方

高解像度画像ファイルをRIPサーバに登録すると自動的に低解像度画像ファイ
ルが作成されます。アプリケーション上でファイルを編集する際には、この自
動作成された低解像度画像ファイルを使います。
実際に印刷する際に、どの画像を使って印刷したいのかを指定し(一般的には
高解像度画像)印刷指示を出します。

＝OPI機能イメージ図＝

＊編集時＊

＊印刷時＊
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第4章　便利な使い方

1. 高解像度画像登録フォルダと低解像度画像フォルダのリンク

Windowsの場合

1. クライアントで「マイコンピュータ」または「ネットワークコンピュー
タ｣を開きます。RIPサーバにある　「OPI-push(高解像度画像登録フォル
ダ)｣を探し、このショートカットをデスクトップ上に作ります。

2. 同様に「OPI-low(低解像度画像フォルダ)｣のショートカットをデスク
トップ上に作ります。

Macintoshの場合

1. クライアントのアップルメニューから「セレクタ｣ を選び、
「AppleShare」をクリックします。　「ファイルサーバの選択｣リストか
らRIPがインストールされたコンピュータを選び「OK｣を押します。

2. リストの中にある「OPI-push(高解像度画像登録フォルダ)｣と「OPI-low
(低解像度画像フォルダ｣を選択します。

3. デスクトップ上に2つのフォルダができていることを確認し、開いたセ
レクタ画面を閉じてください。

2. サーバへ高解像度画像ファイルを登録する

登録できるデータフォーマットはJPEG、TIFF、EPSの3種類です。
登録したい高解像度画像ファイルをデスクトップ上に作成した「OPI-push(高
解像度画像登録フォルダ)｣フォルダにドラッグ＆ドロップしてコピーします。
登録が正常に行われるとコピーしたファイルは、しばらくした後この「OPI-
push｣フォルダ内から消えます。同時に「OPI-low(低解像度画像フォルダ)｣内
にコピーした高解像度画像に対する低解像度画像ファイルが作成されます。

★高解像度画像登録時の注意

登録するファイル名に注意してください

●一旦登録したファイル名は変更できません。またすでに同じ名前の高解像度
画像ファイルが登録されている場合は同名での登録はできませんので名前を
変更してください。

●TIFF,JPEGフォーマットで識別子がないファイルが登録された場合、作成
される低解像度OPIファイルのファイル名は登録した高解像度画像ファイル
のファイル名と同一になります。
識別子にtif”(TIFF)，“.jpg”(JPEG)が付いたファイルが登録された場合、作
成される低解像度OPIファイルのファイル名には出力フォーマットに一致し
た識別子(“.tif”“.jpg”)が付きます。

登録作業をしたのに低解像度ファイルが作成されない場合

「OPI-low｣フォルダにエラーログファイルが作成されます。登録しようとした高
解像度画像ファイル名.log”の名前のファイルを開き状況を確認してください。
登録した画像を削除するには

OPIサービスを開始した状態で「OPI-low(低解像度画像フォルダ)｣に表示され
ている低解像度画像ファイルを削除すると、それに関連する高解像度画像ファ
イルも削除されます。
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3. サーバにできた低解像度画像をアプリケーションで使用する

OPI機能に対応したアプリケーションを使用する際に「OPI-low(低解像度画像
フォルダ)｣にある低解像度画像ファイルを直接読み込んで使用します。

★低解像度画像使用時の注意

必ずフォルダから直接読み込んでください。フォルダからローカル（クライン
アントPC)にコピーして使用していると、登録した画像が知らないうちに消去
された場合、アプリケーションでの作業は支障なく進めることができても実際
の印刷はできないという可能性があります

4. OPI機能を使って印刷する

ダイレクト出力を行なう場合、OPI機能の指定は「OPI印刷｣の項目で設定し
ます。
レイアウト出力を行う場合は、｢印刷形式｣ダイアログで設定します。
OPI機能は次の3つの印刷形式が指定可能です。 (*)
・高解像度を使用：登録された高解像度データを使用します(デフォルト設
定)。

・低解像度を使用：指定された低解像度データを使用します。
・OPI機能を使用しない：高解像度データも低解像度データも使用しません。

OPI機能の各設定と印刷データの関係を次の図に示します。

*
指定した解像度データが見
つからない場合は、印刷
データ中に含まれるイメー
ジデータを使用します。

OPI印刷の概念図
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第4章　便利な使い方

「イメージ｣は、アプリケーションでリンク(読み込み又は配置)されたビット
マップデータを示します。「OPIコメント｣は、アプリケーションから印刷デー
タをRIPサーバに送信した際、またはEPSファイルとして保存した際に生成
されるOPI専用のコメントです。通常は意識する必要はありませんがOPI機
能使用時の印刷結果には影響します。

(サーバ管理者の方へ)

OPIサービスの設定を変更するには以下の手順を踏んでください。

1.Administrators（管理者）権限を持つユーザー名でRIPのスタート画面を起動
します。

2.OPI サービスを停止します。
RIPのスタート画面にある「管理ツール｣を押し、「OPI設定｣タブを選択し
ます。そこで「OPIサービス｣「停止｣を押してください。

3.OPIサービスの設定内容を変更します。
4.OPIサービスを再開します。

RIPのスタート画面にある「管理ツール｣を押し、「OPI設定｣タブを選択し
ます。そこで「OPIサービス｣「開始｣を押してください。
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カラープロファイル機能

カラープロファイルとは

RGB,CMYKの入力データは、標準的な色（Lab,XYZ）への変換を介して意図し
た色に変換され、プリンタに出力されます。その変換手続きを定義したファイ
ルを「カラープロファイル」と呼んでいます。
「カラープロファイル」は「入力プロファイル」と「出力プロファイル」に大
別され、それぞれのファイルをRIP画面で選択して印刷することにより、モニ
タに表示されている画像やスキャナで読み取った原稿とプリンタの出力をより
近いものに合わせます。

カラープロファイルの使い方

以下の説明では、プリンタの識別番号は"000"として説明します。例えばプリ
ンタの名前として"RMC000"や共有フォルダの名前として"PPD(000)"があれ
ば、"000"の部分をお使いのRIPの識別番号に読み替えてください。

「カラープロファイル｣をご使用いただくには、RIPにファイルを追加登録して
いただく必要があります。登録できるモニタプロファイルに関してはICC準拠
のものに対応しています。
「カラープロファイル」をお使いいただくには以下のステップをふみます。

　①使用しているクライアントからカラープロファイルをRIPに登録する。
　②登録したカラープロファイルを使って印刷する。

1. クライアントからRIPにカラープロファイルを登録する

★ご注意

・システムファイル属性がついたカラープロファイルは登録できません。
・カラープロファイル名に漢字が使用されていると、ダイレクト出力を行う
場合に正しく登録されないことがあります。この場合は、レイアウト出力を
行ってください。

Windowsクライアントの場合

1. クライアントで「マイネットワーク」または「ネットワークコンピュー
タ｣を開き、RIPサーバを開きます。

サーバ

レイアウト設定用にスプール

＝カラープロファイル登録図＝

カラープロファイル

Color
Prof

クライアント
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2. RIPサーバのフォルダ一覧の中から「ColorProf｣を開きます。

3. その中に、登録したいカラープロファイルのファイルをコピーします。
(*1)

4. コピーしたカラープロファイルが「ColorProf｣フォルダ内から消えた
ら、フォルダ内の「profilelist.txt｣ファイルをテキストエディタで開いて
ください。先程コピーしたファイルの記述があれば登録完了です。 (*2)

Macintosh クライアントの場合

1. クライアントのアップルメニューから「セレクタ｣を選び、さらに
「AppleShare｣を選択します。

2.「ファイルサーバの選択｣からRIPサーバを選び「OK｣を押します。

3. RIPサーバのリストから「ColorProf(000)｣を選択し「OK｣を押します。

4. デスクトップ上にマウントされた「ColorProf」フォルダをダブルク
リックして開きます。

5. その中に、登録したいカラープロファイルのファイルをコピーします。
ファイルの名前に次の特殊文字及び全角(日本語)文字の入ったファイル
は使用できません（￥  /  ：  ＊  ？  ”  ＜  ＞  ｜）

6. コピーしたカラープロファイルの表示が「ColorProf」フォルダ内から
消えたら、フォルダ内の「profilelist.txt」ファイルをテキストエディタ
で開いてください。先程コピーしたファイルの記述があれば登録完了で
す。

2. コピーしたプロファイルが登録されたかどうか確認する

前項で開いた「ColorProf｣フォルダの中に、「Profilelist.txt｣というテキスト
ファイルがあります。このファイルには、登録を完了したカラープロファイル
がリスト表示されています。そこに、登録作業をしたカラープロファイルがあ
るかどうか確認してください。

もし、大切なファイルを「ColorProf｣フォルダに移動させてしまったら

Trash(MacintoshではTrash(000))というRIP専用のごみ箱フォルダが作成
されています。「ColorProf｣フォルダにカラープロファイル以外のファイルを
コピーまたは移動させると、RIPはファイルをこのごみ箱に移動させます。ご
み箱に移されたファイルは約１時間後に自動的に削除されるまではそこに入っ
たままになっていますので1度中を確認してみてください。まだごみ箱の中に
残っていればそこから取り出すことができます。 (*3)

*3
FAT ファイルシステムで
お使いの場合は、システム
上の制限のために、ごみ箱
フォルダに移動されたファ
イルはただちに削除されま
す。

*1
ファイルの名前に全角(日
本語)文字の入ったファイ
ルは使用できません。

*2
登録されなかったファイル
はごみ箱フォルダ(Trash)
の中に、ファイル名の末尾
にタイムスタンプの文字列
を付加されて移動されてい
ます。移動されたファイル
は最短1時間後に自動的に
削除されます。
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3. 登録したカラープロファイルを使って印刷するるるるる

レイアウト出力で印刷する場合

1. RIPのスタート画面が開いている場合は、いったん閉じます。

2. RIPのスタート画面で「印刷設定」をクリックし、印刷するドキュメン
トを指定します。

3.「ドキュメント」-「色調整」タブを開き、「設定」ボタンを押します。次
に「色変換」ボタンをクリックします。色変換方式で「プロファイル変
換」を選択した後、カラープロファイルを指定します。

ダイレクト出力でカラープロファイルを指定したい場合

「色調整ファイル」を保存しておいて下さい。色調整ファイル保存後は、
PPDファイルの更新を行ってください。 (*)

ドライバプリントによるダイレクト出力（色調整ファイルを指定する方法）

ドライバプリントでダイレクト出力する場合は、「色調整ファイル」を指定す
ることにより間接的にカラープロファイルの指定が可能です。この場合、使用
したいカラープロファイルが選択された「色調整ファイル」が保存され、PPD
ファイルが更新されていることが前提となります。 (*)

＜Windowsの場合＞

1. アプリケーションで通常印刷する時と同じ手順でRIPに対応したプリン
タをまず選択します。

2. その状態で同じ「用紙設定ダイアログ｣にある「プロパティ｣を押します。
Windows NTの場合「詳細｣タブを、Windows 95/98/Meの場合「デ
バイスオプション｣タブを選択します。

3. Windows NTの場合、ツリーから「ドキュメントのオプション｣を開き、
さらに「プリンタの機能｣を開きます。

4. そこに挙げてある項目のうち、「色調整方法」で「色調整ファイルを使
用」を選択し、使用する「色調整ファイル」を指定します。

*
PPD ファイルの更新につ
いては、「第 1 章 インス
トール」の「PPDファイル
の更新」を参照してくださ
い。
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＜Macintoshの場合＞

1. セレクタを開き、‘LaserWriter8’を選択します。 (*1)

2.「PostScriptプリンタの選択｣リストボックスからRIPに対応したプリ
ンタ名を選択します。

3.「セレクタ｣を閉じます。

4. アプリケーションで「プリント｣を選択し、「ダイアログ｣を開きます。

5.「一般設定｣と表示されている部分の▼を押し、「各プリンタ別オプショ
ン｣を選択します。

6. そこに挙げてある項目のうち、「色調整方法」で「色調整ファイルを使
用」を選択し、使用する「色調整ファイル」を指定します。

ドライバプリントによるダイレクト出力（環境設定ツールを使用する方法）

1. 環境設定ツールの「カラーマネージャ」タブを開きます。

2.「デフォルトのRGB変換方式」「デフォルトのCMYK変換方式」を「プ
ロファイル変換」とします。 (*2)

3.「RGB入力プロファイル」または「CMYK入力プロファイル」で使用
するカラープロファイルを選択します。

4. OKボタンを押します。

5. 上記の方法「色調整ファイル」を指定する方法で、「色調整方法」を「標
準の設定を使用」として印刷を行ないます。これにより、環境設定ツー
ルで指定されたカラープロファイルを使用して印刷されます。

*2
手順2～3の代りに、「色調
整ファイルを選択して設定
する」をチェックし、色調
整ファイルを指定すること
も可能です。

*1
使用するドライバによって
オプションの選択画面等が
異なる場合があります。
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4. 登録済みのカラープロファイルを削除する

登録済みのカラープロファイルを削除するには、RIPサーバで次のように操作
します。

1. 前々項の「2.コピーしたプロファイルが登録されたかどうか確認する」
でカラープロファイルの登録を確認するときに用いた「Profilelist.txt｣
ファイルをメモ帳で開き、削除したいカラープロファイルのファイル名
を確認します。

2. エクスプローラでWindows のシステムディレクトリの下にある
「SYSTEM32¥COLOR｣というディレクトリを開きます。ここにある
ファイルが、RIPに登録されているカラープロファイルです。

3. COLORディレクトリの中から手順1で確認したファイルを削除しま
す。
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キュー登録による連続印刷

複数のドキュメントを出力する際にあらかじめ出力したいドキュメントに対し
て印刷命令をかけておき、後から連続して印刷させることが可能です。
以下の手順に従って作業を行ってください。

キュー登録の操作手順

1. Administrators（管理者）権限を持つユーザー名でRIPのスタート画面を
起動します。

2. RIPのスタート画面より｢印刷状況｣を開きます。

3. 画面中央の｢プリンタの停止｣をクリックします。 (*1)

4. ボタンの文字列が｢プリンタの再開｣に変わり、画面左上のプリンタアイ
コンに×マークが表示されたことを確認します。

5. ｢印刷状況｣ウィンドウを終了又は最小化します。

6. RIPのスタート画面から｢印刷設定｣をクリックします。

7. ｢ドキュメント選択ウィンドウ｣からドキュメントを選択し、｢オプション
設定ウィンドウ｣の各タブにおいて必要な設定を行います。 (*2)

8. ｢オプション設定ウィンドウ｣右下の｢印刷｣をクリックし、｢印刷ダイアロ
グ｣を開きます。

9. 必要な設定を行い、｢印刷｣をクリックします。
印刷するドキュメント数に応じて手順7.～ 9.を繰り返します。

10. すべてのドキュメントに対しキュー登録し終わったら、｢印刷状況｣ウィ
ンドウをもう一度開きます。

11. 画面中央の｢プリンタの再開｣をクリックします。 (*3)
これでキュー登録された順番に印刷が開始されます。

*2
設定の方法、内容について
は、「第7章 操作画面説明」
の「印刷設定」を参照して
ください。

*3
プリンタの再開をクリック
する前に、必ず使用するプ
リンタがオンライン(準備
OK)の状態になっているこ
とを確認してください。

*1
ここで言う｢プリンタ｣は実
際に接続されているプリン
タではありません。RIPの
機能のことを指します。
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フォントダウンロード

PSフォントダウンロード機能について

市販のPSフォントをRIPのハードディスク上にダウンロードしておき、使用
することができます。ダウンロード可能なフォントは「Macintosh から
PostScript プリンタ(RIP)へダウンロードが可能なPSフォント｣です。

フォントダウンロードを行うには、Macintoshクライアントが必要です。ま
た、RIPサーバがWindows XP Professionalの場合は、フォントダウンロー
ドはできません。

ダウンロードする際の注意

フォントダウンロードサービスが起動中は、RIPが共有しているプリンタは一
時停止状態になります。
クライアントから送られた印刷データは処理されずにRIP内に蓄えられます。
このデータはフォントダウンロードサービスの終了次第順次処理され印刷され
ます。ただし、フォントダウンロードサービス中に蓄えられた印刷データにお
いては、新しくダウンロードしたフォントを使用することはできません。
PPDファイルの更新作業が完了するまで、クライアントから印刷データを送
らないことをおすすめします。
何らかの理由でフォントダウンロード処理に失敗した場合、それ以降RIP処理
が正常に動作しなくなることがあります。そのような場合に備えて、ダウン
ロード作業を始める前に〔システムのあるドライブ〕：〔NTシステムのある
フォルダ〕¥system32にある“disk0”フォルダのバックアップを作ってくだ
さい(ダウンロードされたフォントデータは“disk0”フォルダ内に保存される
ようになっています)。

ダウンロードの方法

1.「disk0」フォルダのバックアップ

バックアップの仕方

1. Administrators（管理者）権限を持つユーザー名でRIPのスタート画面を
起動します。

2. RIPのスタート画面から「管理ツール」-「メンテナンスタブ」-「サー
ビス管理」を開き、「停止」を押します。

3.「サービス管理｣の表示が「停止｣になるのを確認します。

4. <システムのあるドライブ>:<NTシステムのあるフォルダ>¥system32
にある"disk0"フォルダ全体のコピーを適当な場所に作成します(コピー
先にできた "disk0"フォルダがバックアップになります)。

5.「管理ツール」-「メンテナンスタブ」-「サービス管理」で「開始」を
押します。

6.「サービス管理」の表示が「動作中」になるのを確認します。
以上で、「disk0」フォルダのバックアップの終了です。

ここでは、プリンタの識別
番号は"000"として説明し
ます。例えばプリンタの名
前として "RMC000" や共
有フォルダの名前として
"PPD (000 ) " があれば、
"000 " の部分をお使いの
RIPの識別番号に読み替え
てください。
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第4章　便利な使い方

2. RIPサーバのフォントダウンロードサービスを起動する

このサービスを起動させるには、RIPサーバ上のすべての印刷処理が終了して
いなければなりません。
RIPのスタート画面で「印刷状況｣を押し、「印刷状況ダイアログ｣で、「印刷中」
あるいは「印刷待ち」のドキュメントがないことを確認してください。

1. Administrators（管理者）権限を持つユーザー名でRIPのスタート画面を
起動します。

2. RIPのスタート画面にある「管理ツール｣で「管理ツールウインドウ｣を
開き、　「フォントダウンロード｣タブを選択します。

3.「フォントダウンロードサービスが開始できます｣と表示されていること
を確認してください。 (*1)

4. フォントダウンロード用のプリンタの共有を開始するために、「開始｣を
押します。
「開始｣を押すと、共有プリンタ名が表示されます。共有プリンタ名は、
「RMC000FD」となります。
フォントダウンロードサービスが起動しました。

※注意※

フォントダウンロード用に共有するプリンタには決して印刷データを送らない
でください。
フォントダウンロード用に共有するプリンタは、印刷処理を行いません。
印刷データを送ってしまった場合には、RIPが誤作動することがあります。

3. Macintoshクライアントからフォントをダウンロードする

1. Macintoshクライアントのアップルメニューから「セレクタ」を開きます。

2.‘LaserWriter8’を選択し、“RMC000FD”を選択してください。

3. インストールしたいフォントを、そのフォントの取り扱い説明書に記述
された手順にそって、ダウンロードしてください。但し、手順に「フォ
ントキャッシュの削除｣の項目がある場合、RIPサーバにおいては「フォ
ントのキャッシュの削除｣を行う必要はありません。

4. ダウンロードが終了したら、取り扱い説明書の手順にそって、インス
トールプログラムを終了します。

4. RIPサーバのフォントダウンロードサービスを停止する

Macintoshクライアントにおけるフォントのダウンロード処理が終了している
ことを確認してください。フォントのダウンロード処理中にサービスを停止す
るとRIPが誤作動することがあります。

1. RIPのスタート画面にある「管理ツール｣で「管理ツールウインドウ｣を
開き、「フォントダウンロード｣タブを選択します。

2.「停止｣を押してください。「フォントダウンロードサービス停止確認ダ
イアログボックス｣が開きます。

3. Macintoshクライアントでのフォントダウンロード処理が終了している
ことを再確認した上で、「はい｣を押します。
フォントダウンロードサービスが停止しました。 (*2)

*1
「印刷中のジョブが残って
います。フォントダウン
ロードサービスは開始でき
ません｣と表示されている
場合は、RIPのスタート画
面の「印刷状況｣を押し、
「印刷状況ダイアログ｣で、
リストボックス上にドキュ
メントがないことを確認し
てください。ドキュメント
がある場合は印刷が終了す
るのを待つか、全てのド
キュメントを削除してリス
トボックスを空にする必要
があります。

*2
フォントダウンロードサー
ビス終了時にPPDファイ
ルの作り直し処理が行われ
ます。処理時間はそれまで
にダウンロードされたトー
タルのフォント数に依存
し、フォントダウンロード
サービスの停止までに数分
から数十分要することがあ
ります。
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5. PPDファイルを更新する

「第1章 インストール」の「PPDファイルの更新」を参照し、RIPサーバと
クライアント（Windows、Macintoshとも）のPPDファイル更新作業を行って
ください。

バックアップした"disk0"フォルダの戻し方

フォントダウンロードに失敗しRIPが正常に動作しなくなった場合、フォント
ダウンロードを行う前の状態に戻すと復旧できることがあります。

1. Administrators（管理者）権限を持つユーザー名でRIPのスタート画面を
起動します。

2. RIPのスタート画面から「管理ツール」-「メンテナンスタブ」-「サービ
ス管理」を開き、「停止」を押します。

3.「サービス管理｣の表示が「停止｣になるのを確認します。

4. <システムのあるドライブ>:<NTシステムのあるフォルダ>¥system32
にある　“disk0”フォルダを削除します。

5. バックアップとして作成した“disk0”フォルダ全体を、〔システムのあ
るドライブ〕:〔NTシステムのあるフォルダ〕¥system32へ移動します。

6.「管理ツール」-「メンテナンスタブ」-「サービス管理」で「開始」を押
します。

7.「サービス管理」の表示が「動作中」になるのを確認します。
以上で、「disk0」フォルダがフォントダウンロードを行う前の状態に戻
ります。



85

第5章　各種ツールについて
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環境設定ツール

環境設定ツールでRIP起動時の初期動作を設定することができます。
Windowsの「スタート」メニューから「プログラム」-「MagicChoice」-「環境設定ツール」をクリックし
て起動します。設定値を変更し「OK」ボタンを押すと設定値が記憶され、以降の印刷処理で有効となります
（PCの再起動は必要ありません）。

＜注意＞

必ず、RIPの動作中（RIP処理中や印刷中）でないことを確認のうえ起動してください。

〔レイアウト印刷〕タブ

レイアウト出力時のデフォルト値を設定します。
プリンタ、解像度、インク、メディアの組み合わせによってマルチドット処理が「入」または「切」にしか対
応しない場合は、対応している設定が選択された状態でグレーアウトします。

〔カラーマネージャ〕タブ

色調整機構の動作について設定します。
オプション設定ウィンドウなどで特に設定しなければ、ここでの設定が有効になります。
また、ドロッププリントの際に「色調整方法」として「自動設定」を選んだ場合や、ドライバプリントの際に
「色調整方法」として「標準の設定を使用」を選択した場合は、ここでの設定が有効になります。

個別に設定する／色調整ファイルを選択して設定する

　「個別に設定する」を選択すると、この画面での設定が可能になります。
　「色調整ファイルを選択して設定する」を選択すると、指定した色調整ファイルの設定が有効になります。

デフォルトのRGB変換方式／デフォルトのCMYK変換方式

　「プルーフ変換」を選択した場合は、ダイレクト出力を行うことはできません。
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第5章　各種ツールについて

〔BR-Script〕タブ

BR-Script（PostScript インタープリタ）について設定を行います。

イメージモード

　「ディスク」：イメージ処理にハードディスクを使用します。拡大率の大きなサイン系の出力を行う場合に指
定します。
　「メモリ」：イメージ処理にメモリを使用します。等倍以下のプルーフ印刷系の出力を行う場合に指定します。

パターンキャッシュ

WindowsのOfficeアプリケーションから印刷を行う場合は「0」に設定して下さい。

バンド幅

マルチジョブを行う場合は、ジョブ当たりのメモリ使用量を抑える為にバンド幅を小さく設定して下さい。最
大値は64です。

カラーレンダリング辞書

CIE色変換に、RIPによるカラーマネジメントを使用しない場合は「使用しない」を指定します。通常は「使
用しない」に設定しておきます。

トランスファ関数

　「ON」にすると、PSデータ内のトランスファ関数が有効になります。ただし、RIPの色変換／色調整を有効
にすると、「トランスファ関数＝OFF」として処理されます。通常は「OFF」に設定しておきます。
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〔RIP制御〕タブ

RIPの制御について設定を行います。

マルチプリント

同時に駆動する出力プリンタの数を指定します。マルチジョブの設定と関係があり、複数プリンタを指定する
場合にはより高い性能のコンピュータが必要になります。

マルチジョブ

並列処理させるジョブの数を指定します。設定可能な数値はマルチプリントの倍数で最大値は10です。
マルチジョブは、設定されたマルチプリントに均等に割り当てられます。例えば、マルチプリント=2、マル
チジョブ=6の場合は、２つのプリンタで各々３つのジョブが並列処理されます。
複数ジョブの並列処理は、デュアルCPUなどの高性能なコンピュータの場合に効力を発揮します。コンピュー
タに十分な性能がないと、マルチジョブ=1の場合よりもトータルの生産性が低下することもありますので、十
分検討のうえ設定を行ってください。

長尺印刷に対応する

長尺印刷（スプールファイルが4 GBを超える印刷）が可能になります。ただし、長尺印刷モードではマルチ
ジョブおよびマルチプリントはできなくなります（第8章の「長尺印刷モードの制限事項」参照）。

〔PPD設定補助〕タブ

PPDファイルを認識できないアプリケーションからドライバプリントを行う場合は、PPD設定補助の設定が
使用されます。
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第5章　各種ツールについて

・・・・・標準標準標準標準標準                                                                                                                                                 標準標準標準標準標準
・・・・・高解像度用高解像度用高解像度用高解像度用高解像度用
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プリンタ設定ツール

プリンタ設定ツールでは、RIPに登録されているプリンタの出力先ポートを選択したり、プリンタ機種固有の
デバイス設定等を変更することができます。
Windowsの「スタート」メニューから「プログラム」-「MagicChoice」-「プリンタ設定ツール」をクリック
して起動します。

＜注意＞

必ず、RIPの動作中（RIP処理中や印刷中）でないことを確認のうえ起動してください。

設定したいプリンタを選択して「変更」ボタンを押すと、下記の画面が表示されます（プリンタ機種によって
設定項目は異なります）。
設定後には必ず「設定」ボタンを押してからプリンタ設定ツールを閉じてください。

　　　　※プリンタの機種によっては設定できない項目もあります。

PPDファイルに表示する

ドライバプリントによるダイレクト出力をする際に、プリンタのプロパティで「メディア」と「インク」の選
択ができるかどうかを設定します。チェックを入れると選択が可能になります。ただし、チェックを入れるの
は一つのプリンタのみにしてください。複数のプリンタでチェックを入れると、ドライバプリントが思わぬ結
果になることがあります。チェックを外すと「標準」以外選択できなくなります。
この設定を変更した場合は、必ずPPDファイルの更新を行ってください。操作については、「第1章 インス
トール」の「PPDファイルの更新」を参照してください。
ドライバプリントで不適切な設定をすると、エラーとなり印刷は行われません。適切な設定値を知るには、「シ
ステム情報」にある「プリンタ一覧」-「対応表」を確認してください。
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出力先ポート

RIP上でそのプリンタを選択したときの出力先ポートを選択します。出力先ポートが「無効」と表示されてい
るプリンタには出力できません。

オートカット

1ページの印刷が完了した後でメディア切り離しをするかどうかを選択します。

重ね打ち回数

プリント時のインク量を指定します。通常は「1回」です。「2回」ではその倍のインク量になります。インク
を単純に塗り重ねるだけですので、色調整などは一切考慮されません。特に多量のインクが必要な場合以外は
使用しないでください。

スキャン速度

プリント動作時のプリンティングキャリッジ速度を指定します。不適切な値を指定すると、印刷結果に影響を
与える場合があります。

ページ間隔

1ページ目の印刷と2ページ目の印刷との間に空ける余白を設定します。

送り補正

フィード方向のメディア移動距離の補正値を選択します。チェックを入れると、RIP側で選択したメディアの
種類に応じた補正値が自動的に使われます。チェックを外すと、プリント本体側で設定した補正値が有効にな
ります。

インク乾燥時間

1ページの印刷が完了し次のページの印刷を開始するまでの待機時間を設定します。プリント＆カットを行う
場合は、プリントが完了してからカッティングが開始されるまでの待機時間になります。

印刷吸着パワー

浮き上がり防止のためメディアをプラテンに吸い付ける際の吸着力を設定します。

ヘッド高さ確認

プリンティングヘッドの高さがRIPで指定したメディアの種類と適合しているかを印刷前に確認します。この
確認の方法を指定します。

印刷後原点に戻る

1ページのプリントが完了した際、メディアを開始位置まで自動的に引き戻します。インクの乾燥が早いメ
ディアでないと、ピンチローラの跡がついてしまうことがありますのでご注意ください。

カッティング回数

カッティング動作を何回するか指定します。1回では切りきれない厚いメディアなどに対応できます。

カッティング速度

カッター移動速度の設定をします。チェックを入れるとこの画面での設定値が有効になります。チェックを外
すとプリンタ本体側での設定値が有効になります。

カッター圧

カッター圧力の設定をします。チェックを入れるとこの画面での設定値が有効になります。チェックを外すと
プリンタ本体側での設定値が有効になります。

カッター刃先オフセット

カッターオフセットの設定をします。チェックを入れるとこの画面での設定値が有効になります。チェックを
外すとプリンタ本体側での設定値が有効になります。
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ジョブ枠のカット

RIPにレイアウトしたドキュメントの輪郭を四角くカッティングしたい場合にチェックを入れます。この状態
でドキュメント読み込んでRIP処理すると、輪郭のカッティングデータが生成されます。

カット後原点に戻る

1ページのカッティングが完了した際、メディアを開始位置まで自動的に引き戻します。

プリンタ追加ツール

RIPにプリンタを登録したり削除したりします。削除したプリンタは、ここでいつでも登録し直すことができ
ます。
Windowsの「スタート」メニューから「プログラム」-「MagicChoice」-「プリンタ追加ツール」をクリッ
クして開きます。

＜注意＞

必ず、RIPの動作中（RIP処理中や印刷中）でないことを確認のうえ起動してください。

プリンタの登録

「追加」ボタンを押します。開いたダイアログのドロップダウンメニューから登録したいプリンタを選択しま
す（登録できるプリンタはここで表示されるものだけです）。必要に応じて、RIPに表示されるプリンタ名を変
更することもできます。

プリンタの削除

削除したいプリンタを選択し、「削除」ボタンを押します。
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第6章　キャリブレータ
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Calibratorについて

Calibratorは、カラーキャリブレーションをおこなうソフトです。
プリンタは、温度・湿度などの環境により印刷時の色合いが変動する場合があります。また、プリンタの個体
差により印刷時の色合いが違う場合があります。これら印刷時の色合いの変動や個々のプリンタの色合いの違
いを吸収することをカラーキャリブレーションといいます。
カラーキャリブレーションをおこなうことにより、プリンタによる印刷時の色合いを常に一定に保つことがで
きます。

Calibratorの操作方法

カラーキャリブレーションのデータはプリンタ、解像度、インク、メディアごとに準備する必要がありますの
で、キャリブレーション機能をお使いの場合は、「いつ」「どの組み合わせ」でキャリブレーションのデータを
RIPに組み込んだか管理する必要があります。作業を行う場合は、設定状態を必ず確認してから操作を行って
ください。
キャリブレーションは、特にインク交換されたときやプリンタをしばらく使わなかったとき、または印刷時の
色に変化があったときなど、期間を決めてご使用ください。
Calibratorではキャリブレーションの設定を行い、RIPを経由して測色データ（カラーチャート）を印刷します。
その測色データを測色計で測色し、Calibratorで直接読み込むか測色計の付属ソフトでデータをテキストファ
イルとして一旦保存し、 Calibratorで読み込んでキャリブレーションを行います。

1. Calibratorを次のどちらかの方法で起動します。
・デスクトップ画面の［Calibrator］をダブルク
リックします。

・「スタート」ー「プログラム」ー「MagicChoice」ー
「Calibrator」を選択します。

Calibratorが立ち上がります。

2.［初期画面］で［キャリブレーション開始］ボタ
ンをクリックしてください。
何もおこなわず、キャリブレーションを終了する
場合は、[キャンセル]をクリックして下さい。
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3. [キャリブレーション実行］画面ではプリンタ、解
像度、インク、メディア、マルチドット処理を正
確に選択してください。次に、ご使用の測色計を
選択してください。選択が間違いのないことを確
認して、［設定完了］ボタンをクリックしてくだ
さい。
前の画面に戻る場合は、[戻る]をクリックしてくだ
さい。
何もおこなわず、キャリブレーションを終了する
場合は、[キャンセル]をクリックしてください。

4.［カラーチャートの印刷］画面ではプリンタの印
刷準備ができた状態で［印刷開始］ボタンをク
リックしてください。測色データ（カラーチャー
ト）が印刷されます。
前の画面に戻る場合は、[戻る]をクリックしてくだ
さい。
何もおこなわず、キャリブレーションを終了する
場合は、[キャンセル]をクリックしてください。
すでに印刷されている場合は［次へ］ボタンをク
リックしてください。

［印刷開始］ボタンをクリックすると、確認ダイ
アログが表示されますので［はい］をクリックし
てください。

5. カラーチャートの印刷が終了したことを確認し、
［確認］ボタンをクリックしてください。
前の画面に戻る場合は、[戻る]をクリックしてくだ
さい。
何もおこなわず、キャリブレーションを終了する
場合は、[キャンセル]をクリックしてください。
次の画面へ進む場合は［次へ］ボタンをクリック
してください。
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6.［測色データの保存］画面が開きます。ご使用の
測色計（［キャリブレーションの実行］画面で設定
した測色計）によって以降の作業は変わります。
［測色ツールの実行］ボタンが測色計によって、実
行可能の場合（オンライン測色）と実行不可能（オ
フライン測色）の場合があります。

7. 測色を実行します。次ページの「測色の実行」へ
進んでください。
測色計の使用方法は、測色計のマニュアルをご参
照下さい。
以降は、選択された測色計によって、操作方法が
異なります。選択された測色計毎の操作方法にし
たがって下さい。
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測色の実行

CS-CM1000

以下のような[測色データの保存]画面が表示されます。
CS-CM1000の場合、あらかじめ作成された測色データファイルを読み込んでおこなう方法と、測色計から直
接測色データを読み込む方法とが選択できます。測色データをファイルに保存する方法は、測色計の付属ソフ
トの説明書にしたがっておこなってください。
ここでは、測色計から直接測色データを読み込む方法を説明します。

1.［測色ツールの実行］ボタンを押すと、［測色計：
CS-CM1000］画面が開きます。前の画面に戻る
場合は、[戻る]をクリックしてください。
何もおこなわず、キャリブレーションを終了する
場合は、[キャンセル]をクリックしてください。

2. 測色計自体のキャリブレーションを行います。
まず、測色計に付属している測色パッチの「黒」
の中心を測色してください。

［黒成分濃度値］ラベルの横にCMYKの数値が入
力されたことを確認してください。
次に測色計に付属している測色パッチの「白」の
中心を測色してください。
［白成分濃度値］ラベルの横にCMYKの数値が入
力されたことを確認してください。

3. 印刷した測色データ（カラーチャート）を測色し、
キャリブレーションを行います。
測色データが充分乾燥していることを確認し、
データ入力可能な状態で測色データに印刷されて
いる番号の1番から順番に測色計で測色を行って
ください。41個（6色インクプリンタの場合は61
個）の測色が必要です。順番通り測色が終わりま
したら［測色完了］ボタンをクリックしてくださ
い。

注意

測色の順番が違っていたり、カラーチャートが汚
れていますと正常なキャリブレーションが行えま
せんので、充分注意して行ってください。
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測色の途中で ...

1パッチ分の測色をやり直したい場合
測色しなおしたいパッチNo.の行（単一行）をマウ
スの左クリックで選択し、白黒反転表示させた状
態でそのNo.のパッチを再度測色することができ
ます（選択解除は右クリック）。

はじめから測色をやり直したい場合
［初期化］ボタンをクリックしてください。測色
データがすべて削除されます。

測色を中止したい場合
［測色中止］ボタンを押してください。［測色デー
タ保存］画面に戻ります。

4.［測色完了］ボタンをクリックするとキャリブ
レーション終了画面が表示されますので「終了」
ボタンを押してください。キャリブレーションは
完了しました。

5. RIPが動作している状態でキャリブレーションを
行った場合は、必ず一度RIPを終了させ、再度立
ち上げなおしてください。



99

第6章　キャリブレータ

Gretag SpectroScan

以下のような[測色データの保存]画面が表示されます。
Gretag Spectroscanの場合、あらかじめ作成された測色データファイルを読み込んでおこなう方法と、測色
計から直接測色データを読み込む方法とが選択できます。
測色データをファイルに保存する方法は、測色計の付属ソフトの説明書にしたがっておこなってください。
ここでは、測色計から直接測色データを読み込む方法を説明します。

1. 測色計自体のキャリブレーションおよび測色デー
タの測色は自動的に行われます。
測色データ（カラーチャート）が充分乾燥し、汚れ
のないことを確認した上で、測色データを枠線の
位置で切り取り、X/Y自動測定テーブルの原点に
カラーチャートの左上端（赤の矢印）を位置にあわ
せてください。

2.［測色ツールの実行］ボタンを押すと、［測色計：
Spectroscan］画面が開きます。
前の画面に戻る場合は、[戻る]をクリックしてくだ
さい。
何もおこなわず、キャリブレーションを終了する
場合は、[キャンセル]をクリックしてください。

3.［白成分パッチ番号］はSpectroScanの白成分
パッチがセットされた番号を選択してください。

4.［キャリブレーションと測色の実行］ボタンをク
リックしてください。
測色計のキャリブレーション後、測色データの結
果（41か61個）が自動的に入力されます。
キャリブレーションを中止する場合は［測色中
止］ボタンをクリックしてください。［測色デー
タ保存］画面に戻ります。

5.［測色完了］ボタンをクリックすると［キャリブ
レーション終了］画面が表示されますので「終了」
ボタンを押してください。キャリブレーションは
完了しました。

6. RIPが動作している状態でキャリブレーションを
行った場合は、必ず一度RIPを終了させ、再度立
ち上げなおしてください。

SpectroScanのDIPスイッチの設定
（通信速度 9600bps、ハンドシェイクなし）

ON LINEに設定してください。

DIP No. 1 2 3 4 5 6 7 8

OFF OFF ON OFF OFF OFF OFF OFF
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1.［測色データの保存］画面が開いた状態で各測色
計での測色作業を行ってください。

測色作業とデータ保存について
印刷した測色データ（カラーチャート）を測色計で
測色し、測色計に付属するアプリケーションソフ
トを使用してデータをテキストファイルで任意の
名前、場所に保存してください。
作業方法は各測色計の「マニュアル」、および巻
末の「付録」の項をご参照ください。

注意： 画面の注意事項を必ず確認してください。

何もおこなわず、キャリブレーションを終了する
場合は、[キャンセル]をクリックしてください。

2. 測色作業とデータ保存が終了しましたら、［測色
データの保存］画面の［測色／保存完了］をクリッ
クしてください。

3. [測色データファイルの読み込み］画面が開きま
すので、先に保存した測色データファイルを指定
してください。

4. キャリブレーションのデータがRIPに組み込まれ
ました。
［キャリブレーション終了］画面で終了ボタンを
クリックしてください。

5. RIPが動作している状態でキャリブレーションを
行った場合は、必ず一度、RIPを終了させ、再度
立ち上げなおしてください。

X-Rite DTP32

以下のような[測色データの保存]画面が表示されます。
X-Rite DTP32の場合、あらかじめ作成された測色データファイルを読み込んでおこなう方法が選択できます。
測色データをファイルに保存する方法は、測色計の付属ソフトの説明書にしたがっておこなってください。
ここでは、測色データをCalibratorに読み込む方法を説明します。
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その他の機能

前回の設定に戻す

カラーキャリブレーションを実行後、操作ミスなどによりキャリブレーションの結果がおかしくなった場合、
キャリブレーション実行前の状態に復元することができます。

1.［初期画面］で［前回の設定に戻す］ボタンをク
リックしてください。[前回の設定内容に戻す]画面
が表示されます。

2.［前回の設定内容に戻す］の画面でプリンタ、解
像度、インク、メディア、マルチドット処理を選
択してください。
この組み合わせでデータを持っていますので、正
確に入力してください。
今回作成したキャリブレーションではなく、1回
前のキャリブレーションを使用する場合に使いま
す。
［設定を戻す］ボタンをクリックしてください。

3. 確認ダイアログがでますので、［はい］ボタンを
クリックしてください。
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工場出荷状態に戻す

カラーキャリブレーションを実行後、操作ミスなどによりキャリブレーションの結果がおかしくなった場合、
工場出荷時の状態に復元することができます。

1.［初期画面］で［工場出荷状態に戻す］ボタンを
クリックしてください。[工場出荷状態に戻す]画面
が表示されます。

2.［工場出荷状態に戻す］の画面でプリンタ、解像度、
インク、メディア、マルチドット処理を選択して
ください。
この組み合わせでデータを持っていますので、正
確に入力してください。
［初期化］ボタンをクリックしてください。

3. 確認ダイアログがでますので、［はい］ボタンを
クリックしてください。

キャリブレーションファイル情報の見方

キャリブレーションファイル：

現在使用しているキャリブレーションデータファイル。

履歴ファイル：

前回使用していたキャリブレーションデータファイル。
　［前回の設定に戻す］機能を使うとこのデータがキャリブレーションファイルになります。

工場出荷設定ファイル：

工場出荷時に準備されているキャリブレーションデータファイル。［工場出荷状態に戻す］機能を使うとこの
データがキャリブレーションファイルになります。
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付録（測色計の設定方法）

X-Rite　DTP32　の場合

この測色計は本体（ケーブル類を含む）の他、この測色計のデータを W i n d o w s に取り込むソフト
「ArvineThrow2」が必要です。X-Riteを購入されるときに同時にご購入ください。

1.準備

RIPで印刷した測色データが乾燥したことを確認し、黒線に従って切り取ってください。
矢印方向先端部分、挿入方向先は黒線の内側で切り取ってください。

2.測色計の設定

測色計に付属するマニュアルに従って設定してください。
設定手順例を次に記載しておきますので、参考にしてください。

設定手順例

①測色計の電源を入れてください。
②[B3]、[B4]を同時に押し、［Main Menu］を表示させる。
③［B1］を数度押して、［P3 cnfg edit］を表示させる。
④[B3(edit)]を押し、[EDIT MENU]を表示させる。
⑤[B2(PAP)]を押し、[PAP EDIT ＊＊＊]を表示させる。
⑥[B4(GO)]を押し、[NAME ＊＊＊]と表示するので、[B2]、[B3]を操作して、任意の設定ファイル名を入力
する。[B1(NEXT)]を押して確定する。

⑦以降設定を[B2]、[B3]の操作で次の様に行う。それぞれの確定は[B1(NEXT)]で行う。
OF PASSES ＝ 1
Options（[B4]を押す）
N－Factor ＝ 1．000
OUTPUT ORDER ＝ rev
MIN／MAX ＝ default
MINUS PAPER ＝ off
EXTRA STEPS ＝ off
PASS 1 NAME ＊＊＊
（任意の設定ファイル名…手順6）と
同等の手順にて設定可能）
MESURE TYPE den
COLOR auto
STEPS／PASS 41
STOP LOCATION 15
DATA OUTPUT all

⑧[EDIT COMPLETE]と表示されるので、[B4(save)]を押して、設定完了。一度この作業を行って、以降は
今回設定した任意の設定ファイル名を利用することができます。

3.測色計とコンピュータの接続設定手順

測色計の「マニュアル」の「出力モード」の項目を参照してください。設定手順例を次に記載しておきますの
で、参考にしてください。
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設定手順例

①[B3]、[B4]を同時に押して、[Main Menu]を表示させる。
②［B1］を数度押して、[P3 cnfg edit]を表示させる。[B2(cnfg)]を押すと[P1 LANG TONE TYPE]を表示
させます。LANG、TONE、TYPEをそれぞれ設定します。P2～P5まで同様に設定します。設定の内容
は次の通りです。
P1：LANG（ENG）、TONE（Loud）、TYPE（ser）
P2：BAUD（9600）、HAND（Xon）、AXMT（AXMT）
P3：DPT（DPT）、SEP（spc）、DILM（crlf）
P4：DEF（DEF）、X10（X10）、DAP（DAP）
P5：M／M（off）、KBDr（med）

③[B1]、[B2]を押して、saveしてください。
④以降は設定を変えない限り、この設定で動作します。

4.Arvine Throw2の設定例

①Arvine Throw2を立ち上げてください。インストールはソフトのマニュアルに従って行ってください。
②Communication Settingの設定

PORT ＊＊＊
SPEED 9600
DATA Length 8
Stop Bit 1
Parity None
Flow Control Xon/Xoff
Poring Method Event

③ Preference
Ignore Null、Number only、Strict number only、Compress white spaceはチェックをする。
Join Lines one Line by 1
Replace White Space to Space
Insert After New Line None
Key Stroke interval 25

5.測定手順

測色計とWindowsマシンが接続されており、他の設定が終了している必要があります。また、測色計自体の
キャリブレーションを行ってください（方法はこの測色計のマニュアルを確認してください）。

①Arvine Throw2が立ち上がっていて、Communication setting、Preferenceの設定画面が閉じている状
態にする。

②データを取り込むアプリケーションソフトを立ち上げる。ここでは、Windowsのアクセサリソフト「メ
モ帳」を使います。「メモ帳」を立ち上げます。（カーソルは左上端原点位置においてください。（「メモ帳」
をアクティブの状態にしてください。）

③測色計の[B3],[B4]を同時に押し、Main Menuにし、[B1]を押して[P1 PAP]を表示させ、[PAP](B2))を
選択する。

④[B4]を押して、（2）の測色計の設定、手順（6）で入力したファイル名を表示させる。
⑤RIPで印刷した測色データを矢印の方向に測色計に読み込ませます。自動読み込みですので、読み込み
が終了するまで、無理に引っ張ったり、押し込んだりしないでください。読み込みが終了すると、「メモ
帳」の画面に4列の数字が41行、表示されます。

⑥数字の書き込みが終了したら、ファイルを保存します。任意の位置に任意の名前で保存します。ファイル
の種類はテキストで、拡張子に[.dat]を使用することをお奨めします。

⑦保存が終了したら、Calibratorの操作に戻ります。
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第7章　操作画面説明
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このRIPソフトウェアが持つ様々な機能を設定するための画面とボタンの説明
を行います。

スタート画面

スタート画面は、RIPを起動した際に最初に表示されます。スタート画面には
以下の7つのボタンがあります。

「印刷設定｣ 「ログ管理｣
「印刷状況｣ ｢システム情報｣
「管理ツール｣ 「設定ファイル保存 ｣
「ドロッププリント｣

それぞれのボタンは、印刷を行う際の設定や確認、ドキュメントや環境の管理
のためのウィンドウを開きます。

「印刷設定｣ボタン

｢ドキュメント選択ダイアログ｣、｢プレビューウィンドウ｣、｢オプション設定
ウィンドウ｣が開きます。

「印刷状況｣ボタン

｢印刷状況ウィンドウ｣が開きます。

「管理ツール｣ボタン

｢管理ツールウィンドウ｣が開きます。

「ドロッププリント｣ボタン

｢ドロップフォルダウィンドウ｣が開きます。

「ログ管理｣ボタン

｢ログ管理ウィンドウ｣が開きます。

「システム情報｣ボタン

｢システム情報ウィンドウ｣が開きます。

「設定ファイル保存｣ボタン

｢設定ファイル保存ウィンドウ｣が開きます。
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印刷設定：ドキュメント選択ダイアログ

RIPに送信されたドキュメントを選択し開きます。

○「ドキュメント」：ドキュメント名
○「オーナー」：ドキュメントを送信したユーザーの名前
○「日付時間」：ドキュメントが送信された日付と時間
○「状況」：そのドキュメントの現在の状況を表示します。

準備中…データの準備中
ファイルサイズ…準備完了（このときドキュメントの配置が可能です）
エラー…データに不備があります（｢ログ管理」の「エラー」でエラーの詳

細がチェックできます）。

ドキュメントを配置する

次の2通りの方法があります。

a) 配置したいドキュメントを選択し｢新規配置｣を押します。ドキュメントが
オープンしたら「オプション設定ウインドウ」で作業を行います。

b) 最初に「閉じる」ボタンを押してドキュメント選択ダイアログを閉じ、「オ
プション設定ウインドウ」で作業を行います。レイアウト設定の完了後、〔レ
イアウト〕-〔ファイル〕タブで「新規配置」または「追加配置」ボタンを
押してドキュメントを配置します。

RIPの操作画面では、いろ
いろなウィンドウの中でリ
ストボックスが表示されま
す。
各リストボックス上の項目
名はボタンになっておりま
すので、これらのボタンを
押すことにより各項目を基
準としてリストボックス内
のドキュメントをソートで
きます。

オプション設定ウインドウ
で配置されたことがないド
キュメントは、ドキュメン
ト名の前に＊マークが表示
されます。

｢更新｣を押すことで強制的
にリストのデータを更新で
きます。送ったドキュメン
トがなかなか表示されない
場合などに使用します。

ドキュメントを配置せずに
作業できるのは「レイアウ
トタブ｣にある設定のみで
す。
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印刷設定：プレビュー表示ウインドウ

用紙上にドキュメントがどのようにレイアウトされているか、そのオプション
設定状況をプレビューして表示します。

表示ドキュメントのサイズ変更

「拡大」ボタン

1 回押すごとにドキュメントサイズを1ステップずつ拡大します（最大800
％）。

「縮小」ボタン

1回押すごとにドキュメントサイズを1ステップずつ縮小します（最小1％）。

「標準」ボタン

現在のウインドウサイズに合わせ、そのウインドウ内にドキュメント全体が収
まるサイズでドキュメントを表示します。

「表示倍率」

0より大きい値で表示倍率を数値入力できます。

定規の表示について

オプション設定ウインドウで選択した「単位」により、次の2通りになります。

○ポイント、ミリの場合 　　○インチの場合
　黒短い目盛り：50単位 黒短い目盛り：5単位
　黒長い目盛り：100単位 黒長い目盛り：10単位
　赤目盛り：500単位 赤目盛り：50単位
　青目盛り：1000単位 青目盛り：100単位
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第7章　操作画面説明

印刷設定：オプション設定ウィンドウ①

〔レイアウト〕-〔ファイル〕タブ

ドキュメントの呼び出しや設定ファイルの呼び出し、保存などを行います。

「配置ドキュメント」

ドキュメントを配置します。

○リストボックス：現在用紙上に配置されているすべてのドキュメントのリ
ストを表示します。その下のボックスには、現在選択されているドキュメン
ト名を表示します。 (*1)

○「新規配置」ボタン：今まで配置されていたドキュメントを全て閉じ、新
規に配置したいドキュメントを「ドキュメント選択ダイアログ｣から選択し
ます。

○「追加配置」ボタン：「ドキュメント選択ダイアログ」から今用紙上に配
置してあるドキュメントに、追加して配置したいドキュメントを選択しま
す。既に配置されているドキュメントと同一のドキュメントを追加配置する
ことも可能です。 (*2)

○「閉じる」ボタン：選択されているドキュメントを閉じ、用紙上から削除
します。

○「詳細」ボタン：「ドキュメント詳細ダイアログ」が開き、選択されてい
るドキュメントの詳細情報を表示します。

「デフォルト色調整ファイル」

環境設定ツールの「カラーマネージャ」タブで、「色調整ファイルを選択して
設定する」が選択され色調整ファイルが指定されている場合、デフォルト色調
整ファイルとして表示されます。ドキュメントを新規配置、追加配置したとき
に、設定されている色調整ファイルを読み込みます。
このボックスでは、デフォルトに設定されている色調整ファイルの名前を表示
します。

*1
ドキュメントが選択されて
いない場合は何も表示され
ません。

*2
その場合、別々のドキュメ
ントとして扱いますので、
各々のドキュメント単位で
の設定操作ができ、それぞ
れがお互いに影響を及ぼす
ことはありません。
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「レイアウト設定ファイル」

プリンタの設定、ラベルの設定、用紙の設定、配置されているドキュメント　
の情報などのオプション設定ウィンドウで設定できる内容を、レイアウト設　
定ファイルとして管理します。

○テキストボックス：現在オープンされているレイアウト設定ファイルの名
前を表示します。 (*1)

○「開く」ボタン：「レイアウト設定ファイル選択ダイアログ」がオープン
します。そこで必要なレイアウト設定ファイルを選択します。 (*2)

○「保存」ボタン：オープンされているレイアウト設定ファイルに、変更し
たオプション設定内容を上書き保存します。 (*3)

○「名前を付けて保存」ボタン：「レイアウト設定ファイル保存ダイアログ｣
がオープンします。オープンされているレイアウト設定ファイルとは別の
ファイルとしてオプション設定内容を保存します。

設定ファイル選択／保存のダイアログ

「開く」や「名前を付けて保存」ボタンを押すとこのダイアログが開きます。
レイアウト設定ファイルのほか、色調整設定ファイルの呼び出し・保存の際に
も表示されます。

○「設定ファイル」：すでに保存されている設定ファイル名
○「オーナー」：設定ファイルを保存したユーザ名
○「日付 時間」：設定ファイルが保
存された日付と時間

○「更新」ボタン：強制的にリストの
更新を行います。データの受信中
に★マークが表示されます。

○「設定ファイル詳細」ボタン：設定
ファイルの詳細ダイアログがオープ
ンし、選択されている既存の設定
ファイルの詳細情報を表示します。

○「開く」または「保存」ボタン：設
定ファイルの呼び出しまたは保存を実行します。 (*4)　すでにレイアウト設
定されているファイルに上書き保存したい場合はそのファイル名をクリック
してください。新規に保存したい場合は設定ファイル名を127文字以内で
入力してください。

○「閉じる」ボタン：このダイアログを閉じます。

*1
レイアウト設定ファイルが
オープンしていない、また
はレイアウト設定ファイル
が保存されたことのない場
合は何も表示されません。

*2
レイアウト設定ファイルを
開くと、それまで設定して
いた内容はファイルから読
み込まれた設定にすべて置
き換えられます。

*3
レイアウト設定ファイル名
が表示されていない場合に
上書き保存すると「レイア
ウト設定ファイル保存ダイ
アログ｣がオープンします。

*4
呼び出す前に設定していた
オプションでの設定は全て
変更されますので注意して
ください。
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第7章　操作画面説明

「ドキュメント設定ファイル」

ドキュメントタブで設定できる内容をドキュメント設定ファイルとして管理し
ます。
選択したドキュメント (*1) のスケールや、タイリング、トリミング、色調整、
印刷形式の情報を保存します。同じドキュメントを繰り返しさまざまに加工す
るときに便利です。

○「開く」ボタン：「ドキュメント設定ファイル選択ダイアログ」が開きま
す。現在選択されているドキュメントに対して、保存されている印刷オプ
ションの設定（「ドキュメントタブ」で設定します）をファイルから「オプ
ション設定ウインドウ」に読み込んできます。

○「保存」：「ドキュメント設定ファイル保存ダイアログ」が開きます。選
択されているドキュメントに対して、「ドキュメントタブ」で設定した印刷
オプションの設定をファイルに保存します。 (*2)

*1
ドキュメント設定ファイル
の読み込み（適用）は設定時
に使用したドキュメント以
外には正確に適用できませ
ん。

*2
ドキュメント設定ファイル
への保存はドキュメント単
位で行うため、選択されて
いないドキュメントのオプ
ション設定は同一用紙上に
あっても保存されません。
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印刷設定：オプション設定ウィンドウ②

〔レイアウト〕-〔プリンタ〕タブ

印刷に使用するプリンタの選択や設定を行います。

「プリンタ情報」

○「プリンタ名」：印刷に使用するプリンタを選択します。 (*)
○「解像度」：印刷する解像度を選択します。使用するプリンタで選択可能な
解像度が表示されます。

○「最大用紙サイズ」：選択されたプリンタが印刷できる最大の用紙サイズを
表示します。

○「インク」：印刷に使用するインクの種類を選択します。
○「メディア」：印刷に使用するメディアの種類を選択します。
○「印刷方向」：印刷方向が設定可能なプリンタでは、単方向印刷、双方向印
刷の切り替えが可能です。「プリンタの設定で印刷する」と表示されている
場合には、RIPから印刷方向の切り替えが設定できません。プリンタの設定
をご確認ください。

○「マルチドット処理」：マルチドット処理の切り替えを行います。切り替え
が可能なときには、入/切のラジオボタンが操作できます。切り替えができ
ないときにはラジオボタンが操作できません。ただし、ラジオボタンにマル
チドット処理の状態を表示します。

○「色調整パラメータを自動変更」：プリンタ、解像度、インク、メディア、
マルチドット処理設定に基づいて最適なプリンタプロファイルと、インク総
量規制の値が自動的に選択されます。

○「テスト印刷」ボタン：テスト印刷を実行します。

*
プリンタが1種類のみ登録
されている場合は、グレー
表示され、選択することは
できません。
「プリンタ追加ツール」で2
つ以上のプリンタが登録し
てある場合に選択可能で
す。
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第7章　操作画面説明

～こんな時に便利～
上下両方にサムネイルを付
けると、印刷した用紙を巻
いて保管しておく時に上下
どちらの紙の端が外側にき
ていてもサムネイルを参照
することができますので、
巻き方向を気にせず丸める
ことができます。

*1
貼付するドキュメントは1
つしか選択できません。

印刷設定：オプション設定ウィンドウ③

〔レイアウト〕-〔ラベル〕タブ

用紙の余白部分にさまざまな情報やトンボなどを付加して印刷します。これら
の情報のことをラベルと呼びます。

「サムネイルの貼付」

プレビューイメージをラベルとして印刷します。 (*1)
ドキュメントが複数配置されている場合はそれぞれのドキュメントのサムネイ
ルが並びます。
貼付したい場合はチェックボックスをチェックし貼付け位置を指定してくださ
い。「上｣「下｣2つの位置が指定できます。上下両方に同じラベルを貼付けるこ
ともできます。

「ドキュメントの貼付」

指定したドキュメントをラベルとして印刷します。ロゴマークなどを付けて印
刷したい場合、そのマークをドキュメントとして用意しておきこの機能で貼り
付けると便利です。 (*2)
貼付したい場合はチェックボックスをチェックし貼付け位置を指定してくださ
い。「上｣「下｣2つの位置が指定できます。上下両方に貼付けることもできます。

○「添付ドキュメント名」ボタン：クリックして「ドキュメント選択ダイアロ
グ」から貼付けるドキュメントを選んでください。大きなドキュメントが選
択された場合、縮小して印刷されます。

「用紙の裁断線」

用紙の外側に裁断用の印をつけます。以下の2種類があります。

○「トンボをつける」：四隅の外側に印をつける
○「枠をつける」：用紙の外側に枠をつける

*2
複数項目を同時に選択でき
ます。その場合は上の項目
から順に並べて貼付されま
す。
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「テキストの貼付」

指定したテキストを用紙に印刷します。
貼付したい場合はチェックボックスをチェックし貼付け位置を指定してくださ
い。「上｣「下｣2つの位置が指定できます。上下両方に同じテキストを貼付ける
こともできます。

○「日付」：印刷を実行した日付を貼付します。
○「時間」：印刷を実行した時間を貼付します。
○「ドキュメント名」：配置されているドキュメント名を貼付します。
○「タイリング番号」：タイリングで分割されたドキュメントを一括印刷した
場合にどの位置なのかを特定できる番号を貼付します。

○「オーナー名」：印刷を実行するユーザーの名前を貼付します。
○「貼付文字列」：定型テキスト以外のテキストを貼付したい場合はここに入
力します。127文字までのテキストが貼付できます。

「初期値に戻す」ボタン

この画面の設定値をデフォルトの設定に戻します。

「前の状態に戻す」ボタン

ラベルタブ画面を開いた時の設定値に戻します。

ラベル貼付位置を「下」にしたときの余白について

ラベルの貼付位置は、「レイアウト」-「用紙」タブで指定する「用紙サ
イズ」と関係があります。例えば、「用紙サイズ」で「高さ」を1000
mmに指定すると、ドキュメントのサイズに関わらず、ラベルは約1 m
下方に印刷されます。
ドキュメントサイズに対して用紙サイズの「高さ」を大きくしすぎると、
ドキュメントとラベル間の余白が無駄に大きくなりますのでご注意くだ
さい。
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第7章　操作画面説明

印刷設定：オプション設定ウィンドウ④

〔レイアウト〕-〔用紙〕タブ

印刷用紙の選択を行います。用紙サイズの単位は画面右上で選択できます
（mm、inch、point）。

「用紙サイズ」

○「用紙サイズ」：プリンタで使うことのできる定型用紙のサイズが一覧表示
されます。自分が使いたい用紙のサイズを選択します。但し、プリンタタブ
で選択されているプリンタの最大用紙サイズを超えるサイズは選択できませ
ん。自由なサイズを指定することも可能です。 (*)

○「幅」「高さ」：「用紙サイズ」で選択した用紙サイズに応じた幅、高さの
数値が表示されます。または、自由なサイズを入力することも可能です。

○「用紙を横向きにする」：チェックすると、自動的に幅と高さの数値が入
れ換わります。

「用紙種類」

印刷したい用紙の給紙タイプを「ロール紙」「カット紙」の2タイプから選びま
す。

「初期値に戻す」ボタン

この画面の設定値をデフォルトに戻します。

「前の状態に戻す」ボタン

用紙タブ画面を開いた時の設定値に戻します。

*
定型サイズ以外の用紙に印
刷したい場合、幅、高さ：
印刷したい用紙の幅、高さ
を入力してください。
但し、プリンタタブで選択
されているプリンタの最大
用紙サイズを超える幅、高
さは入力できません。
「用紙サイズ」のボックス
に「カスタム」と表示され
ます。
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印刷設定：オプション設定ウィンドウ⑤

〔ドキュメント〕-〔配置〕タブ

ドキュメントの用紙上の位置を設定します。設定の単位は画面右上で選択でき
ます（mm、inch、point）。

「位置」 (*)

用紙の左上隅を原点とした、ドキュ
メントの左上隅の位置を表示します
（ただし、90度回転をした場合は右上
隅となります）。

「余白」

用紙の端とドキュメントの間の間隔
を表示します。「位置｣「余白｣を変更
するには、次のいずれかの操作をし
てください。

a)「位置｣「余白｣に希望の数値を入力し
て下さい。入力した数値に応じて
プレビュー表示ウインドウの表示
が変更されます。

b)プレビュー表示ウインドウを操作
してください。
　　1.位置を変更したいドキュメントをマウスでクリックし、選択します。
　　2.選択したドキュメントをマウスでドラッグし、配置位置を変更します。
　　3.変更した位置に応じた数値がオプション設定ウインドウの「位置｣、「余
　　　白｣に表示されます。

*
複数のドキュメントを配置
した際、配置したドキュメ
ントが他のドキュメントと
重なるようなスケールに
なった場合は、重ならない
範囲でそのドキュメントの
スケールを自動変更しま
す。
また、位置も自動的に変更
され、重ならない位置まで
ドキュメントは移動されま
す。
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第7章　操作画面説明

「90度回転」

用紙に対してドキュメントを90度回転させ横置きします。 (*1)

「ミラー印刷」

ドキュメントを左右反転させます（対称軸は常に用紙に対して垂直）。

「イメージを表示しない」

プレビュー表示ウインドウにプレビューイメージを表示しません。ドキュメン
トの枠と、その方向を示すための丸印（●）がドキュメントの上方向に表示され
ます。もともとプレビューイメージをもたないドキュメントではあらかじめこ
の項目がチェックされています。

「印刷サイズ」

印刷されるドキュメントのサイズを設定します。印刷サイズを指定するには次
の方法で行います。

a) ドキュメントを定型サイズの大きさで出力するには、プルダウンメニュー
に表示される一覧から変更したいサイズを選択します。

b) 定型サイズ以外のサイズに変更したい場合、｢幅」「高さ｣に必要なサイズの
幅、高さを入力します。それに応じてスケールの数値も変更され、サイズは
自動的に「カスタム」と表示されます。

c) 「スケール」を変更し、オリジナルと比較した印刷サイズを％で指定します。
d) 「最大化」ボタンを押します。

○「スケール」：スケールは縦横の寸法に対する倍率で、縦横に同じ値が適
用されます。

○「最大化」ボタン：設定されている用紙の枠内に収まる範囲で最大サイズ
にドキュメントのスケールを変更します。変更されたスケールに合わせて、
位置、余白、幅、高さ、サイズの値が変更されます。 (*2) 複数のドキュメ
ントが配置されている場合は、他のドキュメントに重ならない範囲で最大サ
イズに変更します。

○「オリジナルサイズ」：オリジナルのドキュメントのサイズを幅、高さ（定
型サイズの場合はサイズ名）で表示します。

「初期値に戻す」ボタン

この画面の設定値をデフォルトの設定に戻します。

「前の状態に戻す」ボタン

配置タブ画面を開いた時の設定値に戻します。

*1
モニタの解像度の設定に
よっては、画面のドットサ
イズが縦横で異なる場合が
あるため、90度回転させる
とプレビューイメージが延
びて見える場合があります
が、実際の印刷では90度回
転させても同一のサイズで
正しく印刷されます。

*2
ドキュメントと用紙の縦横
の比率が違う場合、ドキュ
メントの印刷サイズと用紙
サイズはぴったり一致しま
せん。
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スケールの変更の仕方

a)「スケール｣に直接数値を入力する
1以上10000以下の数値を入力してください。入力した数値に応じ
てプレビュー表示画面の表示が変更されます。

b)プレビュー表示画面を操作する
1.スケールを変更したいドキュメントをマウスでクリックし、選択
します。

2. 選択したドキュメントの四隅のいずれかにカーソルを移動させ、
ドラッグします。

3.変更したスケールに応じた数値が「印刷サイズ（スケール、幅、高
さ）｣に表示されます。

選択ドキュメントの枠線について

プレビュー表示ウインドウでは、選択ドキュメントを示す枠線が各設定
により以下のように変化します。
　「通常｣…青色
　「90度回転のみ｣…マゼンタ
　「ミラー印刷のみ｣…シアン
　「90度回転＆ミラー印刷｣…赤色
未選択のドキュメントでは、上記の色の枠線の内側が黒く表示されます。
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第7章　操作画面説明

印刷設定：オプション設定ウィンドウ⑥

〔ドキュメント〕-〔トリミング〕タブ

ドキュメントのトリミング操作によりトリミング領域の設定をします。「トリ
ミングをする｣チェックボックスがチェックされていることを確認してくださ
い。
チェックをはずした場合、トリミングを実行せず、ドキュメント全体が印刷さ
れる対象になります。設定の単位は画面右上で選択できます（mm、inch、
point）。

「位置」

ドキュメントの左上隅を原点とした
場合の、トリミング領域の左上隅の
位置を表示します。

「余白」

トリミング領域とドキュメントの端
との間の間隔を表示します。以下の
方法で指定することができます。

a)直接数値を入力する
入力した数値に応じてプレビュー
ウインドウの表示が変更されます。

b)プレビュー表示ウインドウを操作
する

1.選択した領域をマウスを使って
ドラッグし位置を変更します。

2.変更した位置に応じた数値がオプション設定ウインドウの「位置｣「余白｣
に表示されます。

タイリングタブ、トリミン
グタブが表示されている状
態では、印刷ボタンを押す
ことはできません。
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「トリミングサイズ」

トリミングサイズを指定するには次の方法で行います。

a)トリミングサイズを定型サイズで行う
プルダウンメニューに表示される一覧の中から自分がトリミングしたいサ
イズを選択します。但しドキュメントより大きなサイズは表示されません。
＝こんな時に便利＝
印刷用紙と同じ系列（Ａ、Ｂ等）のサイズでトリミング領域を設定し、配置
タブの「最大化ボタン｣を使うと、印刷用紙一杯のサイズまで拡大して印刷
することができます。

b)「幅、高さ｣に直接数値を入力する
トリミング領域のサイズを定型サイズ以外にしたい場合は、トリミングし
たい領域の幅、高さに1以上の数値を直接入力します。サイズは自動的に
「カスタム」と表示されます。

c)プレビュー表示ウインドウを操作する
1.トリミング領域の枠線のいずれかをマウスでドラッグします。
2. 変更したトリミング領域サイズに応じた数値が「トリミングサイズ（ス
ケール、幅、高さ）｣に表示されます。

○「幅と高さの比率を保存」：トリミング領域の幅と高さの比率を一定に保
ちます。ここをチェックした時点での幅と高さの比率が保存され、トリミン
グ領域の幅あるいは高さが変更入力された場合、保存されている幅と高さの
比率を元に変更されなかった側の数値を自動計算して変更します。
＝こんな時に便利＝
用紙と同じ系列の定型サイズでトリミングした後、ここをチェックして
おくと、幅や高さを変更しても配置タブの「最大化ボタン｣を使えば印刷
用紙一杯に拡大印刷できる状態が保てます。

○「オリジナルサイズ」：オリジナルのドキュメントのサイズを幅、高さで
表示します。

○「切り出しサイズ」：トリミングされた領域が実際に印刷される大きさを
幅、高さで表示します。このサイズは「トリミングサイズ×配置タブのス
ケール設定｣によって計算されたサイズになります。

「初期値に戻す」ボタン

この画面の設定値をデフォルトの設定に戻します。

「前の状態に戻す」ボタン

トリミングタブ画面を開いた時の設定値に戻します。
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第7章　操作画面説明

印刷設定：オプション設定ウィンドウ⑦

〔ドキュメント〕-〔タイリング〕タブ

タイリングによるドキュメントの分割の設定をします。「タイリングする｣
チェックボックスがチェックされていることを確認してください。チェックを
はずした場合は、ドキュメントのタイリングを実行せず、ドキュメント全体が
印刷の対象となります。
設定の単位は画面右上で選択できます（mm、inch、point）。

次の4つの方法でタイリングの設定が行えます。

a) プレビュー表示画面を操作して行う

1. サイズを変更したい領域の枠線内をマ
ウスでクリックし選択します。

2. 選択したタイリング領域の枠線のいず
れかをマウスでドラッグし、サイズを
変更します。
上下の線をドラッグ…高さの変更
左右の線をドラッグ…幅の変更
四隅をドラッグ…高さと幅の同時変更

b) 「横分割数」、「縦分割数」で設定

分割したい1以上の数値を入力してくだ
さい。ドキュメントの印刷対象領域を入力された数に等分割します（トリミ
ングにより反転表示されている部分は分割数には含まれません）。

c) 「幅」、「高さ」で設定

タイリングしたい幅、高さを入力します。

タイリングタブ、トリミン
グタブが表示されている状
態では、印刷ボタンを押す
ことはできません。
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d) 出来上がりサイズで設定

1.｢サイズ算出｣ボタンを押し、｢サイズ算
出ダイアログ｣を開きます。

2.｢サイズ算出ダイアログ｣に幅、高さ、
スケールの中から指定したいものを一
つ入力します（ドキュメントを90 度
回転させたいときは、｢ドキュメントを
90°回転｣をチェックします）。

3.幅、高さ、スケール、分割数が算出さ
れます。

4 . 算出された値を適用するときには
｢OK｣、算出された値を適用しないと
きには｢閉じる｣を押します。

注意

タイリングタブの左側半分ではタイリングされた領域のうち、印刷対象
として選択されている領域についての設定を行います。
「プレビュー表示画面｣で印刷対象としたい領域の内側をクリックすると、
選択領域を変更することができます。
1度に印刷対象とできるのは、一括印刷の場合を除きドキュメント1つ
につき1つの領域だけで、複数の領域を1度に印刷対象とすることはで
きません。また、選択領域がない、あるいは選択領域が印刷の対象に
なっていない場合には他のタブへ移ることができません。その場合には
印刷可能な部分を含む領域を選択してください。

＜複数の領域を扱いたい場合＞
1.1つのドキュメントで行った設定を「ドキュメント設定ファイル｣
として保存しておきます。

2.同じドキュメントを追加配置し、保存した「ドキュメント設定ファ
イル｣を読み込み、別の選択領域を選んでください。

「位置」「余白」

タイリング領域の位置と大きさを数値で指定します。

「糊代」

タイルをつなぎ合わせるための糊代の幅を指定します。糊代の幅は、スケーリ
ングを変更しても一定です。

「出来上がりサイズ」

設定されているスケールとタイリングの値で一括印刷を行った場合に、一括印
刷の出来上がりサイズを表示します。

「切り出しサイズ」

現在選択されているタイリング領域のサイズを表示します。このサイズにはス
ケールは加味されません。

「限界サイズ」

サイズ算出ダイアログで出来上がりサイズを設定した場合に表示されます。この
サイズを超える幅、高さを設定した場合には出来上がりサイズが変更されます。
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第7章　操作画面説明

「一括印刷」ボタン

用紙上にレイアウトされているド
キュメントが1つだけの場合、タ
イリングした領域すべてを一括し
て連続印刷することができます
（トリミングによる反転表示のみ
の領域は印刷されません）。
ボタンを押すと「一括印刷ダイア
ログ｣がオープンしますので、そ
こで印刷作業を行ってください。
このダイアログには、以下の項目があります。

○「プリンタ」：印刷するプリンタを表示します。
○「解像度」：印刷する解像度を表示します。
○「単位」：このダイアログ内での単位を選択します（mm、inch、point）。
○「レイアウト名」：印刷状況をリスト表示する際にドキュメントを識別する
ための名前です。デフォルトでは現在配置されているドキュメントの名前が
表示されています。他のドキュメントと区別するために名前を変更したい場
合は127文字以内で入力してください。

○「出来上がりサイズ」：一括印刷によって印刷された物をすべて貼り合わせ
た場合のドキュメントの印刷サイズを幅×高さで表示しています。

○「総合印刷枚数」：一括印刷によって印刷される用紙の枚数を表示していま
す。

○「ミラー印刷する」：印刷時にドキュメントを左右反転して印刷したい場合
チェックしてください。

○「印刷方法」：「RIP同時印刷」はRIPと印刷を同時に行います。「RIP後
印刷」はすべてのRIPを終了してから印刷を行います。

○「再プリントデータを残す」：同じ設定での印刷を再度望まれる場合は
チェックしてください。再プリントデータを印刷時に生成します。

○「一括印刷」ボタン：一括印刷を実行します。
○「閉じる」ボタン：一括印刷ダイアログを終了します。

一括印刷する場合の注意事項

一括印刷はタイリングした領域すべてに対して同じ印刷設定で印刷を行
います。そのため現在選択されている領域が他の領域より小さい場合、
他の領域を印刷する際に印刷画用紙からはみ出す恐れがあります。一括
印刷を行う前には一番大きな領域(中央を含む領域)を選択し、配置タブ
で印刷サイズなどを確認してから行うことをお勧めします。

「初期値に戻す」ボタン

この画面の設定値をデフォルトの設定に戻します。

「前の状態に戻す」ボタン

 タイリングタブ画面を開いた時の設定値に戻します。
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印刷設定：オプション設定ウィンドウ⑧

〔ドキュメント〕-〔色調整〕タブ

ドキュメントの色調整操作を行います。

「色調整パラメータ」

○「設定」ボタン：「色調整ダイアログ」が開きます。詳しくは、次ページを
参照してください。

○「全てに反映」ボタン：このドキュメントの設定内容を、用紙に配置された
全てのドキュメントに適用します。

「色調整ファイル」

○「開く」ボタン：「色調整ファイル選択ダイアログ」がオープンします。色
調整に使用したい色調整ファイルを選んでください。

○「保存」ボタン：「色調整ファイル保存ダイアログ」がオープンします。設
定した色調整の保存を行います。

「初期値に戻す」ボタン

設定を全てデフォルトの設定に戻します。
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第7章　操作画面説明

色調整ダイアログ

色調整タブで、「設定」ボタンを押すと表示されます。ドキュメントの色調整
を行います。「色変換」「色調調整」「階調調整」「後処理」の４種が行えます。

○「色変換」：カラープロファイルをベースに、カラーマッチング処理を行い
ます。

○「色調調整」：出力インクの混合比をダイレクトに設定します。
○「階調調整」：トーンカーブによる調整を行います。
○「後処理」：シャープネスやインク総量の設定を行います。

｢色調整ダイアログ｣右側には色調整の行われる順序がフローチャートの形式で
表示されています。チャート上のボタンを押すと、各処理段階での色調整の設
定を行うことが出来ます(設定作業中のものは青い枠で囲まれています)。
「設定｣ボタンを押すと、 設定を確定しダイアログを閉じます。

1. 色変換

ICCカラープロファイル（以下、ICCプロファイルと呼びます）を使用し、入力
データと出力画像とのカラーマッチング処理を行います。色変換の方法は、入
力データがRGBの場合とCMYKの場合とで各々独立に設定可能です。
色変換処理として、以下の方法が指定できます。

◆「プロファイル変換」：入力プロファイルで指定されたデバイスへのカラー
マッチングを行います。

◆「プルーフ変換」：印刷プロファイルで指定されたデバイスへのカラーマッ
チングを行います。

◆「墨版調整変換」：入力データがRGBの場合にのみ指定できます。RGBデー
タから墨版を生成してCMYKデータに変換します。

◆「無変換」：入力データがCMYKの場合にのみ指定できます。入力データ
に対する色変換は行われません。

以下、それぞれの変換方式について説明します。

プロファイル変換

「色変換方式」で「プロファイル変換」を選択した場合です。入力プロファイ
ルで指定されたデバイスへのカラーマッチングを行います。
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○「色変換方式」：「プロファイル変換」を指定します。入力データがRGB
の場合とCMYKの場合で独立して指定できます。

○「入力プロファイル（IP）」
RGB…RGB入力デバイスの ICCプロファイルを選択します。
CMYK…CMYK入力デバイスの ICCプロファイルを選択します。

○「埋込プロファイル優先」：PS、EPS、TIFFの各データにICCプロファイ
ルが埋め込まれている場合、埋め込まれたICCプロファイルを入力プロファ
イルとして優先的に使用します。

○「墨100%保持」：チェックをすると墨100%の情報を保持します。墨100%
保持とは、「CMYが0%かつK100%の時、K100%単色で出力する」機能
です。この機能はCMYK変換に適用されます。

○「原色保持」：チェックをすると、原色情報を保持します。原色保持とは
「CMYのべた色の原色に、補色インクの混入を防止する」機能です。この機
能はCMYK変換に適用されます。

○「出力プロファイル（OP）」
ベクトル…入力データのグラフィック部分に使用する出力プロファイル
を選択します。
ビットマップ…入力データの画像部分に使用する出力プロファイルを選
択します。

○「出力プロファイルを自動設定」：この項目をチェックしておくと、「プリ
ンタ」タブで指定されたプリンタ、インク、メディア、解像度、マルチドッ
ト処理の設定から出力プロファイルが自動的に設定されます。

○「共通のプロファイルを使用」：この項目をチェックしておくと、ベクト
ル、ビットマップの出力プロファイルが自動的に同一になります。

○「レンダリングインテント」：出力プロファイルの摘要方法を、以下の４
種類から選択できます。
「知覚的」：入力データの相対的なカラー値を保持する場合に指定しま
す。カラー値は変更されてもカラー間の相対関係は保持されます。ビッ
トマップ（写真画像）データに適しています。
「彩度」：入力データの相対的な彩度値を保持する場合に指定します。色
域外の色は、彩度の同じプリンタ色域内の色に変換されます。グラ
フィックデータに適しています。
「相対的」：プリンタの色域内の色を変更しない場合に指定します。色域
外の色は、明度の同じプリンタの色域内の色に変換されます。
「絶対的」：色変換時に白色点を一致させなくても良い場合に指定しま
す。通常は指定しません。
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第7章　操作画面説明

プルーフ変換

「色変換方式」で「プルーフ変換」を選択した場合です。印刷プロファイルで
指定されたデバイスへのカラーマッチングを行います。ターゲットとなる印刷
機、インクなどのICCプロファイルがある場合は、プルーフ変換を行うことに
よりターゲットへのカラーマッチングが可能です。

○入力プロファイル（IP）、出力プロファイル（OP）はプロファイル変換の説明
を参照して下さい。

○印刷プロファイル（PP）：色合わせしたいデバイス（印刷機、プリンタ、イン
クなど）の ICCプロファイルを選択します。

○墨100%保持、原色保持については、プロファイル変換の説明を参照してく
ださい。

○レンダリングインテントについてはプロファイル変換の説明を参照して下さ
い。

墨版調整変換

「色変換方式」で「墨版調整変換」を選択した場合です。入力データがRGBの
場合にのみ指定できます。RGBデータから墨版を生成してCMYKデータに変
換します。

○下色除去率：RGB（CMY）の重なり部分を除去する割合を指定します。-100
～100%の数値が入力できます。

○墨版合成率：RGB（CMY）の重なり部分から墨（K）版を生成する割合を指定
します。0～100%の数値が入力できます。

無変換

「色変換方式」で「無変換」を選択した場合です。入力データがCMYKの場合
にのみ指定できます。入力データに対する色変換は行われません。入力データ
が、既に色調整が完了したCMYKデータであり、RIPで色変換をしない場合
に使用します。
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RGB墨版変換およびCMYK無変換

｢初期値に戻す｣ボタン

色変換の設定値をデフォルトの値に戻します。

「前の状態に戻す｣ボタン

色変換を表示したときの設定値に戻します。
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第7章　操作画面説明

2. 色調調整

テーブルではシアン、マゼンタ、イエロー、ブラックのそれぞれの入力(In)に
対し、4色をどのような割り合いで混ぜて出力するかを指定します。プラス・
マイナス何れの指定も行なえます。
マイナスの値は、ある原色に含まれる他原色の色味を押さえる役割をはたすも
のです。

[例]
赤（=100%マゼンタ+100%イエロー)の色味が朱色っぽい場合（イエローが強
い)、Magenta(In)に対するYellow(Out)の値をマイナスに設定すると、この不
具合は効果的に改善できます。
※イエロー(In)-イエロー(Out)の値を低めに設定することで、朱色の問題は解消
できますが、この手法ではイエローベタが再現できなくなってしまいます。

※デフォルトでは上のテーブルのように指定されており、これは4色の入力に
対して、それぞれの色を入力した量そのまま100％で印刷する、つまり色調
を全く変化させずに印刷することを意味しています。

｢初期値に戻す｣ボタン

色調調整の設定値をデフォルトの値に戻します。

「前の状態に戻す｣ボタン

色調調整を表示したときの設定値に戻します。
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3. 階調調整

画像の階調を調整します。次のab2つの方法があります。

a)ボタン操作で行う方法

「＜＜｣「＞＞｣で大幅に変化し、「＜｣「＞｣で微少に変化します。「□｣で標準に戻
ります。

○「濃度」：出力画像の濃度調整を行うことができます。
○「明暗」：全体的な明暗調整を行います。ハイライト部が濁っている、シャ
ドウ部の締まりが無いという時に利用すると効果的です。

○「ダイナミックレンジ」：再現階調幅の拡大縮小を行います。デジカメや
スキャナで取得した画像の様に、全ての階調を利用していない画像に対して
階調幅の拡大を行うとコントラストが向上した画像を得ることができます。

○「ガンマ」：ハイライト部やシャドウ部の階調欠落を防止しながら明暗調
整を行います。すなわち中間調域に対する明暗調整ということもできます。

○「コントラスト」：ハイライト部やシャドウ部の階調欠落を防止しながら、
画像にコントラストをつけることができます。すなわち中間調域のコントラ
ストを調整するということもできます。

b)直接マウスで操作して変更する方法

制御点を動かすことにより曲線を制御します。動かしている制御点は赤点で表
示され、その座標もキーボードで細かく設定できます。また、隣の制御点に近
づけると制御点は消去されます。

「標準」ボタン

階調調整の設定値をデフォルトの値に戻します。

「前の状態に戻す」

階調調整を表示したときの設定値に戻します。
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4. 後処理

「シャープネス」

シャープネスのレベルを変更することにより、画像の鮮明さを変えられます（0
～10の数値が選べます。▲▼で数値を選んでください）。デフォルトは、レ
ベル0に設定されており処理は行いません。

「インク総量規制」

単位面積当たりのインク最大吐出量を調整することが出来ます。記録紙の種類
に応じてインクの吸収具合が異なるため、同じ吐出量であってもインクが乗り
過ぎてにじみが発生したり、逆に不足気味で淡い眠い画像になってしまうこと
があります。インク総量規制によりこれらの不具合を解消することが出来ま
す。
インク総量規制の設定範囲は0%～400%です。400%はCMYK4色とも100%
ベタで印刷できること示しているものであり、それ以下の設定値はCMYKの
インク吐出量の総和がその設定値以上にならないように制限されていることを
示します。
※インク総量規制は、プリンタタブの「色調整パラメータを自動変更」が
チェックされている場合は、プリンタ、解像度、インク、メディアに基づい
て最適な値が自動的に設定されます。「インク総量規制を自動設定」の
チェックをはずすことにより、設定値が変更できます。

｢初期値に戻す｣ボタン

後処理の設定値をデフォルトの設定に戻します。

｢前の状態に戻す｣ボタン

後処理画面を開いた時の設定値に戻します。
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5. 詳細

色調整の詳細設定を行います。全項目のチェックを外すと、RIPによる色調整
は一切行われません。

「色調整の詳細設定」

○「色変換を有効にする」：チェックすると「色変換」の設定が行われます。
○「色調調整を有効にする」：チェックすると「色調調整」の設定が行われます。
○「階調調整を有効にする」：チェックすると「階調調整」の設定が行われます。
○「インク総量規制を有効にする」：チェックすると「インク総量規制」の設
定が有効になります。

○「KをCMYに変換する処理を有効にする」：チェックすると、KをCMYに
変換します。フォトインク（ライトシアン、ライトマゼンタ）を使用して６色
で印刷を行う場合、Kの粒状感を軽減させるのに有効です。

○「CMYK以外のインクの使用を有効にする」：チェックするとCMYK以外
のインクを使用するように処理します。

○「カラーキャリブレーションを有効にする」：チェックすると、プリンタの
固体差、経時変化を吸収するキャリブレーション処理を有効にします。

｢初期値に戻す｣ボタン

色調整の詳細設定をデフォルトの値に戻します。

「前の状態に戻す｣ボタン

色調整の詳細設定を開いたときの値に戻します。
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印刷設定：オプション設定ウィンドウ⑨

〔ドキュメント〕-〔印刷形式〕タブ

ドキュメントの印刷形式の設定を行います。

「階調方式」

○「誤差拡散方式」：誤差拡散方式で印刷したい場合に選択します。次の2種
類から選択して下さい。
「標準」…通常はこれを選択します。
「高解像度用」…720 dpi以上の高解像度で印刷する場合に選択します。

○「ハーフトーンスクリーン方式」：ハーフトーンスクリーン方式で印刷した
い場合に選択します(*)。「Custom」を選んだ場合は、スクリーンの色ごと
に線数、角度を設定します。

○「色」：ハーフトーンスクリーン方式でCustomを選択した場合に、設定対
象にする色名を指定します。

○「線数」「角度」「形状」：ハーフトーンスクリーン方式でCustomを選択し
た場合に入力できます(各色毎に設定可能)。

○「スクリーン設定ファイル」：「開く」ボタンで「スクリーン設定ファイル
選択ダイアログ」がオープンします。使用したいスクリーン設定ファイルを
選んでください。「保存」ボタンで　「スクリーン設定ファイル保存ダイアロ
グ」がオープンします。保存作業を行ってください。

「補間方式」

拡大縮小時にドット間の補間方式としてどの方式を使うかを選択します。「自
動選択｣「最近傍法補間｣「線形補間｣「双3次補間｣「BR-Interpolation｣の5つの
パターンから選択できます。

*
Illustrator,Photoshop等の
アプリケーションにおいて
アプリケーションで設定し
たスクリーンを有効にする
ためにはハーフトーンスク
リーン方式でCustomを選
択しておく必要がありま
す。
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「OPI印刷」

OPI印刷を行うかどうか、またどのレベルで行うかを選択します。
　「OPI印刷しない」：OPI印刷機能を使いません。
　「低解像度を使う」：OPI登録されている低解像度画像を使って印刷します。
　「高解像度を使う」：OPI登録されている高解像度画像を使って印刷します。

「ドキュメントの裁断線」

ドキュメントの外側に裁断用の印をつけることができます。「トンボをつける」
「枠をつける」の2種から選択できます。

「オーバープリントする」

オーバープリント形式で印刷したい時には、チェックボックスをチェックして
ください。オーバープリント形式で印刷するためには、オーバープリント機能
に対応しているアプリケーションにてデータを作成しておく必要があります。
なお、オーバープリントするにチェックをしても、プレビュー画面はオーバー
プリントしていない画像になりますが、実際の印刷ではオーバープリントされ
ます。

｢初期値に戻す｣ボタン

この画面での設定値をデフォルトの設定に戻します。

｢前の状態に戻す｣ボタン

この画面での設定値を印刷形式タブ画面を開いた時の設定値に戻します。
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印刷設定：オプション設定ウインドウ⑩

印刷ダイアログ

「オプション設定ウインドウ｣で「印刷｣ボタンを押すと開きます。印刷の実行
指示をします。

「プリンタ」「解像度」

印刷するプリンタと解像度を表示します。

「単位」

このダイアログで使う単位を選択できます（mm、inch、point）。

「レイアウト名」

印刷状況をリスト表示する際にドキュメントを識別するための名前です。デ
フォルトでは、現在配置されているドキュメントの名前が表示されています
（複数ドキュメントが配置されている場合は、便宜上ドキュメントリストで1
番上に挙がっているものが表示されます）。名前を変更したい場合は、その名
前を127文字以内で入力してください。
また、レイアウト設定ファイルが設定されている場合は、レイアウト設定ファ
イル名がデフォルト表示されています。

＝レイアウト名に関する注意事項＝
カンマ「,｣を使用すると印刷ログの表示が乱れることがありますが、ログ
の表示が乱れるのみで印刷動作には一切影響はありません。

「印刷枚数」

印刷したい枚数を入力してください。

「印刷後にドキュメントを消去する」

印刷終了時にプリントアウトしたドキュメントを消去したい場合にチェックし
てください。
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「ミラー印刷」

すべてのドキュメントを一括して左右反転させたい場合にチェックします。

「印刷方法」

「RIP同時印刷」はRIPしながら印刷を行ないます。「RIP後印刷」はすべての
RIPを終了してから印刷を行ないます。 (*)

「ジョブタイプ」

カッティング対応プリンタで有効です。カッティング動作をさせるかどうかを
設定します。
「プリント＆カット」：印刷が完了するとメディアを自動的に引き戻し、続
けてカッティングを行う動作です。
「プリントのみ」：プリント動作のみを行います。カッティングすべきデー
タがあっても無視します。
「カッティングのみ」：カッティング動作のみを行います。ビニールシート
の文字切りなどにも活用できます。

「クロップマークを印刷」

カッティング対応プリンタで有効です。プリント時に、カッティング位置合わ
せ用のクロップマークを付加するかどうかを指定します。

「カッティングデータを残す」

カッティング対応プリンタで有効です。カッティングデータを再プリントデー
タとして保存します。この設定は「ジョブタイプ」には依存しません。「ラミ
ネート＆カット」の場合などに用います。

｢再プリントデータを残す｣

同じ設定での印刷を再度望まれる場合はチェックしてください。再プリント
データを印刷時に生成します。
ここで生成されるのは、プリントのみのデータです。カッティングも含めた再
出力をしたい場合には、「カッティングデータを残す」にもチェックを入れて
ください。

「くり返し印刷」

1つのドキュメントを用紙上に繰り返して印刷する機能について設定します(複
数のドキュメントが配置されている場合は設定できません)。

○「リピート」：横方向に印刷をくり返したい場合チェックします。
○「ステップ」：縦方向に印刷をくり返したい場合チェックします。
○「くり返し間隔」：印刷をくり返す際のドキュメント同士の間隔を指定しま
す。

○「くり返し回数」：印刷をくり返す回数を指定します。最大回数を超える数
値は指定できません。

○「最大」：用紙とドキュメントの幅、指定されたくり返し間隔から、くり返
すことが可能な最大回数を計算し表示します。

○「合計印刷回数」：リピート回数（横方向のくり返し数）×ステップ回数（縦
方向のくり返し数）で同一ドキュメントの総印刷数を表示します。

*
「RIP 同時印刷」は、コン
ピュータが十分な性能でな
いと、プリンタの印刷動作
がときおり停止することが
あります。その結果、印刷
品質に影響を及ぼすことが
あります。
このような場合には、「RIP
後印刷」を選択してくださ
い。印刷開始までの時間は
長くなりますが、安定した
印刷品質が得られます。



137

第7章　操作画面説明

「印刷｣ボタン

印刷を実行します。

「閉じる｣ボタン

印刷ダイアログを終了します。

印刷設定：オプション設定ウインドウ⑪

再プリントデータ選択ダイアログ

「オプション設定ウインドウ」左下の「▼」ボタンを押し、「再プリント」ボタ
ンを押すと表示されます。1度印刷したデータの再プリントを指示します。
再プリントしたいデータ名をクリックすると、選択されたデータ名と使われた
プリンタ名が表示されます。データ名、プリンタ名を確認し、「印刷」ボタン
を押してください。

○「再プリントデータ名」：再プリントデータの保存名
○「プリンタ」：再プリントデータ作成時のプリンタ名。再プリントデータを
出力する際もこのプリンタが使われます。再プリントデータ作成時と異なる
プリンタに出力したいときはプルダウンメニューから選択もできますが、こ
の場合思わぬ結果になることがあります。

○「解像度」：再プリントデータ作成時の解像度。出力時もこの解像度になり
ます。

○「インク」：再プリントデータ作成時のインク。出力時もこのインクになり
ます。

○「メディア」：再プリントデータ作成時のメディア。出力時もこのメディア
になります。

「更新」ボタン

強制的にリストの更新ができます。
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「ジョブタイプ」

カッティング対応プリンタで有効です。再プリントデータにプリントとカッ
ティングのデータが含まれる場合、そのどちらを出力するか、あるいは両方出
力するかを指定します。

「クロップマークを印刷」

カッティング対応プリンタで有効です。プリント時にカッティング位置合わせ
用のクロップマークを付加するかどうかを指定します。

「印刷枚数」

出力のコピー数を指定します。

「印刷」ボタン

選択した再プリントデータを出力します。

「削除」ボタン

選択した再プリントデータを削除します。

「閉じる」ボタン

再プリントデータ選択ダイアログを閉じ、作業を中止します。
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印刷状況ウィンドウ

印刷実行指示を出したドキュメントの印刷状況を見ることができます。

「ドキュメント」

「状況」が「印刷中」となっているドキュメントを選択したときのみ表示され
ます。ドキュメントの処理状況を示します。

○「RIP」：レイアウトされているドキュメント1つに対して、展開処理の進
行状況をバーと数値で表示します。
PSデータの場合、ドキュメントの展開が進む毎にピンク色のバーが表示さ
れ進捗の度合いが表示されます。ピンク色のバーが100%まで進むとド
キュメントの展開処理は終了です。印刷のためのデータ変換が進む毎に赤
色のバーがピンク色のバーの上に表示されその進捗の度合いが表示されま
す。赤色のバーが100%まで進むと印刷のためのデータ変換は終了です。
イメージデータの場合、印刷のためのデータ変換が進む毎に赤色のバーが
ピンク色のバーの上に表示されその進捗の割合が表示されます。赤色の
バーが100%まで進むと印刷のためのデータ変換は終了です。

○「準備」：選択されているドキュメント全体の印刷準備の進行状況を緑色の
バーと数値で表示します。100%まで処理が進むと準備は終了し、実際の印
刷にかかります。

○「印刷」：選択されたドキュメントのプリンタでの印刷の進行状況を青色の
バーと数値で表示します。100%まで処理が進むと印刷は終了します。

「印刷時間」

○「開始時間」：印刷データの展開を開始した時間を表示します。
○「終了予想」：印刷が終了する予想時間を計算して表示します。
○「経過時間」：展開開始からどれ位時間がたったかを表示します。 (*1)

*リストボックス
リストボックスのドキュメ
ントをクリックするとその
ドキュメントの選択状態を
切り替える事が出来ます。

複数のドキュメントをク
リックすると、ドキュメン
トを複数選択する事が出来
ます。CTRL キー +「Ａ｣
キー を押すと、リストボッ
クスのドキュメントを全て
選択する事が出来ます。

複数のドキュメントを選択
した状態で、「削除｣「再開｣
「一時停止｣が可能です。
「ドキュメント詳細｣「RIP、
準備、印刷の進行状況｣に
おいては選択されたドキュ
メントの中で、最上位に有
るドキュメントに対する表
示を行います。

*1
予想時間の表示について、
RIPの動作状況により実際
の時間との間に差が生じる
ことがあります。
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「プリンタ」

RIPに登録されているプリンタの機種名一覧の中から、印刷状況をみたい機種
名を選択します。
デフォルトの状態では“ALL”になっています。“ALL”が選択されている場
合、RIPサーバにスプールされている全てのドキュメントがリストボックスに
表示されます。

リストボックスの表示

○「ドキュメント」：ドキュメント名（印刷される順番に従って並んでいます）
○「オーナー」：ドキュメントを送信したユーザーの名前
○「作成日時」：ドキュメントがRIPに送信された日付と時間
○「状況」：そのドキュメントの現在の状況を表示

正常に印刷を待っている→何も表示されません。
フォントダウンロードサービスが開始され、ドキュメントの印刷が停止し
ている場合→「待機中｣と表示
ドキュメントのデータに不備があった場合→　「エラー｣と表示 (*1)
その他、「停止中｣「印刷中｣「削除中｣などが状況として表示されます。

○「終了予想」：印刷が終了する時刻を計算して表示 (*2)

｢残り印刷長｣

リストボックスに表示されているドキュメントの合計印刷長を選択されたプリ
ンタに応じて計算し表示します（表示単位：メートル）。実際に印刷に必要な用
紙の長さは表示される長さよりも、印刷終了後のプリンタの用紙送り量だけ長
くなります。

｢ドキュメント｣

選択されたドキュメント名が表示されます。

印刷順序の変更

選択したドキュメントの印刷順序を変更できます。ただし、状況が「印刷中」
のドキュメントは印刷順序変更はできません。

○「一番上へ」ボタン：選択したドキュメントを先頭に移動します。但し、状
況が「印刷中」のドキュメントは追い越しません。

○「上へ」ボタン：選択したドキュメントの順序をひとつ上に移動します。但
し、状況が「印刷中」のドキュメントは追い越しません。

○「下へ」ボタン：選択したドキュメント順序をひとつ下に移動します。
○「一番下へ」ボタン：選択したドキュメントを最後に移動します。

｢ドキュメント詳細｣ボタン

印刷モニタ用の「ドキュメント詳細ダイアログ」が開き、詳細情報を表示しま
す。

｢再開｣ボタン

選択されているドキュメントの印刷を再開します。

*2
RIPの動作状況により実際
の終了時間との間に差が生
じることがあります。

*1
｢ドキュメント詳細｣をク
リックすることにより、エ
ラーの詳細がチェックでき
ます。
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「一時停止」ボタン

選択されているドキュメントの印刷を一時停止します。
印刷待機中のドキュメントを「一時停止｣させると、それ以降に送信されたド
キュメントが一時停止されたドキュメントを追い越して先に印刷されます。
また、「印刷中｣のドキュメントを一時停止させた場合には「再開｣を押しても
継続して正常な印刷を続ける事は出来ません。この場合「一時停止｣したド
キュメントは「削除｣で削除してください。

「削除」ボタン

選択されているドキュメントを印刷スプーラから削除し、印刷指示を中止しま
す。
印刷中止のドキュメントを削除した場合は、プリンタはリセットされます。こ
の方法でプリンタはリセットできますが、プリンタの操作パネルからリセット
を行うことを推奨します。

「終了」ボタン

印刷状況の表示を終了し、ウインドウを閉じます。

｢プリンタの停止」ボタン (*1)

プリンタの停止／再開を行います。プリンタが動作中には「プリンタの停止｣、
プリンタの停止中には「プリンタの再開｣と表示されます。なお、リストボッ
クスにドキュメントがあるときには「プリンタの停止｣はできません。

｢更新｣ボタン

強制的にリストのデータを更新できます。データ受信中に★マークが表示され
ます。

ドキュメントの上手な削除方法

以下の手順で印刷中のドキュメントの削除を行います。

1.「印刷状況ウィンドウ」で、削除するドキュメントをクリックし、「削除」
ボタンを押します。

2.ドキュメントが「印刷状況ウィンドウ」から無くなるまで待ちます。

※この状態でしばらく待てば、プリンタは正常に中断処理を行います。さらに
強制的にプリンタを停止させたい場合は、続いて以下の手順も行って下さい。

3. Windowsのタスクバー右端に現れるプリンタのアイコンをダブルクリッ
クします（アイコンがない場合は、データの出力は完了しています。手順
6へ進んでください）。

4.該当するドキュメントを削除します。 (*2)
5. 削除されたことが確認できるまで待ちます。
6.出力先のプリンタをリセット（初期化）します。

*2
手順4と6の順序が逆にな
ると、手順4でドキュメン
トが消えないことがありま
す。この場合は、再度出力
先のプリンタをリセットし
て下さい。リセット完了と
共に、ドキュメントも削除
されます。

*1
Administrators（管理者）権
限を持つユーザー名でRIP
のスタート画面を起動した
ときのみ操作可能です。
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管理ツールウインドウ

RIPソフトウェア上にある各種ファイルを消去する、いくつかのサービスを起
動させる、停止させるといった作業を行います。
※このウインドウでの操作は他のクライアントにも影響を与えるため、基本的
にサーバ管理者に限りこのウインドウを操作されることをおすすめします。

このウインドウは8つのタブから構成されています。

〔ドキュメント〕タブ

RIP上のドキュメントの確認、削除を行います。

〔レイアウト設定〕タブ

RIPに保存されているレイアウト設定ファイルの確認、削除を行います。

〔ドキュメント設定〕タブ

RIPに保存されているドキュメント設定ファイルの確認、削除を行います。

〔色調整〕タブ

RIPに保存されている色調整ファイルの確認、削除を行います。

〔スクリーン設定〕タブ

RIPに保存されているスクリーン設定ファイルの確認、削除を行います。

〔メンテナンス〕タブ

RIPの操作やRIPの関連ファイルの消去を行います。

〔OPI設定〕タブ

OPIサービスの設定やOPI関連ファイルの操作を行います。

〔フォントダウンロード〕タブ

フォントダウンロードサービスを操作します。
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第7章　操作画面説明

*1
オプション設定ウインドウ
で配置されたことがないド
キュメントは、ドキュメン
ト名の前に＊マークが表示
されます。

*2
エラーのドキュメントを選
択して「ドキュメント詳
細」ボタンをクリックする
ことにより、エラーの詳細
がチェックできます。

管理ツール：〔ドキュメント〕タブ

RIP上にあるドキュメントの確認、削除を行います。

リストボックスの内容

○「ドキュメント」：ドキュメント名
○「オーナー」：ドキュメントを送信したユーザーの名前。
○「日付 時間」：ドキュメントが送信された日付と時間
○「状況」：そのドキュメントの現在の状況を表示します。

プレビュー表示を準備中の場合→「準備中｣と表示
プレビュー表示準備完了の場合→それぞれのドキュメントの「ファイル
サイズ｣を表示 (この状態でドキュメントの配置が可能 *1)
ドキュメントのデータに不備があった場合→「エラー｣と表示 (*2)
再プリントデータの場合→「再｣と表示

「ドキュメント詳細」ボタン

詳細をみたいドキュメントをクリックすると、下のボックスに選択されたド
キュメント名が表示されます。それを確認した上で、「ドキュメント詳細」ボ
タンをクリックしてください。
「ドキュメント詳細ダイアログ」がオープンし、選択されているドキュメント
の詳細情報を表示します。データタイプ、レイアウトされたことがあるかどう
か、ドキュメントの幅、高さ等を表示します。

「削除」ボタン

削除したいドキュメントをクリックすると、下のボックスに選択されたドキュメ
ント名が表示されます。それを確認した上で、｢削除｣をクリックしてください。

「更新」ボタン

強制的にリストのデータを更新することができます。データ受信中に★マーク
が表示されます。
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リストボックスでのドキュメント複数選択

リストボックスで複数のドキュメントをクリックすると、ドキュメント
を複数選択する事が出来ます。CTRL キー+「Ａ｣キー を押すとリスト
ボックスのドキュメントを全て選択する事が出来ます。
複数のドキュメントを選択した状態で、「削除｣が可能です。「ドキュメ
ント詳細｣については選択されたドキュメントの中で、最上位に有るド
キュメントに対する表示を行います。

リストボックスでのドキュメントの並び替え

リストボックス上の項目名がボタンになっています。このボタンを押す
ことにより、各項目を基準としてリストボックス内のドキュメントを
ソートできます。
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第7章　操作画面説明

管理ツール：〔レイアウト設定〕タブ

RIPに保存されているレイアウト設定ファイルの確認、削除を行います。

リストボックスの内容

○「設定ファイル」：RIPに保存されているレイアウト設定ファイル名
○「オーナー」：レイアウト設定ファイルを保存したユーザ名
○「日付 時間」：レイアウト設定ファイルが保存された日付と時間

「設定ファイル詳細」ボタン

ファイルを選択し、「設定ファイル詳細」をクリックしてください。「レイアウ
ト設定ファイル詳細ダイアログ」がオープンし、選択されている既存の設定
ファイルの詳細情報を表示します。配置されているドキュメント数、名前、印
刷用紙のサイズ等を見ることができます。

「削除」ボタン

削除したいファイルをクリックし｢削除｣をクリックしてください。

「更新」ボタン

 強制的にリストのデータを更新することができます。データ受信中に★マー
クが表示されます。
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管理ツール：〔ドキュメント設定〕タブ

RIPに保存されているドキュメント設定ファイルの確認、削除を行います。

リストボックスの内容

○「設定ファイル」：RIPに保存されているドキュメント設定ファイル名
○「オーナー」：ドキュメント設定ファイルを保存したユーザ名
○「日付時間」：ドキュメント設定ファイルが保存された日付と時間

「削除」ボタン

削除したいファイルをクリックし｢削除｣をクリックしてください。

「更新」ボタン

強制的にリストのデータを更新することができます。データ受信中に★マーク
が表示されます。
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第7章　操作画面説明

管理ツール：〔色調整〕タブ

RIPに保存されている色調整ファイルの確認、削除を行います。

リストボックスの内容

○「設定ファイル」：RIPに保存されている色調整ファイル名
○「オーナー」：色調整ファイルを保存したユーザ名
○「日付時間」：色調整ファイルが保存された日付と時間

「削除」ボタン

削除したいファイルをクリックし｢削除｣ボタンをクリックしてください。

「更新」ボタン

強制的にリストのデータを更新することができます。データ受信中に★マーク
が表示されます。
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管理ツール：〔スクリーン設定〕タブ

RIPに設定保存されているスクリーン設定ファイルの確認、削除を行います。

リストボックスの内容

○「設定ファイル」：RIPに保存されているスクリーン設定ファイル名
○「オーナー」：スクリーン設定ファイルを保存したユーザ名
○「日付時間」：スクリーン設定ファイルが保存された日付と時間

「削除」ボタン

削除したいファイルをクリックし｢削除｣ボタンをクリックしてください。

｢更新｣ボタン

強制的にリストのデータを更新することができます。データ受信中に★マーク
が表示されます。
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第7章　操作画面説明

管理ツール：〔メンテナンス〕タブ

RIPの操作やRIP関連ファイルの消去を行います。
このタブの操作をするには、Administrators（管理者）権限を持つユーザー名で
RIPのスタート画面を起動してください。 (*1)

「サービス管理」

○「サービス」：現在のサービス状況を表示しています。
「動作中｣ →サービスを開始しています。停止したい場合は｢停止｣をク
リックしてください。
「停止｣→サービスは停止しています。開始したい場合は｢開始｣をクリッ
クしてください。

「ファイルメンテナンス」

○「PPD更新」ボタン：RIPサーバ上のPPDファイルを更新するときに使用
します。詳しくは、「第1章 インストール」の「PPDファイルの更新」を
参照してください。

○「クリーンアップ」ボタン：RIPに残っている不要なファイルを削除します。
○「初期化」ボタン：RIPソフトウェアのデータを全て消去し、初期状態に戻
します (*2)。確認のため「初期化するとデータが全て消去されます。初期
化してもいいですか？｣というメッセージが出ますので、初期化したい場合
は「はい｣、したくない場合は「いいえ｣を選択してください。初期化後は
Webブラウザを再起動してください。

メッセージバー

メンテナンスサービスに関するRIPソフトウェアの状況をメッセージ表示します。
サービス開始準備中→「サービスの開始中です。しばらくお待ちくださ
い｣
サービス停止準備中→「サービスの停止中です。しばらくおまちください｣
※メッセージの表示中は処理中です。操作を行わないようにしてください。

*2
R I P サーバに送信したド
キュメントや、保存してあ
る設定ファイルなどが全て
消去されます。

*1
その他のユーザー名だった
場合に操作すると、「エ
ラーが発生しました」とい
うメッセージボックスが表
示されます。
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管理ツール：〔OPI設定〕タブ

OPIサービスの設定やOPI関連ファイルを操作します。
このタブの操作をするには、Administrators（管理者）権限を持つユーザー名で
RIPのスタート画面を起動してください。 (*)

「OPIサービス」

現在のサービス状況を表示しています。

　「動作中」→サービスを開始しています。停止したい場合は｢停止｣をクリック
してください。サービスの動作中はOPIサービスの設定を変更することはで
きません。設定を変更したい場合はサービスを停止させてください。

　「停止」→サービスは停止しています。開始したい場合は｢開始｣をクリックし
てください。

　「動作不可」→サービスに関し何らかのトラブルが発生しています。この画面
での操作はできません。画面を終了してください。

「OPI登録」

OPIに登録されている高解像度画像のファイル数を表示します。

「OPI登録ファイル消去」

OPI に登録されている高解像度画像ファイルを全て消去します。確認のため
「OPI登録ファイルを全て消去します。｣というメッセージが出ますので、消去
したい場合は「はい｣、したくない場合は「いいえ｣を選択してください。

「使用ディスク」「空きディスク」

OPI登録されているファイルのディスク総使用容量と、OPI登録に使用できる
ディスクの残り容量をメガバイト単位で表示します。

*
その他のユーザー名だった
場合に操作すると、「エ
ラーが発生しました」とい
うメッセージボックスが表
示されます。



151

第7章　操作画面説明

「出力イメージフォーマット」

「TIFF」を指定した場合：JPEG,TIFFファイルを登録すると、TIFFフォーマッ
トの低解像度ファイルが作成されます。EPS ファイルを登録すると、EPS
フォーマットの低解像度ファイルが作成されます。
「EPS」を指定した場合：JPEG,TIFFファイルは登録できません。EPSファ
イルを登録すると、EPSフォーマットの低解像度ファイルが作成されます。

「出力イメージ縮小サイズ」

OPI機能により出力される編集用イメージファイル（低解像度画像）の縮小サイ
ズを長い方の辺の画素数で入力します（100～2000の間の整数値で入力して
ください）。

メッセージバー

OPIサービスに関するRIPの状況をメッセージ表示します。
サービス開始準備中→「サービスの開始中です。しばらくお待ちください｣
サービス停止準備中→「サービスの停止中です。しばらくおまちください｣
OPI登録ファイル、色調整済ファイルを消去中→「ファイルの消去中です。
しばらくおまちください｣

※メッセージの表示中は処理中です。操作を行わないようにしてください。
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管理ツール：〔フォントダウンロード〕タブ

フォントダウンロードサービスを操作します。 (*1)
このタブの操作をするには、Administrators（管理者）権限を持つユーザー名で
RIPのスタート画面を起動してください。 (*2)

ボックスに現在のフォントダウンロードサービスの状況が表示されます。その
メッセージを読んで、サービスの操作を行ってください。
操作方法については、「第4章 便利な使い方」の「フォントダウンロード」を
参照してください。

メッセージの種類

○「フォントダウンロードサービスが開始できます」→ サービスを開始した
い場合は、「開始」を押してください。

○「印刷中のジョブが残っています。フォントダウンロードサービスは開始で
きません」→ 印刷終了を待つか、印刷状況ウィンドウでドキュメントをす
べて削除してください。

○「フォントダウンロードサービスは作動しています。プリンタ名は○○で
す｣ (*3) → フォントダウンロードサービスは作動しています。フォントに
付属のダウンローダーを使用してフォントのダウンロードを行ってくださ
い。サービスを停止させる場合は「停止」を押してください。

＝注意＝
サービスを停止するときに
は、はじめにクライアント
PCからのフォントダウン
ロード処理が行われていな
いことを確認してくださ
い。フォントのダウンロー
ド処理中にサービスを停止
するとRIPに誤動作が発生
することがあります。

*3
○○の部分にはフォントダ
ウンロード用プリンタとし
てネットワークに公開され
ているプリンタ名を表示し
ます。
プ リ ン タ 名 は
「RMC000FD(000はイン
ストール時に設定した3桁
の識別番号)｣となります。

フォントダウンロードサー
ビスが作動している間に印
刷指示が出されたドキュメ
ントは、サービスが終了す
るまで待機中になり、サー
ビス停止とともに自動的に
印刷が再開されます。

*1
Windows XPは、フォント
ダウンロードには未対応で
す。

*2
その他のユーザー名だった
場合に操作すると、「エ
ラーが発生しました」とい
うメッセージボックスが表
示されます。
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第7章　操作画面説明

ドロッププリント

ドロップフォルダ設定

ドロッププリント機能を使うためのドロップフォルダの作成や削除を行いま
す。スタート画面から｢ドロッププリント｣をクリックすると開きます。

「ダイレクト出力」用のドロップフォルダ作成

ドロッププリントによるダイレクト出力をしたい場合は、「印刷出力｣を選択し
各項目を設定してください（*1）。
設定項目の詳細については、この章の「印刷設定：オプション設定ウインド
ウ」の該当項を参照してください。ただし、一部設定できない項目もあります。

「レイアウト出力」用のドロップフォルダ作成

ドロッププリントによるレイアウト出力をしたい場合は、「レイアウト設定」
を選択します。 (*2)

「ネスティングする」「ネスティングのタイムアウト」

用紙を有効に利用するため、連続してドロップされたファイルを用紙の横幅に
入る分だけ自動的に配置して印刷します。横方向に配置できなくなった時、ま
たは最後にファイルをドロップしてから、「ネスティングのタイムアウト」で
設定した時間が経過すると印刷が開始されます。
スケーリングで「用紙に合わせる」が選択されている時は、ネスティング印刷
は設定できません。
この機能は、ダイレクト出力の場合にのみ有効です。

*1
 この場合は、作成したド
ロップフォルダにファイル
を入れるとすぐにプリンタ
に印刷されますので、印刷
に関する設定はあらかじめ
この画面でしておく必要が
あります。

*2
 この場合、作成したドロッ
プフォルダにファイルを入
れただけでは印刷されませ
ん。一旦RIP サーバにス
プールされますので、ス
タート画面の｢印刷設定｣ボ
タンで「オプション設定ウ
インドウ｣ を開き、その
ファイルをドキュメント選
択ダイアログで配置して各
種オプションの設定を行っ
てください。
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「フォルダ作成」ボタン

「ドロップフォルダ作成ダイアログ」が開きます。ドロップフォルダはこのダ
イアログで作成します。このダイアログには、次の項目があります。

○リストボックスの内容
「フォルダ」：すでに作成されて
いるドロップフォルダ名
「短縮名」：各ドロップフォルダ
に付けられている短縮名 (*1)
「オーナー」：ドロップフォルダ
を作成したユーザの名前
「日付時間」：ドロップフォルダ
が作成された日付と時間

○「更新」ボタン
強制的にリストのデータを更新
できます。データ受信中に★マークが表示されます。

○「作成」ボタン
｢作成するドロップフォルダ名｣
にフォルダ名を英数字 27 文字
（全角13文字）以内で入力し、｢作
成｣を押してください。
「短縮名入力ダイアログ｣がオー
プンします。短縮名を変更した
い場合、短縮名を入力し、｢決定｣
を押してください（*2）。短縮名を変更しない場合は、そのまま｢決定｣を
押してください。
新しいドロップフォルダが作成され、「ドロップフォルダ作成ダイアログ｣
は終了します。

○「フォルダ詳細」ボタン
詳細を見たいドロップフォルダ名をクリックし、｢フォルダ詳細｣を押して
ください「ドロップフォルダ詳細ダイアログ｣がオープンし、ドロップ
フォルダに設定した情報が確認できます。

○「閉じる」ボタン
ドロップフォルダ作成ダイアログを閉じ、作業を中止します。

*1
Windows 系のクライアン
トの場合、この名前がド
ロップフォルダ名として表
示されます。

*2
短縮名は英数字12文字（全
角 6 文字）以内で入力して
ください。
～フォルダ名・短縮名に関
する注意～
ドロップフォルダ名の先頭
あるいは末尾に空白文字は
使用できません。
以下の文字も使用できませ
んのでご注意ください。
¦　¥　/　:　*　?　<　>　

作成したドロップフォルダをMacintoshで利用するには

PC MACLANをお使いの場合には、作成したドロップフォルダを共有
設定する必要があります。
詳しくは、「第1章 インストール」の「PC MACLANのインストール
と設定」-「ドロップフォルダの共有設定（更新）」を参照してください。
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*1
Windows 系のクライアン
トの場合、この名前がド
ロップフォルダ名として表
示されます。

「フォルダ一覧」ボタン

「ドロップフォルダ一覧ダイアログ｣が開き、既存のドロップフォルダの一覧を
表示します。ドロップフォルダの削除も、このダイアログからおこないます。
このダイアログには、次の項目があります。

○リストボックスの内容
「フォルダ」：すでに作成されて
いるドロップフォルダ名
「短縮名」：各ドロップフォルダ
に付けられている短縮名 (*1)
「オーナー」：ドロップフォルダ
を作成したユーザの名前
「日付時間」：ドロップフォルダ
が作成された日付と時間

○「更新」ボタン
強制的にリストのデータを更新
できます。データ受信中に★マークが表示されます。

○「フォルダ詳細」ボタン
詳細を見たいドロップフォルダ名をクリックすると、選択されたドロッ
プフォルダ名が下のボックスに表示されます。フォルダ名を確認し、
「フォルダ詳細」ボタンを押してください。「ドロップフォルダ詳細ダイ
アログ」がオープンしドロップフォルダに設定した情報が確認できます。

○「開く」ボタン
オープンしたいドロップフォルダ名をクリックすると、選択されたド
ロップフォルダ名が下のボックスに表示されます。
フォルダ名を確認し、「開く」ボタンを押してください。「ドロッププリ
ント設定ウインドウ」がオープンし、フォルダの内容がドロップフォル
ダ設定ウィンドウに読み込まれます。ここでの操作はパラメータの内容
をウィンドウに読み込むのみで、オープンしたドロップフォルダに影響
を与えません。

○「削除」ボタン
削除したいドロップフォルダ名をクリックすると、選択されたドロップ
フォルダ名が下のボックスに表示されます。フォルダ名を確認し、｢削除｣
ボタンを押してください。 (*2)

○「閉じる」ボタン
ドロップフォルダ一覧ダイアログを閉じ、作業を中止します。

*2
PC MACLAN環境の方へ
削 除 後 の フ ォ ル ダ は
Macintoshからはアクセス
できない状態ですが、RIP
サーバの再起動を行うま
で、セレクタから見えてし
まいます。
できる限りRIPサーバの再
起動をお薦めします。詳細
は、第2章の「PC MACLAN
のインストールと設定」の
項目「4.ドロップフォルダ
の共有設定」をご覧くださ
い。

「終了」ボタン

ドロッププリントの設定を終了し、ウインドウを閉じます。
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ログ管理ウインドウ

RIPの使用状況を見るための作業を行います。
スタート画面からログ管理ボタンをクリックすると｢ログ管理ウインドウ｣が現
れます。それぞれの項目がボタンになっているので、見たい項目を直接押して
選びます。

ログ管理：プリントログ

「プリント｣を押すとプリントログ画面が表示されます。
「プリントログ画面｣はアプリケーションからのドキュメント送信あるいはRIP
での印刷のログを表示します。

リストの内容

○「日付」：印刷された日付（年月日）
○「時間」：印刷された時間（時分秒）
○「ユーザー」：ドライバプリントの場合、WindowsではWindowsへのログ
イン名を表示し、Macintoshではマシン名を表示します（ただし、RIPサー
バ自身で印刷操作を行ったときは、スタート画面へのログオン名になりま
す）。ドロッププリントの場合、Windows、Macintosh関係なく「SYSTEM｣
と表示します。

○「種別」：「V」はサーバにドキュメント送信、「L」はプリンタで印刷
○「ジョブ名」：印刷ジョブの名前
○「結果」：「正常」正常に印刷完了、「エラー」RIP展開時または印刷時に
エラーが発生、「キャンセル」印刷の途中でキャンセル。

○「出力デバイス」：（種別がLの時）出力したプリンタ名
○「横幅長」：（種別がLの時）出力した用紙の横幅
○「縦幅長」：（種別がLの時）出力した用紙の縦の長さ
○「印刷枚数」：（種別がLの時）出力した枚数
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｢削除｣

プリントログ画面に表示されているログが全て削除されます。
「削除しました｣のメッセージが出ます。その文字をクリックするとプリント　
ログ画面に戻ります。

｢保存｣

プリントログ画面に表示されているログをローカルディスクに保存します。

1.保存ボタンにマウスのポイントを合わせ右クリックします。
2.「対象をファイルに保存｣あるいは「リンクを名前をつけて（別名で）保存｣
を選び、保存先を指定します。
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ログ管理：設定ファイルログ

「設定ファイル｣を押すと「設定ファイルログ」画面が表示されます。設定ファ
イルログ画面はユーザー設定ファイルの保存、削除のログを表示します。

リストの内容

○「日付」：設定ファイルが作成/削除された日付（年月日）
○「時間」：設定ファイルが作成/削除された時間（時分秒）
○「ユーザー」：作成/削除の指示を出したユーザー名
○「種別」：「作成」ユーザー設定ファイルとして登録されたもの、「削除」ユー
ザー設定ファイルから削除されたもの。

○「ファイルの種類」：「レイアウト」レイアウト設定ファイル、「ドキュメ
ント」ドキュメント設定ファイル、「スクリーン」スクリーン設定ファイル、
「色調整」色調整ファイル。
○「ファイル名」：ユーザーが設定した設定ファイル名
○「ファイルNo.」：設定ファイルに設定されたファイル番号（内部的な値で
すので通常は気にしていただく必要はありません）

｢削除｣

設定ファイルログ画面に表示されているログが全て削除されます。
「削除しました｣のメッセージが出ます。その文字をクリックすると設定ファイ
ルログ画面に戻ります。

｢保存｣

設定ファイルログ画面に表示されているログをローカルディスクに保存します。

1.保存ボタンにマウスのポイントを合わせ右クリックします。
2.「対象をファイルに保存｣あるいは「リンクを名前をつけて（別名で）保存｣
を選び、保存先を指定します。
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ログ管理：OPIログ

「OPI｣を押すと「OPIログ」画面が表示されます。OPIログ画面はOPI印刷用
イメージデータの登録、削除、印刷のログを表示します。

リストの内容

○「日付」：OPIイメージが登録/削除/印刷された、またはOPIサービスが
開始/停止された日付（年月日）

○「時間」：OPIイメージが登録/削除/印刷された、またはOPIサービスが
開始/停止された時間（時分秒）

○「ユーザー」：（印刷の時のみ表示） 印刷指示を出したユーザー名
○「種別」：「登録｣OPIとして登録されたもの、「削除｣OPIから削除された
もの、「印刷（高）｣高解像度イメージで印刷、「印刷（低）｣低解像度イメージで
印刷、「開始｣OPIサービスを開始、「停止｣OPIサービスを停止。

○「ファイル名」：登録や削除をしたファイル名（印刷に使用したイメージデー
タのファイル名）を表示。サービスの開始や停止の場合は「サービス」と表
示。

「削除」

OPI ログ画面に表示されているログが全て削除されます。「削除しました｣の
メッセージが出ます。その文字をクリックするとOPIログ画面に戻ります。

｢保存｣

OPIログ画面に表示されているログをローカルディスクに保存します。

1.保存ボタンにマウスのポイントを合わせ右クリックします。
2.「対象をファイルに保存｣あるいは「リンクを名前をつけて（別名で）保存｣
を選び、保存先を指定します。
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ログ管理：エラーログ

「エラー｣を押すと「エラーログ」画面が表示されます。エラーログ画面はシス
テムエラーのログを表示します。

リストの内容

○「日付」：エラーが発生した日付（年月日）
○「時間」：エラーが発生した時間（時分秒）
○「ユーザー」：エラーが発生した動作を指示したユーザー名 (*)
○「種別」：

「警告｣…正常な動作の実行はできませんでしたが、システムのデフォルト
設定を利用することにより動作は継続し終了しました。ただし、この場合
アウトプットがユーザー設定と異なったものになることもあります。
「エラー｣…動作が完了できなかったため、アウトプットは得られませんで
した。

○「モジュール」：エラーが発生したモジュール名
○「概要」：エラーの概要

｢削除｣

エラーログ画面に表示されているログが全て削除されます。「削除しました｣の
メッセージが出ます。その文字をクリックするとエラーログ画面に戻ります。

｢保存｣

 エラーログ画面に表示されているログをローカルディスクに保存します。

1.保存ボタンにマウスのポイントを合わせ右クリックします。
2.「対象をファイルに保存｣あるいは「リンクを名前をつけて（別名で）保存｣
を選び、保存先を指定します。

*
システムで判別できない場
合はブランクになることも
あります。
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ログ管理：ドロッププリントログ

「ドロッププリント｣を押すと「ドロッププリントログ」画面が表示されます。
ドロッププリントログ画面はドロップフォルダの作成、削除、印刷のログを表
示を表示します。

リストの内容

○「日付」：ドロップフォルダが作成/削除されたり、ドロップフォルダを使っ
て印刷された日付

○「時間」：ドロップフォルダが作成/削除されたり、ドロップフォルダを使っ
て印刷された時間

○「ユーザー」：（ドロップフォルダの作成/削除の時のみ表示）作成/削除の
指示を出したユーザー名

○「種別」：「作成｣ドロップフォルダとして作成されたもの、「削除｣ドロッ
プフォルダから削除されたもの、「印刷｣ドロップフォルダを使い印刷された
もの。

○「ファイル名」：ドロッププリントされたファイル名（印刷の時のみ表示）
○「フォルダ名」：印刷に使用されたドロップフォルダ名
○「フォルダNo.」：ドロップフォルダに設定されたフォルダ番号（内部的な
値ですので通常は気にしていただく必要はありません）

｢削除｣

ドロッププリントログ画面に表示されているログが全て削除されます。　「削除
しました｣のメッセージが出ます。その文字をクリックするとドロッププリン
トログ画面に戻ります。

｢保存｣

ドロッププリントログ画面に表示されているログをローカルディスクに保存し
ます。

1.保存ボタンにマウスのポイントを合わせ右クリックします。
2.「対象をファイルに保存｣あるいは「リンクを名前をつけて（別名で）保存｣
を選び、保存先を指定します。
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システム情報ウィンドウ

バージョン

RIPソフトウェアのインストール情報を表示します。

ディスク

RIPがインストールされているディスクとプリントスプールに設定されている
ディスクなどの使用状況を表示します。
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プリンタ

インストールされているプリンタの情報を表示します。最大印字幅や印刷方向
設定の対応の可否、解像度、インク、メディアを表示します。

また印刷可能な解像度、インク、メディアの組み合わせを対応表として表示し
ます。

アップデート

逐次リリースされる不具合修正や機能追加のためのアップデータの適用履歴を
表示します。
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設定ファイル保存ウィンドウ

サーバ管理者がシステムを初期化する場合のバックアップをとったり、他の
サーバ環境で設定ファイルを使おうとする場合に便利です。

ユーザー設定ファイルの種類

ユーザー設定ファイルには以下の4種類があります。 (*1)

「レイアウト設定ファイル｣
「ドキュメント設定ファイル｣
「色調整ファイル｣
「スクリーン設定ファイル｣

このうち、「ドキュメント設定ファイル」「色調整ファイル」「スクリーン設定
ファイル」の3種類の設定ファイルに関しては、ローカルディスクに保存して
おき、そのファイルをリストアする(戻す)ことができます。

ファイルの保存とリストア

ユーザー設定ファイルのローカルディスクへの保存、またRIPサーバへのリス
トアは、どのユーザー設定ファイルも同じ方法で行うため、以下にその共通手
順を説明します。

a) ローカルディスクへの保存方法

1.「ドキュメント設定｣「スクリーン｣「色調整｣のうち、保存したいユーザー
設定ファイル名をクリックします。ファイルの一覧が表示されます。

2. 保存したい設定ファイル名をクリックすると「ドキュメント設定ファイ
ルの保存とリストア」が開きます。 (*2)

*1
それぞれの項目がボタンに
なっているので、見たい項
目を直接押して選びます。

*2
ここでも、基本的な操作方
法がわかるよう保存やリス
トアの手順、また使い方の
ヒントが書かれています。
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3. 保存する方法は通常のホームページをファイルとして保存する方法と同
じです。次の要領にそって保存してください。

1. 「ファイル」メニューから「名前をつけて保存」を選びます。
2. ダイアログがオープンします

　　　「ファイルの種類｣→「HTMLファイル｣
　　　「保存する場所｣→「保存したいフォルダ｣
　　　「ファイル名｣→拡張子(.html)をつける (*1)

3. 設定が終わったら「保存」を押します。

b) 保存したファイルのリストア方法

1. RIPのスタート画面を起動します。

2. スタート画面（Webブラウザ）の「ファイル」メニューから「ファイル
を開く」を選択し、リストアしたいHTMLファイル（ローカルディスク
に保存した設定ファイル）を開きます。

3.「ドキュメント設定ファイルの保存とリストア」が表示されます。
ここで表示されているファイル名がRIPサーバ上での設定ファイル名と
して保存されます。変更したい場合は、ここで変更してください。

4. 画面上部にある「リストア」を押してください。 (*2)
リストアが完了すると、「ドキュメント（スクリーン、色調整）設定ファ
イルを保存しました｣というメッセージが表示されます。これでリスト
アは完了です。

＝参考＝

以前とは異なるRIPサーバにリストアしたい場合には、ローカルディスクに保
存したHTMLファイルをテキストエディタ等でオープンし、冒頭部分にある”
<FORM METHOD=POST ACTION=”に続く部分をリストアしたいRIPサー
バ名に対応した記述に修正してください。

*1
ファイルを保存する際は必
ずHTML 形式で保存して
ください。

*2
RIPサーバ上にすでに同一
名の設定ファイルが存在す
る場合は、「同名のファイ
ルがあります｣と表示され
ますので、名前の変更を
行ってください。
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こんなことがしたいときには

フォントのインストール

●付属TrueTypeフォントをクライアントへインストールしたい

a) Windowsの場合

1.「スタート」ー「設定」ー「コントロールパネル」ー「フォント」をダブルクリックし
ます。

2.「ファイル」ー「新しいフォントのインストール」を選択します。
3. RIPソフトウェアのCD-ROMをドライブへ入れ、「Client」-「Font」フォ
ルダを指定します。

4. インストールしたいフォントを選択し「OK」します。

b） Macintoshの場合

1. RIPソフトウェアのCD-ROMをドライブへ入れます。
2. CD-ROMから「Font」フォルダを開き、インストールしたいフォントを「シ
ステムフォルダ」へコピーします。

3. コンピュータを再起動します。

●付属TrueTypeフォントをクライアントからアンインストールしたい

a) Windowsの場合

1.「スタート」ー「設定」ー「コントロールパネル」ー「フォント」をダブルクリックし
ます。

2. 削除したいフォントを選択し、「ファイル」から「削除」を選択します。

b) Macintoshの場合

1.「システムフォルダ」ー「フォントフォルダ」を開きます。
2. 削除したいフォントを「ごみ箱」へドラッグします。

●市販のPSフォントをRIPへダウンロードしたい

※RIPサーバがWindows XPの場合、PSフォントのダウンロードはできません。

1. RIPのスタート画面より「管理ツール」ー「フォントダウンロード」を開きます。
2.「フォントダウンロードサービス」より「開始」をクリックします。
3.「フォントダウンロードサービスは作動していますプリンタ名は○○です。」
と表示されていることを確認し、フォントに付属のマニュアルに従ってダウ
ンロードを行ってください。

マルチジョブ、マルチプリ
ント環境においては、並行
して処理可能な本数分の
フォントライセンスを必要
とする場合があります。
市販フォントをマルチジョ
ブ、マルチプリント環境で
使用する前に、そのフォン
トのライセンス条件につい
て御確認ください。
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RIPサーバにあるドキュメントの使用

●RIPサーバにあるドキュメントをレイアウトしたい

1. RIPのスタート画面より「印刷設定」をクリックします。
2. 開いた「ドキュメント選択ダイアログ」からレイアウトしたいドキュメン

トを選択します。
3.「オプション設定ウィンドウ」でレイアウト設定を行います。

●RIPサーバにあるドキュメントを一覧で見たい

RIPのスタート画面より「管理ツール」を起動し、「ドキュメントタブ」を
開きます。

●RIPサーバにあるドキュメントの詳細情報をみたい

a)

1. RIPのスタート画面より「管理ツール」の中の「ドキュメントタブ」を開き
ます。

2. 詳細を見たいドキュメントを選択し、「ドキュメント詳細」をクリックします。
b)

1. RIPのスタート画面より「印刷設定」をクリックします。
2.「ドキュメント選択ダイアログ」が開きます。
3. 詳細を見たいドキュメントを選択し、「ドキュメント詳細」をクリックします。

●RIPサーバにあるドキュメントを削除したい

1. RIPのスタート画面より「管理ツール」を起動し、「ドキュメントタブ」を
開きます。

2. 削除したいドキュメントを選択し、「削除」をクリックします。

●レイアウトする用紙を選択したい

1. RIPのスタート画面より「印刷設定」をクリックします。
2.「レイアウトタブ」の「用紙タブ」を選択し、レイアウトする用紙を選択し

ます。

●レイアウトしたすべての状態をファイルに保存したい

1. RIPのスタート画面より「印刷設定」をクリックします。
2.「オプション設定」ー「レイアウトタブ」ー「ファイルタブ」を開きます。
3.「レイアウト設定ファイル」ー「名前をつけて保存」をクリックします。
4.「レイアウト設定ファイル保存ダイアログ」が開きます。名前をつけて保存

します。

●ファイルからレイアウトすべてを読み込みたい

1. RIPのスタート画面より「印刷設定」をクリックします。
2.「オプション設定」ー「レイアウトタブ」ー「ファイルタブ」を開きます。
3.「レイアウト設定ファイル」ー「開く」をクリックします。
4.「レイアウト設定ファイル選択ダイアログ」より必要な設定ファイルを読み

込みます。
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選択したドキュメントに対するオプション設定

●１つのドキュメントに対する設定だけをファイルに保存したい

1. RIPのスタート画面より「印刷設定」をクリックします。
2.「オプション設定ウィンドウ」ー「レイアウトタブ」ー「ファイルタブ」を開きます。
3.「ドキュメント設定ファイル」より「保存」をクリックします。
4.「ドキュメント設定ファイル保存ダイアログ」が開きます。名前をつけて保

存します。

●１つのドキュメントにだけファイルから設定を読み込みたい

1. RIPのスタート画面より「印刷設定」をクリックします。
2.「オプション設定ウィンドウ」ー「レイアウトタブ」ー「ファイルタブ」を開きます。
3.「ドキュメント設定ファイル」より「開く」をクリックします。
4.「ドキュメント設定ファイル選択ダイアログ」より必要な設定ファイルを読

み込みます。

●ドキュメントの配置を変更したい

1. RIPのスタート画面より「印刷設定」をクリックします。
2. 印刷したいドキュメントを配置します。
3.「オプション設定ウィンドウ」ー「ドキュメントタブ」ー「配置タブ」を開きます。
4. 必要に応じて配置を変更します。

●ドキュメントから不要部分を取り除きたい

1. RIPのスタート画面より「印刷設定」をクリックします。
2. 印刷したいドキュメントを配置します。
3.「オプション設定ウィンドウ」ー「ドキュメントタブ」ー「トリミングタブ」

を開きます。
4. 不要な部分をトリミングでカットします。

●大きなドキュメントを分割して印刷したい

1. RIPのスタート画面より「印刷設定」をクリックします。
2. 印刷したいドキュメントを配置します。
3.「オプション設定ウィンドウ」ー「ドキュメントタブ」ー「タイリングタブ」

を開きます。
4. 必要に応じてサイズ、分割数、位置などを設定します。

●ドキュメントの色調整をしたい

1. RIPのスタート画面より「印刷設定」をクリックします。
2. ドキュメントを配置します。
3.「オプション設定ウィンドウ」ー「ドキュメントタブ」ー「色調整タブ」を

開きます。
4.「色調整パラメータ」の「設定」をクリックします。
5. 必要に応じて「色調整ダイアログ」の各項目を設定します。
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●色調整の設定をファイルに保存したい

1.「色調整タブ」－「色調整ダイアログ」で色調整を行います。
2.「色調整ファイル」の「保存」をクリックします。
3.「色調整ファイル保存ダイアログ」が開きます。名前をつけて保存します。

●色調整の設定をファイルから読み込みたい

1. RIPのスタート画面より「印刷設定」をクリックします。
2. ドキュメントを配置します。
3.「オプション設定ウィンドウ」ー「ドキュメントタブ」ー「色調整タブ」を開きま

す。
4.「色調整ファイル」の「開く」をクリックします。
5.「色調整ファイル選択ダイアログ」より、必要な設定ファイルを読み込みま

す。

●印刷の仕方を指定したい

1. RIPのスタート画面より「印刷設定」をクリックします。
2. ドキュメントを配置します。
3.「オプション設定ウィンドウ」ー「ドキュメントタブ」ー「印刷形式タブ」を開き

ます。
4. 必要に応じて設定設定を行います。

●ドキュメントごとに裁断用の印を付けて印刷したい

1. RIPのスタート画面より「印刷設定」をクリックします。
2. ドキュメントを配置します。
3.「オプション設定ウィンドウ」ー「ドキュメントタブ」ー「印刷形式タブ」

を開きます。
4.「ドキュメントの裁断線」の「トンボを付ける」または「枠を付ける」に

チェックします。
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印刷

●印刷したい（レイアウト出力の場合）

1. RIPのスタート画面より「印刷設定」をクリックします。
2. 印刷したいドキュメントを配置し、必要に応じてオプション設定します。
3.「オプション設定ウィンドウ」より「印刷」をクリックします。
4.「印刷ダイアログ」において必要に応じてオプション設定し「印刷」を
クリックします。

●印刷するプリンタを選択したい

1. RIPのスタート画面より「印刷設定」をクリックします。
2.「オプション設定ウィンドウ」ー「レイアウトタブ」－「プリンタタブ」
を開きます。

3. 印刷に使用したいプリンタを選択します。

●繰り返し印刷をしたい

1. RIPのスタート画面より「印刷設定」をクリックします。
2. 印刷したいドキュメントを配置します。
3.「オプション設定ウィンドウ」より「印刷」をクリックします。
4.「印刷ダイアログ」「くり返し印刷」で必要な設定を行います。「リピー
ト」：横方向、 「ステップ」：縦方向にそれぞれ回数指定できます。

●テスト印刷をしたい

1. RIPのスタート画面より「印刷設定」をクリックします。
2.「オプション設定ウィンドウ」ー「プリンタタブ」より「テスト印刷」をク
リックします。

●タイリングで分割したドキュメントをまとめて印刷したい

1. RIPのスタート画面より「印刷設定」をクリックします。
2. 印刷したいドキュメントを配置します。
3.「オプション設定ウィンドウ」ー「ドキュメントタブ」ー「タイリングタブ」
を開きます。

4. タイリング設定を行った後、「一括印刷」をクリックします。
5.「一括印刷ダイアログ」で設定確認した後、「一括印刷」をクリックします。
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●印刷したレイアウトで再度印刷したい

※この再プリントデータは加工修正することができません。

1) 出力時に再プリントデータを作成する

1. RIPのスタート画面より「印刷設定」をクリックします。
2. 印刷したいドキュメントを配置します。
3.「オプション設定ウィンドウ」より「印刷」をクリックします。
4.「印刷ダイアログ」ー「再プリント」の「再プリントデータを残す」をチェッ

クします。
5.「印刷」をクリックします。

2) 再プリントデータを選択し印刷する

6. RIPのスタート画面より「印刷設定」をクリックします。
7.「オプション設定ウィンドウ」左下にある「▼」をクリックします。
8.「再プリント」をクリックします。
9.「再プリントデータ選択ダイアログ」が開きます。
10. 印刷したいデータを選択、確認した後「印刷」をクリックします。

●ドキュメントの印刷状況を知りたい

1. RIPのスタート画面より「印刷状況」をクリックします。
2. 確認したいプリンタ、ドキュメントを選択し状況を確認します。

●ドキュメントの印刷を一時停止したい

1. RIPのスタート画面より「印刷状況」をクリックします。
2. 停止したいドキュメントを選択し、「一時停止」をクリックします。

●ドキュメントの印刷を中止したい

1. RIPのスタート画面より「印刷状況」をクリックします。
2. 停止したいドキュメントを選択し、｢削除｣をクリックします。
3. プリンタのリセットを行ってください。

●用紙に裁断線を付けたい

1. RIPのスタート画面より「印刷設定」を開きます。
2.「オプション設定ウィンドウ」ー「レイアウトタブ」ー「ラベルタブ」を開きます。
3.「用紙の裁断線」で必要に応じて「トンボを付ける」、「枠を付ける」をチェックし

ます。

●用紙にラベルを付けたい

1. RIPのスタート画面より「印刷設定」を開きます。
2.「オプション設定ウィンドウ」ー「レイアウトタブ」ー「ラベルタブ」を開

きます。
3. 必要に応じてラベルを指定します。

一時停止したドキュメント
は「再開」しても正常に印
刷されません。「削除」して
ください。
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●カラープロファイル機能を使って印刷したい

1) カラープロファイルをRIPに登録する

1. クライアントからRIPに接続し、「ColorProf（***）」を開きます。
2. 登録したいカラープロファイルを「ColorProf（***）」へコピーします。

2) 登録したプロファイルを使って印刷する

3. 登録したカラープロファイルを使用して印刷します。
※「第4章 便利な使い方」の「カラープロファイル機能」を参照してください。

●ドロップフォルダを作成したい

1. RIPのスタート画面より「ドロッププリント」をクリックします。
2.「ドロップフォルダ設定ウィンドウ」でドロップフォルダを作成します。
※「第2章 基本的な使い方」の「ドロップフォルダの作成」を参照してください。

●ドロッププリント機能を使って印刷したい

1. 使用するクライアントPCからRIPサーバへ接続します。
2. 印刷に使用するドロップフォルダに接続し、デスクトップに開きます。
3. 印刷したいドキュメント(EPS JPEG TIFF BMP PDF)をドロップフォルダ

にコピーします。
4. レイアウト出力の場合は、RIPの操作画面でオプション設定を行います。

●ドロップフォルダを削除したい

1. RIPのスタート画面より「ドロッププリント」をクリックします。
2.「ドロップフォルダ設定ウィンドウ」ー「フォルダ一覧」をクリックします。
3.「ドロップフォルダ一覧ダイアログ」のリストから削除したいフォルダを選
択し「削除」をクリックします。

●OPI機能を使って印刷したい

1. クライアントPCからRIPサーバへ接続します。
2.「OPI-Push」及び「OPI-Low」をデスクトップに開きます。
3. 実際の印刷に使用する高解像度画像(EPS TIFF JPEG)を「OPI-Push」へ

コピーします。
4.「OPI-Low」にできた低解像度画像を作業用データとしてアプリケーション

で使用します。
5. 印刷する際には「OPI印刷しない」「低解像度OPIを使用」「高解像度OPIを
使用」の中から選択し印刷します。

●OPI機能のための画像ファイル登録について設定内容を変更したい

1. RIPのスタート画面より「管理ツール」をクリックします。
2.「OPI設定」を開き、必要な項目に関し設定内容を変更します。

●OPIサービスを開始/停止したい

1. RIPのスタート画面より「管理ツール」をクリックし、「OPI設定」を開き
ます。

2.「OPIサービス」項目の「開始」又は「停止」をクリックします。

PC MACLANをご使用の
場合、PC MACLANファイ
ルサーバより、削除したド
ロップフォルダの共有設定
を解除してください。
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●OPI登録されている高解像度画像ファイルを消去したい

1. RIPのスタート画面より「管理ツール」をクリックし、「OPI設定」を開き
ます。

2.「OPI登録」項目の「OPI登録ファイル消去」をクリックします。

●OPI登録ファイル数、ディスクの総使用量、残りのディスク量を確認したい

1. RIPのスタート画面より「管理ツール」をクリックし、「OPI設定」を開き
ます。

2.「OPI登録」、「使用ディスク」、「空きディスク」項目で確認します。

OPI登録されている高解像
度画像ファイルがすべて消
去されます。ご注意くださ
い。
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RIPサーバの管理

●保存してあるドキュメント設定ファイルを削除したい

1. RIPのスタート画面より「管理ツール」をクリックし、「ドキュメント設定
タブ」を開きます。

2. リストから削除したいドキュメント設定ファイルを選択し「削除」をクリッ
クします。

●RIPサーバに保存してあるレイアウト設定ファイルを削除したい

1. RIPのスタート画面より「管理ツール」をクリックし、「レイアウト設定タ
ブ」を開きます。

2. リストから削除したいレイアウト設定ファイルを選択し「削除」をクリック
します。

●保存してある色調整ファイルを削除したい

1. RIPのスタート画面より「管理ツール」をクリックし、「色設定タブ」を開
きます。

2. リストから削除したい色設定ファイルを選択し「削除」をクリックします。

●保存してあるハーフトーンスクリーン形式を削除したい

1. RIPのスタート画面より「管理ツール」をクリックし、「スクリーン設定タ
ブ」を開きます。

2. リストから削除したいスクリーン設定ファイルを選択し「削除」をクリック
します。

●RIPサーバ上のデータをすべて消去し、初期状態に戻したい

1. RIPのスタート画面より「管理ツール」をクリックし、「メンテナンスタブ」
を開きます。

2.「ファイルメンテナンス」より「初期化」をクリックします。 (*1)

●RIPサーバ上に溜まった不要なファイルを消去したい

1. RIPのスタート画面より「管理ツール」をクリックし、「メンテナンスタブ」
を開きます。

2.「ファイルメンテナンス」より「クリーンアップ」をクリックします。 (*2)

●RIPサーバのシステムディスクの使用状況を知りたい

RIPのスタート画面より「システム情報」をクリックします。

●RIPサーバでのエラーの発生状況を知りたい

1. RIPのスタート画面より「ログ管理」をクリックします。
2.「ログ管理ウィンドウ」ー「エラーログ」を表示します。

*1
「初期化」を行うと、ドキュ
メントや設定ファイル、ロ
グなどすべてのデータが削
除されます。注意して使用
してください。

*2
「クリーンアップ」では「初
期化」と違いドキュメント
等のファイルは削除されま
せん。ハードディスクの空
き容量が少なくなってきた
時などに使用すると効果が
あります。
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●RIPサーバ上のファイルに関する操作履歴を見たい

1. RIPのスタート画面より「ログ管理」をクリックします。
2.「ログ管理ウィンドウ」ー「設定ファイルログ」を表示します。

●OPI機能に関する操作履歴を見たい

1. RIPのスタート画面より「ログ管理」をクリックします。
2.「ログ管理ウィンドウ」ー「OPIログ」を表示します。

●ドロップフォルダ機能に関する履歴を見たい

1. RIPのスタート画面より「ログ管理」をクリックします。
2.「ログ管理ウィンドウ」ー「ドロッププリントログ」を表示します。

●印刷に関する履歴が見たい

1. RIPのスタート画面より「ログ管理」をクリックします。
2.「ログ管理ウィンドウ」ー「プリントログ」を表示します。

●PPDファイルの名前を調べたい

1. RIPのスタート画面より「システム情報」をクリックします。
2.「システム情報」ー「バージョン」を表示します。

●バージョンやシリアルナンバーを調べたい

1. RIPのスタート画面より「システム情報」をクリックします。
2.「システム情報」ー「バージョン」を表示します。

●印刷可能なインク、メディアの組み合わせを調べたい

1. RIPのスタート画面より「システム情報」をクリックします。
2.「システム情報」ー「プリンタ」を表示し、調べたいプリンタ名をクリックし

ます。

●インストールしたパッチ(アップデートモジュール)を調べたい

1. RIPのスタート画面より「システム情報」をクリックします。
2.「システム情報」ー「アップデート」を表示します。
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困ったときは

1. インストール時

インストールプログラムが見つからない

インストール用のCD-ROMがCD-ROMのドライブに入っていますか？

インストール用のCD-ROMを入れてください。

インストールの最中にエラーが出る

ディスクの容量は十分にありますか？

インストールにはおよそ100MBのディスク容量が必要です。不要なファイルを消してディスクを空けてくだ
さい。

Windowsのファイルシステムは壊れていませんか？

RIPサーバの「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリックし、Windowsのインストールされているドラ
イブを選択します。｢プロパティ｣を開いて｢ツール｣タブを選び、エラーチェックで｢チェックする｣を押します。
チェックディスクオプションの項目にチェックし、｢開始｣を押します。
（さらに詳細を知りたい場合は、Windowsのマニュアルをご覧ください。）

ファイル共有を行うようなアプリケーションが動作していませんか？

すべてのアプリケーションを終了してからインストールを行ってください。

複数のプロテクターが装着されていませんか？

プロテクターが複数装着されていると誤動作を起こすことがあります。このRIPのプロテクターだけにしてイ
ンストールしてください。

クライアントマシンにフォントがインストールできない

下記の手順でフォントをインストールしてください。

＜Windowsの場合＞

1. Windowsを起動させてください。続いてRIPのCD-ROMをドライブにセットします。
2. ｢スタート｣メニュから｢設定｣サブメニュー、｢コントロールパネル｣を選択してください。
3. ｢フォント｣アイコンをダブルクリックします。
4.「Fonts」ウインドウがオープンしますので、｢ファイル｣メニューから｢新しいフォントのインストール｣
サブメニューを選択してください。

5.「フォントの追加ウインドウ」がオープンします。 [ドライブ]をCD-ROMをセットしたドライブに変更
し左下に表示された[フォルダ]で“Client¥Font”フォルダをダブルクリックして選択してください。

6. 次に同じウインドウの上部に表示された[フォントの一覧]から必要なフォントを選択します。 複数のフォ
ントを選ぶ場合には、コントロールキーを押しながらフォントをクリックします。 また一覧の中で連続
する複数のフォントを選ぶにはシフトキーを押しながら両端のフォントをクリックしてください。フォ
ントを選んだら、｢OK｣ボタンを押します。

7. インストールが開始されました。インストールが終了すると、先ほどの「Fonts」ウインドウにフォン
トが登録されます。
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＜Macintoshの場合＞

1. Macintoshを起動させてください。続いてRIPのCD-ROMをドライブにセットします。
2. CD-ROMの｢Fontフォルダ」を開きます。
3. 2で開いたフォルダから、フォントを選択して、Macintoshの起動ディスクのシステムフォルダのアイ
コンに重ねます。

4. 確認のためのダイアログボックスが表示されるので、｢OK｣のボタンをクリックすると、選択したフォン
トがインストールされます。

5. Macintoshを再起動します。

使用するプリンタの登録時にエラーが発生する

プロテクターは装着されていますか？

RIPサーバにプロテクターが装着されていなければ、プリンタは登録できません。

アンインストールで削除できないファイルがあった

ファイル共有を行うようなアプリケーションが動作していませんか？

すべてのアプリケーションを終了してからアンインストールを行ってください。既にアンインストールしてし
まった場合には、削除できなかったファイルを直接削除してもかまいません。

2. Webブラウザ関係

ページは表示されますが、ボタンが表示されません

使っているWebブラウザは Internet Explorer 5.5以降のバージョンですか？

Java仮想マシンがインストールされているか確認してください。コマンドプロンプトから「jview」を実行し
てもエラーにならないこと、あるいは、コントロールパネルに「Java Plug-in」があることを確認します。ど
ちらか一方でも当てはまれば、Java仮想マシンはインストールされています。詳しくは、「第1章 インストー
ル」の「システム条件」をご覧ください。

ネットワーク環境下にないDNSが設定されていませんか？

存在する場合は、そのDNSを削除してください。

Webブラウザの設定で「JAVAを有効にする」設定になっていますか？

「JAVAを有効にする」設定にしてください。

ブラウザの起動か、コントロールパネルの起動に失敗したおそれがあります。

ブラウザを再起動してください。

ユーザ認証に失敗する

ユーザ名とパスワードは正しいですか？

パスワードはアルファベットの大文字と小文字を区別します。確認してもう一度入力してみてください。

IISのパスワード認証の設定は正しく行われていますか？

1. Windows XPの場合、「コントロールパネル」-「パフォーマンスとメンテナンス」-「管理ツール」-「イ
ンターネットインフォメーションサービス」を起動します。

    Windows 2000の場合、「コントロールパネル」-「管理ツール」-「インターネットサービスマネージャ」
を起動します。

2. ウインドウの中のRIPサーバの名前をダブルクリックし、さらに「既定のWebサイト」をダブルクリッ
クします。
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3.「efreet」を選択し、メニューの「操作」-「プロパティ」をクリックします。
4.「ディレクトリセキュリティ」タブを開き、「匿名アクセスおよび認証コントロール」の「編集」ボタン
を押します。次のように設定します。
 「匿名アクセス」：オフ
 「基本認証」：オン
 「統合Windows認証」：オフ
「OK」ボタンを押して「認証方法」のダイアログを閉じます。
5.「OK」ボタンを押して「プロパティ」のダイアログも閉じます。

以上の操作を、「Scripts」と「Preview」についても同様に行います。

操作に対して急に反応が悪くなることがある

Webブラウザを再起動してください。

これで改善されない場合は、Webブラウザのキャッシュがいっぱいになっている可能性があるため、キャッ
シュをクリアしてください。ブラウザの種類により、「インターネット一時ファイルの削除」、「ディスクキャッ
シュのクリア」といった項目がありますので、これを使用してください。

3. 共有フォルダ関係

OPI-PUSHフォルダやOPI-LOWフォルダがMacintoshから見えない

＜RIPサーバがWindows 2000 Serverの場合＞

1.「スタート」-「設定」-「コントロールパネル」を押します。
2.「管理ツール」を押します。「コンピュータの管理」を押します。
3.「コンピュータの管理（ローカル）¥システム ツール¥共有フォルダ¥共有」を選択します。
4.「操作」-「新しいファイルの共有」を押します。
5.「共有するフォルダ」の「参照」ボタンを押し、opi-lowフォルダを選択し「OK」ボタンを押します。opi-
lowフォルダはWindows 2000システムの入っているドライブのルートに存在します。（例：C:¥opi-
low）

6.「Microsoft Windows(W)」チェックボックスをOFF、「Apple Macintosh(M)」チェックボックスをON
にし、「Macintosh共有名」に「opi-low」と入力します。

7.「次へ」を押します。
8.「完了」を押します。
9.「いいえ」を押します。

OPI-PUSHも同様に設定します。

＜RIPサーバがWindows 2000 ProfessionalまたはWindows XP Professionalの場合＞

PC MACLANが組み込まれていないか、PC MACLANファイルサーバに適切な設定ができていない可能性が
あります。「第1章 インストール」の「PC MACLANのインストールと設定」を参照して正しく設定されて
いるか確認してください。
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4. クライアントからのドキュメントの送信/印刷

全般

印刷したドキュメントが送信できない

サーバのディスク容量は十分にありますか？

｢システム情報｣でディスクの使用状況を確認してください。ドキュメントを送信するためには、RIPサーバに
ドキュメントと同程度の空き容量が必要です。

追加したプリンタがオプション設定の「出力プリンタ」に表示されない

PPDファイルは更新しましたか？

管理ツールのメンテナンスタブ「PPD更新」ボタンを押すと、PPDファイルの更新が行われます。｢PPD 更
新｣を行った後OSを再起動してください。

ネットワーク内にあるRIPの識別番号が重なっていませんか？

識別番号が重なっているRIPを再インストールし、識別番号を変更してください。

Window NT4.0の場合

Windows NT4.0へのプリンタの登録方法が分からない

「第2章 基本的な使い方」の「windowsからのドライバプリント」を参照し、プリンタのインストールを行っ
てください。

Window 2000の場合

プリンタの詳細設定において、プリンタ、インクなど表示されない項目がある

各項目において、選択肢が１つしか存在しない場合は表示されません。そのままご使用ください。

MacintoshでLaserWriter8.4.2を使ったドキュメントの送信／印刷

「各プリンタ別オプション」の項目が表示されない

LaserWriter8.4.2の解析ファイルに問題が発生しています。他のバージョンのLaserWriterを使用するか、以
下の要領でLaserWriter8.4.2の設定を行ってください。

1.「セレクタ」を開いて、別にPPDファイル（例：General）を選択してください。
2.「セレクタ」を閉じ、「システムフォルダ」－「初期設定」－「プリント初期設定」ー「解析済みPPDフォ
ルダ」にあるRIP用のPPDファイルと同じ名前の付いた解析ファイルを削除してください。

3.「システムフォルダ」－「初期設定」にある「LaserWriter8.4設定」を削除してください。
4.「セレクタ」を開いて、RIP用のPPDファイルを選択し直してください。

追加したプリンタが「各プリンタ別オプション」の「出力プリンタ」に表示されない

PPDファイルは更新しましたか？

管理ツールのメンテナンスタブ「PPD更新」ボタンを押すと、PPDファイルの更新が行われます。｢PPD 更
新｣を行った後、OSを再起動してください。
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LaserWriter8.4.2をご使用の場合、解析ファイルが更新されない場合があります。

1.「システムフォルダ」－「初期設定」－「プリント初期設定」－「解析済みPPDフォルダ」にあるRIP
用のPPDファイルと同じ名前の付いた解析ファイルを削除してください。

2.「システムフォルダ」－「初期設定」にある「LaserWriter8.4設定」を削除して下さい。
3.「セレクタ」を開いてRIP用のPPDファイルを選択し直してください。

各インク、メディア名がPPDファイルに表示されない

プリンタ設定ツールで「PPDファイルに表示する」を設定した後、管理ツールの「PPD更新」ボタンを押し
てPPDファイルの更新を行ってください。

カスタムページサイズが設定できない

LaserWriter8.4.2にはカスタムページサイズの設定機能がありません。

ドキュメントより大きな用紙を選択してRIPサーバに送信し、レイアウト後にトリミングで不要な部分を削除
してください。または、プリンタドライバとしてLaserWriter8.3を選択してください。

5. 印刷する時

印刷できない

RIPサーバはサービスを開始していますか？

｢管理ツール｣ダイアログボックスを開き、｢メンテナンス｣タブを押して、サービスが動作中であることを確認
してください。サービスが停止している場合は、｢開始｣ボタンを押してサービスを開始してください。

RIPサーバのディスク容量は十分にありますか？

｢システム情報｣で、ディスクの使用状況を確認してください。用紙がA0（ゼロ）の時には、最大で320MB程
度の空き容量が必要となることがあります。再プリントする際にはさらに512MB程度の空き容量が必要とな
ることがあります。

スプールフォルダのあるディスクの容量が少なくなっていませんか？

C:ドライブの空容量が小さく印刷に失敗する場合には、以下の方法でスプールフォルダをD:ドライブなど、他
のドライブに移動することができます（この例では、D:¥Spoolフォルダに移動しています）。

1. D:ドライブに「Spool」フォルダを作成します。
2.「スタート」-「設定」-「プリンタ」（または「プリンタとFAX」）を開きます。
3. メニューから「ファイル」-「サーバのプロパティ」をクリックします。
4.「詳細設定」タブの「スプールフォルダ」で、先程作成したSpoolフォルダの位置（D:¥Spool）を設定し
ます。

PC MACLAN環境の場合、PC MACLANプリントサーバの設定は正しいですか？

「第1章 インストール」の「PC MACLANのインストールと設定」-「2.プリンタの設定」を参照して設定の
確認をしてください。

印刷が始まらない

プリンタの電源は入っていますか？

プリンタの電源が入っていることを確認してください。入っていない場合は、電源を入れ、起動してください。
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プリンタはRIPサーバと正しく接続されていますか？

RIPサーバとプリンタを繋いでいるケーブルがはずれていないことを確認してください。また、間違った端子
にケーブルを繋いでいないか確認してください。はずれていたり、間違った端子に繋いでいる場合は正しく繋
ぎ直してください。

プリンタの消耗品は足りていますか？

プリンタが用紙切れ、あるいはインク切れでないことを確認してください。プリンタに不足した用紙やインク
を補給して、印刷待機の状態にしてください。

プリンタは正常に稼動していますか？

プリンタがエラーを出していたり、ハングアップしていないことを確認してください。プリンタがエラーを出
したり、ハングアップした原因を取り除き印刷待機の状態にしてください。
印刷中のドキュメントを削除した場合、プリンタが次のデータを受信しなくなることがあります。その場合は
プリンタをリセットしてください。

RIPサーバのRealPrintSpoolプリンタは動作していますか？

｢印刷状況｣ボタンで印刷状況ウィンドウを開き、ウィンドウ中央の｢プリンタの停止｣ボタンが｢プリンタの再
開｣と表示されていないか確認して下さい。もし、｢プリンタの再開｣と表示されている場合は、RealPrintSpool
プリンタが停止しています。その場合にはこのボタンを押し、表示を｢プリンタの停止｣にしてください。

フォントダウンロードサービスは停止していますか？

「管理ツールウインドウ」を開き、｢フォントダウンロード｣タブを選択しフォントダウンロードサービスが停止
中であることを確認してください。フォントダウンロードが実行中の場合は、フォントダウンロードが終了す
るまでお待ちください。
フォントダウンロードが実行されていない場合は、「管理ツールウインドウ」の｢フォントダウンロード｣タブ
を開き、｢停止｣ボタンを押してサービスを停止させてください。

正しく印刷されない

出力プリンタの選択が、RIPサーバに接続されているプリンタと異なっていませんか？

＜レイアウト出力場合＞

「オプション設定ウインドウ」の｢レイアウト｣タブにある｢プリンタ｣タブ画面で「プリンタ名」のところに表
示されている名前が、RIPサーバに接続されているプリンタの名前と同一のものであるかを確認してください。
違っている場合は、RIPサーバに接続されているプリンタ名を選択してください。

＜ダイレクト出力の場合＞

｢プリンタ｣の｢オプション設定｣の出力プリンタメニューで、RIPサーバに接続されているプリンタの名前と同
一のものを選択して再度印刷を行ってください。

印刷が終わらない

プリンタは正常に稼動していますか？

プリンタが動作していることを確認します。

1. RIPサーバで、Windowsの「スタート」メニューから「設定」-「プリンタ」（または「プリンタとFAX」）
をクリックしてプリンタウインドウを開きます。

2.「RealPrintSpool」アイコンをダブルクリックし、「プリンタ」メニューで「一時停止」を選択します。
3.「印刷中」の表示のまま止まっているドキュメントを選択し、「ドキュメント」メニューから「キャンセ
ル」をクリックします。

4. プリンタを再起動させ、正常に動作できることを確認します。
5.「RealPrintSpool」で、「印刷中」の表示のまま止まっていたドキュメントが消えていることを確認し、
「プリンタ」メニューから「一時停止」を解除します。
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6. 印刷設定時

レイアウト設定するためにRIPサーバに送信したドキュメントが配置できない

｢ドキュメント選択ダイアログボックス」に表示されたドキュメントの状況欄に、「準備中」あるいは「エラー」
と表示されていないか確認してください。準備中のファイルはプレビューイメージの作成およびエラーの
チェックを実行中ですので、それが終了するまでは配置できません。準備中の表示がファイルサイズの表示に
変わるまでお待ちください。

プレビューが表示されない

「オプション設定ウインドウ」の「ドキュメント」タブにある｢配置｣タブで「イメージを表示しない」チェッ
クボックスがチェックされていないか確認してください。チェックされている場合は、それをはずしてくださ
い。

リピート、ステップ印刷が選択できない

複数のドキュメントが用紙上に配置されていないことを確認してください。
「オプション設定ウインドウ」の｢ドキュメント｣タブにある｢ファイル｣タブ画面で「配置ドキュメント」リス
トボックスにドキュメントが１つしかないことを確認してください。
複数ある場合は、リピート、ステップ印刷したいドキュメント１つだけを残し、他のドキュメントはすべて閉
じてください。閉じたいドキュメントを選択し、｢閉じる｣を押すとそのドキュメントを閉じることができます。

一括印刷できない

複数のドキュメントが用紙上に配置されていないことを確認してください。
「オプション設定ウインドウ」の｢ドキュメント｣タブにある｢ファイル｣タブ画面で「配置ドキュメント」リス
トボックスにドキュメントが１つしかないことを確認してください。
複数ある場合は、一括印刷したいドキュメント１つだけを残し、他のドキュメントはすべて閉じてください。
閉じたいドキュメントを選択し、｢閉じる｣を押すとそのドキュメントを閉じることができます。

色調整しても印刷結果が変わらない

色調整が有効に設定されていることを確認してください。
「オプション設定ウインドウ」の｢ドキュメント｣タブにある｢色調整｣タブ画面で「色調整を有効にする」チェッ
クボックスがチェックされていることを確認してください。チェックされていない場合は、チェックします。

印刷済みで必要のないドキュメントがRIPサーバに溜まってしまう

印刷時に「印刷」ダイアログボックスで「ドキュメントを消去する」チェックボックスをチェックしてくださ
い。印刷終了後にドキュメントは削除されます。
「管理ツールウインドウ」を開き、「ドキュメント」タブを選択し、必要なくなったドキュメントを削除してく
ださい。
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7. 印刷状況

印刷状況ウインドウで一覧を取得できない

サーバはサービスを開始していますか？

「管理ツールウィンドウ」を開き、｢メンテナンス｣タブを押して、サービスが動作中であることを確認してくだ
さい。サービスが停止している場合は、｢開始｣を押してサービスを開始してください。

印刷状況ウインドウでグラフが表示されない

印刷中のドキュメントを選択していますか？

選択しているドキュメントの状況が印刷中であるか確認してください。グラフが表示されるのは印刷中のド
キュメントに対してのみです。

削除したドキュメントが消えない

印刷中のドキュメントを削除した場合、削除のタイミングによって｢削除中のドキュメント｣が長時間消えなく
なることがあります。そのような場合はサービスを一旦停止させ、再びサービスを開始させてください。

8. 管理ツール

リストのデータがなかなか更新されない

一定時間の間隔で更新を行っているため、操作結果がすぐには反映されないことがあります。ダイアログボッ
クスの右上に｢更新｣があります。このボタンをクリックすると強制的にリストの更新を行うことができます。

管理ツールで操作できないものがある

ログオンしたユーザはAdministrators（管理者）の権限を持っていますか？

一部の操作はAdministrators（管理者）の権限を持つユーザしかできないものがあります。権限については、
Windowsのマニュアルをご覧ください。

ドキュメントを削除してもディスクの空き容量が増えない

レイアウト設定ファイル内に、削除したドキュメントが含まれていませんか？

レイアウト設定ファイル内に含まれるドキュメントは、レイアウト設定ファイルが存在する限りディスク内か
ら削除されません。
「管理ツールウィンドウ」-「レイアウト設定」タブを開きます。リストボックス内に表示されているレイアウ
ト設定ファイルを選択し、「設定ファイル詳細」をクリックしてください。表示される「レイアウト設定ファ
イル詳細ダイアログ」内の「レイアウトドキュメント」リストに、削除したドキュメントが含まれているか確
認し、削除したドキュメントが含まれるレイアウト設定ファイルを削除してください。これにより、ドキュメ
ントが削除されディスクの空き領域が増加します。
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9. ドロップフォルダ

ドロップフォルダに置いたファイルが印刷されない

RIPサーバはサービスを開始していますか？

「管理ツールウィンドウ」を開き、「メンテナンス」タブを押して、サービスが動作中であることを確認してく
ださい。サービスが停止している場合は、「開始」を押してサービスを開始してください。

ファイル名が長すぎませんか？

ファイル名を短くしてみてください。

ドロップフォルダに置いたBMPファイルが印刷できない

BMPファイルは24bit colorですか？

BMPファイルを24bit color に変換してください。

10. OPI

OPI-PUSHフォルダに置いたファイルが登録されない

OPIサービスは開始していますか？

「管理ツールウィンドウ」を開き、｢メンテナンス｣タブを押して、OPIサービスが動作中であることを確認して
ください。サービスが停止している場合は、｢開始｣を押してサービスを開始してください。

ファイル名が長すぎませんか？

ファイル名を短くしてみてください。

OPI機能を使ったドキュメントに付けたイメージが印刷されない

イメージデータが削除されていませんか？

ドキュメントに付けたイメージのファイル名と同じ名前のイメージファイルがOPI－LOWフォルダにあるか
確認してください。削除されている場合は、ドキュメントに付けたイメージの高解像度イメージファイルを
OPI-PUSHフォルダに置き、再度OPI機能に登録してください。

OPI機能を使ったドキュメントに付けたイメージに、違うイメージが印刷される

イメージデータが変更されていませんか？

OPI-LOWフォルダにあるイメージファイルで、ドキュメントに付けたイメージのファイル名と同じ名前のも
のを開いて、違うイメージが登録されていないか確認してください。
変更されていた場合は、違うイメージを登録したユーザに許可を得た上で、そのイメージファイルを削除し、
ドキュメントに付けたイメージの高解像度イメージファイルをOPI-PUSHフォルダに置き、再度OPI機能に
登録してください。削除の許可が得られない場合は、高解像度のイメージファイルを直接ドキュメントに貼り
つけるか、別の名前でOPI機能に登録してドキュメントに付け直してください。
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11. ICCカラープロファイル

ColorProfフォルダに置いた ICCプロファイルが登録されない

RIPサーバはサービスを開始していますか？

「管理ツールウィンドウ」を開き、｢メンテナンス｣タブを押して、サービスが動作中であることを確認してくだ
さい。サービスが停止している場合は、｢開始｣を押してサービスを開始してください。

ファイル名が長すぎませんか？

ファイル名を短くしてみてください。

12. ダイアログボックス

リストのデータがなかなか更新されない

一定時間の間隔で更新を行っているため、操作結果がすぐには反映されないことがあります。
ダイアログボックスの右上に｢更新｣があります。このボタンをクリックすると強制的にリストの更新を行うこ
とができます。

13. ログの表示

ログの表示が乱れる

コンマ(，)をファイル名に使用していませんか？

コンマ(，)はデータの区切り記号として使用されているため、ドキュメント名や印刷ダイアログで付けるレイア
ウト名にコンマ(，)を使用している場合、誤った位置でデータが区切られログの表示が乱れる場合があります。

古いログが削除されている

約500件以上になると古いログから自動的に削除されます。

14. RIP のトラブル

ドロップフォルダを作成したがMacintoshからフォルダが見えない

PC MACLAN環境の場合、PC MACLANが組み込まれていないか、PC MACLANファイルサーバに適切な
設定ができていない可能性があります。「第1章 インストール」の「PC MACLANのインストールと設定」-
「1.PC MACLANファイルサーバのセットアップ」を参照し、正しく設定されているか確認してください。
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PC MACLANファイルサーバでドロップフォルダが作成・共有ができない

「その名前の共有ディレクトリは存在します」とダイアログが出るケースです。一旦削除したドロップフォル
ダ名と同じ名前のドロップフォルダを作成した場合、PC MACLANファイルサーバに以前にマウントしてい
た情報が残っているため、そのような状態になることがあります。この場合「共有中のディレクトリ」リスト
の中に同名の共有名が存在しています。
そのような場合には目的のパスの共有を行う前に「共有中のディレクトリ」リストの中からその共有名を選択
して[解除(U)]をクリックし、その共有名の共有を解除してください。PC MACLANファイルサーバの仕様上、
共有の解除はMacintoshから解除したいフォルダが、セレクタで選択されていない事が必要です。一番確実
なのは、RIPサーバを再起動した後、PC MACLANファイルサーバから同名の共有ディレクトリを解除する
事です。

MacintoshからRIPのプリンタがみつからない

PC MACLAN環境の場合、PC MACLANプリントサーバに対し、正しく設定されていない可能性があります。
「第1章 インストール」の「PC MACLANのインストールと設定」-「2.プリンタの設定」を参照して正しく
設定されているか確認してください。PC MACLANプリントサーバがタスクバーにいない場合はRIPサーバ
を再起動してください。PC MACLANプリントサーバが起動されます。

MacintoshからRIPの各種フォルダがみつからない

PC MACLAN環境の場合、PC MACLANファイルサーバに対し、正しく設定されていない可能性があります。
「第1章 インストール」の「PC MACLANのインストールと設定」-「1.PC MACLANファイルサーバのセッ
トアップ」を参照して正しく設定されているか確認してください。
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長尺印刷モードの制限事項

長尺印刷に対応するモードでは、プリンタの複数台数駆動はできません。このため、環境設定ツールの「RIP
制御」において「長尺印刷に対応する」を有効にすると、マルチジョブ、マルチプリントは「1」に設定され
ます。

対応ファイル形式

ドロッププリントで印刷可能なファイル形式は、TIFF、JPEG、BMP、EPS、PDFです。ファイル形式には
以下の制限がありますのでご注意下さい。

○JPEG：ベースラインフォーマットにのみ対応しております。
○TIFF：バイトデータの順序は IBM PC形式Macintosh形式の両方に対応しております。LZW圧縮には対

応しておりません。
○BMP：ファイル形式がWindowsビットマップ、色数24bit、圧縮なしのモードのみ対応しております。
○EPS：特に制限はございません。
○PDF：PDFのバージョンは、PDF1.3とPDF1.4に対応しております。埋め込みICCプロファイルはカラー

イメージのみに対応しています。LZW圧縮には対応しておりません。セキュリティー設定されたPDFファ
イルは対応しておりません。OPIには対応しておりません。
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アプリケーションからの印刷に関する注意

1. 全てのアプリケーションについて

○ファイル書き出し

プリントメニューでプリント先を「ファイル」として保存されたデータは、EPSデータではありません。この
データをドロッププリント機能によって印字すると、正しく印字されないことがあります。

2. Adobe Illustrator 5.5J/7.0J/8.0J/9.0J/10.0

○代替フォント

作成されたデータにおいて使用されている日本語フォントが、RIPにダウンロードされていない場合には、斜
体字で印刷されることがあります。この場合、必ず「フォントをダウンロードする」を選択して印刷してくだ
さい。

○配置

EPSファイルなどの各種ファイルを配置する場合は、「リンク」を選択してください。選択しなかった場合は、
画質や色が元ファイルと異なることがあります。

○ Illsutrator9.0J

分割するアートワークを含んでいるデータを拡大して印刷した場合に、グラフィック図形がガタガタになるこ
とがあります。その場合には、メニューの[ファイル]-[書類設定]-[透明]で画質/速度を変更することで解消す
ることが可能です。高画質/低速のほうに矢印を傾けると印刷は遅くなりますが、高品質の印刷が得られます
(初期設定では中間点を指定しています)。

○ Illustrator10.0

分割するアートワークを含んでいるデータを印刷した場合に、印刷に大量の時間を要する場合があります。そ
の場合には、メニューの[ファイル]-[書類設定]-[透明]でラスタライズ／ベクトル設定を変更することで印刷に
かかる時間を調節することが可能です。
ラスタライズの方に矢印を傾けると印刷は早くなります。ただし拡大率が高い場合に印刷の品質が悪くなりま
す(初期設定ではベクトル100％を指定しています)。
ラスタライズ／ベクトル設定はベクトル100％設定してあっても、ラスタライズされる部分があります。その
場合はラスタライズ解像度が適用されます。ラスタライズ解像度はベクトル100％では変更できませんが、
いったん90％などに変更することで変更できます。

3.Adobe PageMaker 6.5J/7.0J

○プリンタドライバの選択

LaserWrite 8.4.2(Macintosh)を使用して印字を行なった場合、フォント化け、位置ずれが発生することが確
認されています。他のバージョンを使用してください。
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○イメージの解像度

プリントのオプションで、イメージ解像度として幾つかのモードが選択可能ですが、以下の点に注意して下さい。

「位置情報のみ」を選択した場合

割り付けられたイメージデータは送信されません。割り付けられたイメージデータと同一のファイル名を
もったデータがOPIの高解像度データとして登録されている場合は、このデータによって印字が行なわれ
ます。

「最適化する」を選択した場合

割り付けられたデータ形式がTIFF,JPEG等のビットマップ系である場合、解像度に応じてイメージデータ
の削減が行なわれます。この状態でRIP側で拡大を行なうとイメージデータ部分の品質がかなり落ちます
のでご注意下さい。EPS形式の場合は削減は行なわれません。

○影付き文字

「影付き文字」については、ディスプレイの表示と印字結果が異なり文字本体部分がディスプレイでは白抜き
で表示されても印字は薄く色がつきます。これは、PageMakerの「影付き文字」の定義により生じていると
思われますので、ご注意下さい。

○代替フォント

RIPにインストールまたはダウンロードされていないフォントを使って印刷しようとすると、白抜き文字で印
刷されます。

○印刷時の設定

PageMakerから印刷する際には、以下の設定が必要です。

1. メニューの[ファイル]-[プリント]でプリントダイアログを立ち上げます。
2. プリントダイアログのプリンタでRMC000を選択し、さらに形式でRMC000を選択します(000はイ
ンストール時に設定した３桁の識別番号)。

形式の選択肢にRMC000が表示されない場合は、次のようにPPDファイルを所定のフォルダにコピーして
ください。

1. RIPサーバのPPDフォルダにネットワークからアクセスして、RMC000.ppdファイルをローカルのPC
にコピーします。

2. その P P D ファイルを W i n d o w s では P a g e M a k e r をインストールしたフォルダの下の
¥Rsrc¥Japanese¥ppd4にコピーしてください。Macではシステムフォルダ¥機能拡張¥プリンタ記
述ファイルにコピーしてください。

※RIPサーバのPPDを更新した際には同じ操作を行ってクライアント側のPPDファイルを更新してくだ
さい。
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4. Quark XPress 3.3J

○印刷位置

印刷位置ずれが発生する場合、「用紙設定」における「用紙のオフセット」「用紙の幅」「ページ間隔」の値が
それぞれ「0㎜」「印刷用紙幅と等しい値」「0㎜」となっているか確認してください。

5. QuarkXpress 4.1J

○印刷設定

印刷を行う前に、印刷ウインドウの設定タブで、「プリンタ記述」を「RMC000」に設定し(000はインストー
ル時に設定した３桁の識別番号)、「用紙サイズ」を適切なものに設定してください。
また、「プリンタ」にて印刷オプションを設定してください。

6. InDesign 1.0J/2.0J

InDesign からのアプリケーション印刷ではプリンタドライバによって問題が起こる事が報告されています。
よって、ご使用される場合にはInDesignの説明書「印刷」-「プリンタドライバについて」の章をよく読んで
プリンタドライバの設定を行ってください。
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付属TrueTypeフォント一覧

日本語フォント

欧文フォント
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製品仕様

入力データ形式 EPS、TIFF、JPEG、BMP、PDF、PS（ドライバプリントでのみ使用）

ページ記述言語 Adobe PostScript 3 対応

フォント 和文9書体　欧文68書体

通信プロトコル AppleTalk、Windowsネットワーク

印刷形式 ハーフトーンスクリーニング方式、誤差拡散スクリーニング方式

拡大・縮小 1～10,000%

印刷機能 プレビュー機能、ドロッププリント機能、OPI機能、
マルチジョブ、マルチプリント

編集機能 レイアウト編集、トリミング、タイリング、色調整

管理機能 プリントスプーリング、ジョブ管理、印刷インジケータ、ログ表示機能
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オプション設定
ウインドウ

プレビュー表示
ウインドウ

印刷状況ウインドウ
管理ツール
ウインドウ

ドロップフォルダ設定
ウインドウ

ログ管理ウインドウ

設定ファイル保存
ウインドウ

システム情報
ウインドウ

ウインドウ

RIPのスタート画面にあるボタンを押した時に開く
画面をウインドウと呼んでいます。
全部で8種類のウインドウがあります。

ダイアログボックス

主にファイルを管理するための情報を入力する画
面。上記のウインドウ以外はすべてダイアログ
ボックスです。

マニュアルで使用している用語の解説
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レイアウト設定ファイル：
「ドキュメント設定」された「ドキュメン

ト」を用紙上のどの位置に配置するか、ラ

ベル等を付けるかといった設定を記憶させ

ておくファイル。レイアウトされているド

キュメントの設定も含めて全ての設定の保

存や呼び出しができます。

トリミング：
ドキュメントから印刷したい領域を切り出

す作業

タイリング：
大きな印刷物を作るために、ドキュメント

を分割印刷するための分割作業。後で貼り

合わせ易いように分割できる。
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○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ドラッグする：
マウスのボタンを押したまま動かすこと

ドロップする：
ドラッグしている時に、押していたマウス

のボタンを離すこと

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 部は印刷したくないところ

  部で貼り合わせ

レイアウト設定ファイル

ドキュメント設定された

ドキュメントA

ドキュメント

設定ファイル

ドキュメント設定された

ドキュメントB

ドキュメント

設定ファイル
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タブ：
機能切り換えのためにウインドウ上に表示

されるインデックス

ドキュメント：
別のアプリケーションで作られた、RIPでの

印刷対象

ドキュメント設定をする：
各ドキュメントに対して、RIPを使って配

置位置や色調整などを設定すること

ドキュメント設定ファイル：
各ドキュメントに対して、RIPを使って設

定した配置位置や色調整などを記憶させて

おくファイル。

ドキュメント単位で、設定の保存や呼び出

しができます。あるドキュメントの設定を

ファイルに保存した後、他のドキュメント

に対してそのファイルから設定の呼び出し

を行うことが可能で、同じ設定で多くのド

キュメントの印刷を行う場合に有効です。

ドキュメントＡ ドキュメントＢ

リストボックス：
ウインドウやダイアログボックス上でファ

イルなどの一覧を表示するメッセージボッ

クスです。
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ドキュメント

設定ファイル

ドキュメントＡの ドキュメントＢの

ドキュメント

設定ファイル
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「タブ」

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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RIPサーバ：
RIPをインストールしたパソコン

クライアント：
RIPを使用するためにサーバからサービスを受けているパソコン。

RIPサーバ自身もクライアントの一つとしてサービスを受けます。

ローカルディスク：
PC本体のハードディスク

デフォルト：
コンピュータに予め設定してある初期値

バーチャルプリンタ：
ネットワーク上に公開される仮想的な（バーチャル）プリンタで、実体はRIPをインストールした

パソコンです。普通のプリンタと同じようにアプリケーションソフトからドキュメントを印刷する、

あるいはRIPにドキュメントを送信する受け口になります。

リアルプリンタ：
実際（リアル）に印刷を行うプリンタです。

RIPから印刷指示が出されるとリアルプリンタで印刷を開始します。

ラベル：
用紙の枠外に付けられる、プリント用紙の整理分類等に役立つ図や文字
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開封前に必ずお読みください
弊社では、お客様に下記のソフトウェア使用許諾契約書を設けさせていただいており、本製品はお客様が本契約にご同意いた
だいた場合のみ、提供させていただきます。
本製品を開封された時点で、本契約にご同意いただいたものとみなさせていただきますので、ご了承ください。
本契約書は、必ず保管してくださいますようお願い申しあげます。

ソフトウェア使用許諾契約書

ローランド ディー.ジー.株式会社 (以下「弊社」と呼ぶ) は、本契約書とともにご提供する本製品に関し、本製品を購
入されたお客様 (以下「お客様」と呼びます) に対して、下記条項にもとづき非譲渡性の非独占的権利を許諾し、お客
様も下記条項にご同意いただくものとします。

①定義 「プログラム」とは、本契約書とともに提供されるパッケージに在中のコンピュータプログラ
ムをいいます。「本製品」とは、弊社がお客様に提供したプログラムおよび関連資料ならびに
プログラムの複製をあわせていいます。

②契約の成立 本契約は、お客様が本製品の包装を解いたとき成立します。

③所有権 本ソフトウェア、本ソフトウェアのロゴ、製品名、プログラム、取扱説明書、文書、及びその
他のサポート資料の一切の所有権・著作権は弊社またはブラザー工業株式会社に属するものと
します。

④使用条件 プログラム及び複製したプログラムは同時に一人の使用者でかつ１台のコンピュータでのみ使
用することができます。
お客様は、バックアップを目的としたプログラムの複製を作成することができます。プログラ
ム及びプログラムの複製は弊社の所有物になりますが、プログラムの複製が記録されている媒
体は弊社の所有物にならないものとします。

⑤禁止事項 プログラムまたはプログラムの複製物をネットワークやその他の方法で同時に複数のコンピュー
タで使用することはできません。
プログラムのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ってはいけません。
本契約の終了および解約に関わらずいかなる場合においても、本契約、本契約による使用権、
本製品に関する譲渡、貸与、賃貸、第三者への再使用権許諾及び移転を行ってはいけません。

⑥契約の終了 お客様が本契約のいずれかの条項に違反したときまたは弊社の著作権を侵害したときは、弊社
は本契約を解除しお客様のご使用を終了させることができます。
お客様がプログラムの使用を停止すると決めたとき、本契約は自動的に終了します。
本契約が終了または解約された場合、お客様は速やかにご自身のご負担で本製品を弊社に返却
するか、破棄するものとします。

⑦保証 本製品に同封の「お客様登録カード」の各項目に記入し、署名または捺印を行い弊社に返送し
たお客様は、本製品に関する弊社の提供する各種サービスを受けることができます。
本製品の品質および機能がお客様の使用目的に適合することを保証するものではありません。
弊社はいかなる場合にもプログラムを運用した結果の影響に対して一切の責任を負いません。
弊社 (及び弊社の販売店) はお客様が本契約に基づき許諾された使用権を行使することにより生
じたお客様の損害に対して、いかなる責任も負いません。
本ソフトウェア及び本ソフトウェアに関する全ての資料は、その仕様について事前の通知無し
に変更されることがあるものとします。
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