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当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープロ
グラムの基準に適合していると判断します。

高調波ガイドライン適合品

この装置は、通商産業省通知の家電・汎用品
高調波抑制対策ガイドラインに適合しています。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は家
庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信
障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

漏洩電流自主規制について

この装置は、社団法人日本電子工業振興協会のパソコン業界基準（PC-11-1988）に適合しています。

電源の瞬時電圧低下対策について

この装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策として
は、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。
（社団法人日本電子工業振興協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示）

海外でのご使用について

この装置は、日本国内での使用を前提としているため、海外各国での安全規格などの適用認定を受けておりません。し
たがって、本装置を輸出した場合に当該国での輸入通関、および使用に対し罰金、事故による補償等の問題が発生する
ことがあっても、弊社は直接・間接を問わず一切の責任を免除させていただきます。
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はじめに
このたびはNECのプリンタをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。

MultiWriter 2200X2/2200XE/2000X2は新しい高性能CPUを搭載し、より高速な印刷を可能にしたプリ
ンタです。
また、Windows環境でより簡単に、より快適に使用していただけるNMPS（NEC MultiWriter Printing
System）ソフトウェアを採用しています。このNMPSの機能により、プリンタの状態や印刷の進行状況を
確認したり、各種設定をコンピュータ側から行ったりすることができます。

MultiWriter 2200X2/2200XE/2000X2には3種類のマニュアルが添付されています。（枠内が本書で
す。）

MultiWriter 2200X2/2200XE/2000X2　ユーザーズマニュアル［1/2］
～プリンタの取り扱い～

プリンタを箱から取り出し、設置し、印刷できるようにコンピュータを準備
するまでの手順やオプションについて、および日常の保守、正しく動作しな
い場合の対処方法を説明しています。

MultiWriter 2200X2/2200XE/2000X2　ユーザーズマニュアル［2/2］
～NMPSソフトウェアの使い方～

NMPSソフトウェアのインストールおよびその使い方をOS別に説明してい
ます。

プリンタソフトウェアCD-ROM

プリンタドライバをはじめ、MultiWriter 2200X2/2200XE/2000X2で使わ
れるNMPSソフトウェアが収録されています。また、メニューモードについ
ての詳しい説明や、印刷範囲、その他の技術情報について説明しています。
詳細については「プリンタソフトウェアCD-ROMについて」（次ページ）
をご覧ください。

MultiWriter 2200X2 

 
2200XE 

 
2000X2

ユーザーズマニュアル［1/2］ 

 
 

MultiWriter 2200X2 

 
2200XE 

 
2000X2

ユーザーズマニュアル［2/2］ 
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プリンタソフトウェアCD-ROMについて
2200X2/2200XE/2000X2に添付されているプリンタソフトウェアCD-ROMは、Windows 95、Win-
dows NT4.0、Windows NT3.51、Windows 3.1のコンピュータ環境に対し次のようなソフトウェアを提
供しています。

［MANUAL］について

CD-ROM内の［MANUAL］には下記の内容が含まれています。

蘆 メニューモードとメモリスイッチの詳細
メニューモード

蘆 技術情報
使用できるコンピュータとプリンタケーブル 文字の種類
印刷範囲 テスト印刷のプリント結果
NPDLの初期状態 文字コード表
インタフェース ディスプレイ表示一覧
制御コード一覧 PrintAgent通知一覧
機能拡張制御コード

このCD-ROMはISO9660フォーマットに従って作成されています。MacintoshでこのCD-
ROMを見るためには、ISO9660機能拡張ファイルが必要です。詳しくはMacintosh本体また
はOSのマニュアルをご覧ください。

ヒント 

✎

名リトクレィデ 容　　　　内

2X0022WM
2X0022retirWitluM の用 SPMN/tnegAtnirP 。すでアェウトフソ 2X0022 たるす刷印で

環の々個りよにとこう従にスクッボグロアイダの上面画。すまいてっ入がルイァフな要必にめ
。すまれさルートスンイに的動自がルイァフな要必たせわ合に境

EX0022WM
EX0022retirWitluM の用 SPMN/tnegAtnirP 。すでアェウトフソ EX0022 たるす刷印で

環の々個りよにとこう従にスクッボグロアイダの上面画。すまいてっ入がルイァフな要必にめ
。すまれさルートスンイに的動自がルイァフな要必たせわ合に境

2X0002WM
2X0002retirWitluM の用 SPMN/tnegAtnirP 。すでアェウトフソ 2X0002 たるす刷印で

環の々個りよにとこう従にスクッボグロアイダの上面画。すまいてっ入がルイァフな要必にめ
。すまれさルートスンイに的動自がルイァフな要必たせわ合に境

X0041WM
X0041retirWitluM の用 SPMN/tnegAtnirP 。すでアェウトフソ X0041 にめたるす刷印で

に境環の々個りよにとこう従にスクッボグロアイダの上面画。すまいてっ入がルイァフな要必
。すまれさルートスンイに的動自がルイァフな要必たせわ合

VNOCDF
MOR-DC たれらめ納に SPMN/tnegAtnirP をアェウトフソ 5.3 にクスィディピッロフチンイ

の内リトクレィデ本はていつに細詳。すでルーツるすーピコ emdaeR 。いさだく覧ごを

EDOCRAB

epyTeurTCEN とトンォフドーコーバ epyTeurTCEN でィテリィテーユトンォフドーコーバ
りよにとこるすルートスンイをアェウトフソのこ。す swodniW で境環 retirWitluM コーバに

（トンォフドー 5 。すまきでがとこるせさを刷印の）類種
1　 5fo2lairtsudnI 比ルーュジモ（ 2.2 、 0.3 ）
2　 7-WN 比ルーュジモ（ 2.2 、 0.3 ）
3　 93EDOC 比ルーュジモ（ 2.2 、 0.3 ）
4　 NAJ （ 31 、桁 8 ）桁
5 ）号番便郵新（ドーコーバマタスカ　

の内リトクレィデ本はていつに細詳 emdaeR 。いさだく覧ごを

LAUNAM
でルアュニマため納を報情術技どな容内定設のタンリプるきで定設てっ使をドーモーュニメ

「ダーリの内リトクレィデ。す redaeRtaborcAebodA 。すまし覧閲てっ使を」

TDPUBSU
BSU な要必にめたるすを刷印てっ使をルブーケタンリプ BSU ァフバイラドルブーケタンリプ

の内リトクレィデ本はていつに細詳。すまいてっ入がルイ emdaeR 。いさだく覧ごを
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ハードディスク容量について

PrintAgent/NMPSソフトウェアをインストールするのに必要なハードディスク容量は次のとおりです。

蘆 Windows 95 日本語版 約2.8MB以上
（プリンタドライバのみインストールする場合は約0.6MB）

蘆 Windows NT4.0 日本語版 約2.8MB以上
（プリンタドライバのみインストールする場合は約0.6MB）

蘆 Windows NT3.51 日本語版 約2.8MB以上
（プリンタドライバのみインストールする場合は約0.6MB）

蘆 Windows 3.1 日本語版 プリンタドライバとして約0.6MB以上

PrintAgentをインストール時に指定する、PrintAgentモジュールのディレクトリ名（指定しな
ければ「PrintAgent」になります）はインストール終了後に変更しないでください。Windows
3.1やDOS上でディレクトリの移動などを行うと、ディレクトリの名前が「PRINTÃ1」などに
変わってしまう場合があります。

ネットワーク環境で共有プリンタをお使いになるためには、あらかじめコンピュータにクライア
ントソフトウェアを組み込んでおく必要があります。Windows 95の場合は、「Microsoftネッ
トワーク共有サービス」、Windows NT4.0/3.51の場合は「サーバー」です。詳しくは各OSのマ
ニュアルをご覧ください。

NMPSソフトウェアをフロッピィディスクで必要な場合

通常PrintAgent/NMPSソフトウェアのインストールは添付のCD-ROMにより行いますが、フロッピィディ
スクを使ってインストールしたい場合は、いったんCD-ROMに入っているPrintAgent/NMPSソフトウェア
をフロッピィディスクにコピーしてからインストールします。添付のCD-ROMには、このためのツール（CD-
ROMからNMPSソフトウェアをフロッピィディスクにコピーして、インストールできるようにするソフト
ウェア）が入っています。詳しくは前ページの表中の「FDCONV」の内容をご覧ください。
もし「CD-ROMドライブを持っていない」等でフロッピィディスクにコピーできない場合は、必要事項を下記
宛先までFAXまたは電話でご連絡ください。ご希望のフロッピィディスクをお送りします。

必要事項

漓 プリンタ品名 「MultiWriter 2200X2」、「MultiWriter 2200XE」、または「MultiWriter
2000X2」

滷 プリンタの製造番号 保証書をご覧ください。9桁の英数字です。
澆 フロッピィディスクタイプ 1.44MBタイプ*1、または3.5インチの1.2MBタイプ*2

潺 ご住所
潸 ご氏名
澁 ご連絡先 昼間ご連絡がとれる電話番号をお知らせください。また自宅か勤務先

かも明記してください。
*1 PC98-NXシリーズ用、DOS/V機（IBM PC/AT 100%互換機）用
*2 PC-9800シリーズ用

連絡先

NEC商品サービス（株）　サプライ品販売促進部
TEL: 044-813-2400
FAX: 044-813-2610

重要 

チェック 

✔
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号　記 容　　内

あがれそおるす傷損が体本タンリプ、といなら守を示指びよお項事意注るいてれさ載記にルアュニマ
。すまいてし示をとこる

事意注のめたるせさ作動くし正をタンリプびよお、とこいたきだたいてっ守に際るす用使をタンリプ
。すまいてし載記を明説足補や項

。すまいてし載記をとこるなに考参やとこな利便とくおてっ知に際るす用使をタンリプ

ヒント 

✎

チェック 

✔

重要 

本書の読み方
NMPSソフトウェアについて

NMPSソフトウェアの特長について説明しています。

Windows 95 日本語版をお使いの場合

Windows 95 日本語版でのNMPSソフトウェアのインストール方法と印刷の設定方法について説明し
ています。

Windows NT4.0 日本語版をお使いの場合

Windows NT4.0 日本語版でのNMPSソフトウェアのインストール方法と印刷の設定方法について説明
しています。

Windows NT3.51 日本語版をお使いの場合

Windows NT3.51 日本語版でのNMPSソフトウェアのインストール方法と印刷の設定方法について説
明しています。

Windows 3.1 日本語版をお使いの場合

Windows 3.1 日本語版でのNMPSソフトウェアのインストール方法と印刷の設定方法について説明し
ています。

その他のOS環境

Windows NT3.5 日本語版、MS-DOS、ESC/P、PC-PTOS環境でのプリンタの選択方法について説明
しています。

PrintAgent　～印刷状況の確認～

PrintAgentについて説明しています。

便利な機能

プリンタの持つ便利な機能（リプリント機能、ジョブセパレート機能、印刷ログ出力機能、両面印刷な
ど）およびそれらの使用方法について説明しています。

本文中で使用の記号の意味

このユーザーズマニュアル［2/2］では、本文中で次の3種類の記号を使っています。それぞれは次のよ
うに定義されています。
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NMPSソフトウェアとは
NMPS（NEC MultiWriter Printing System）ソフトウェアはMultiWriter 2200X2/2200XE/2000X2を
Windows環境でより簡単に、より快適に使用するための印刷システムです。NMPSソフトウェアには以下
のような特長があります。

蘆快適高速印刷

新たに開発した20ppm(MultiWriter 2200X2/2200XE)/12ppm(MultiWriter 2000X2)エンジンを採用
するとともに、コントローラには64bit CPUを搭載することにより、従来のプリンタに比べて、高速な
印刷を実現しています。
また、NPDL（Level 2）を拡張しWindowsに対する適応性を高めた印刷システム、NMPS（NEC
MultiWriter Printing System）を採用することにより、印刷時のコンピュータ側、プリンタ側の変換処
理を大幅に軽減しました。同時にコンピュータ本体とプリンタの処理の分担の最適化を図り、コン
ピュータ上での印刷開始からプリンタの印刷終了までトータルでの時間短縮を実現しました。

NMPSはNPDLの拡張によって実現されています。したがって、従来のNPDL（Level 2）対応プリンタ
と同様にお使いいただけます。

蘆PrintAgentによる一歩進んだ使いやすさ

NMPSでサポートされるPrintAgentを使用すると、コンピュータの画面（プリンタステータスウィンド
ウ）や音声ガイダンスによりプリンタの状態（用紙切れ、カバーオープンなど）や印刷の進行状況を確認
することができます。
またプリンタの各種設定も次ページのようにコンピュータの画面上で行うことができます（リモートパ
ネル）。

NMPSソフトウェア
について
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プリンタステータスウィンドウの例 リモートパネルの例

PrintAgentによるプリンタの状態確認やプリンタの設定機能は、ネットワーク上のプリンタであって
も区別なく使用することができます。PrintAgentの対応環境については次ページをご覧ください。

蘆各種ネットワークOSに対応*

PrintAgentによるプリンタの状態確認やプリンタの設定機能は、ネットワーク上のプリンタであって
もローカルプリンタと同様に使用することができます。PrintAgentの対応環境については次ページを
ご覧ください。

* 添付の「プリンタソフトウェアCD-ROM」から「NEC TCP/IP Printing System」をインストールすることが必要です（詳細は本書の
各OSの章の「NMPSソフトウェアをインストールする」の項目を参照）。また2200X2/2200XE/2000X2に装着できるマルチプロ
トコルLANボードはPC-PR-L01またはPC-PR-L02です（詳細はユーザーズマニュアル［1/2］の3章を参照）。
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重要 

PrintAgentが使用できるネットワーク環境について

PrintAgentはネットワーク環境で、次の形態のプリンタとしてお使いの時に利用できます。

漓 Windows 95／Windows NT4.0／Windows NT3.51が動作しているプリントサーバが提供する共有プ
リンタ狢を、Windows 95／Windows NT4.0／Windows NT3.51が動作しているクライアントから利
用する。

滷 ネットワークに直接接続されているLANプリンタ狠を、Windows 95／Windows NT4.0／Windows
NT3.51が動作しているクライアントから直接利用する。

澆 Windows 95／Windows NT4.0／Windows NT3.51が動作しているプリントサーバが共有プリンタと
して提供しているLANプリンタ狠を、Windows 95／Windows NT4.0／Windows NT3.51が動作して
いるクライアントから利用する。

狢を利用する場合、プリントサーバ、クライアントともに同じプロトコルが組み込まれていなければなり
ません。次のいずれかのプロトコルが利用できます。

蘆 NetBEUIプロトコル
蘆 TCP/IPプロトコル

狠はマルチプロトコルLANボードを使ってネットワークに接続されているLANプリンタですが、サーバ経
由でもご利用になれます。
この場合、サーバコンピュータにはTCP/IPプロトコル、NEC TCP/IP Printing Systemが組み込まれてい
なければなりません。マルチプロトコルLANボードについては、ユーザーズマニュアル［1/2］をご覧くだ
さい。

大規模なネットワークをWindows NTサーバで構築する時、サーバのリソース量によっては、
クライアント側でプリンタ情報が表示されない場合があります。印刷機能についてはなんら支障
はありません。詳細は、弊社メディアターミナル販売推進本部プリンタ販売推進部（TEL:03-
3798-6290、FAX:03-3798-6291）にお問い合わせください。

Windows95 WindowsNT/ 
Windows95

WindowsNT3.51 
WindowsNT4.0

狢　共有プリンタ 

狢　共有プリンタ 

狠　LANプリンタ 

マルチプロトコルLANボード内蔵 

プリントサーバ 

プリントサーバ クライアント 

NetBEUIプロトコル 
またはTCP/IPプロトコル 

NetBEUIプロトコル 
またはTCP/IPプロトコル 

TCP/IPプロトコルおよび 
NEC TCP/IP Printing System
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NEC TCP/IP Printing Systemについて

「NEC TCP/IP Printing System」とはマルチプロトコルLANボードを使って、LAN接続されたプリンタを
双方向通信可能にするためのソフトウェアです。

このソフトウェアをインストールすることにより、サーバ・クライアントシステムのようなネットワー
ク・サーバを必要とせず、TCP/IPプロトコルを使用してネットワーク対応プリンタに直接「ピア・ツー・
ピア」ネットワーク印刷できるようになります。また、マルチプロトコルLANボードの情報をネットワー
クを経由し見ることもできるようになります。
このソフトウェアは、プリンタに添付のプリンタソフトウェアCD-ROMに含まれています。

コンピュータ本体とプリンタの接続で、当社指定以外のプリンタケーブルやプリンタインタ
フェース変換アダプタ、またはプリンタバッファ、プリンタ切替器、プリンタセレクタなどを使
用している環境では、PrintAgentはご使用になれません。既にPrintAgentをインストールされ
ている場合、Windows 95では「プリンタスプールの設定」で「このプリンタの双方向通信機能を
サポートしない」にしてください（41ページ参照）。Windows NT4.0では、プリンタプロパティ
の［ポート］シートで「双方向サポートを有効にする」のチェックを外してください（87ページ参
照）。Windows NT3.51では、印刷先のポートを、「LPTNx:」から「LPTx：」に変更してご利用
ください。

重要 
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NMPSソフトウェアをインストールする
ここでは、Window 95 日本語版にNMPSソフトウェアをインストールして、プリンタを指定するまでの
方法について説明します。

インストール方法の選択

MultiWriter 2000X2の接続されている環境により、NMPSソフトウェアのインストール方法が異なりま
す。

インストール方法 漓 コンピュータが単独、あるいはサーバであるとき
滷 コンピュータがクライアントであるとき
澆 LANボード内蔵のプリンタへ印刷するとき

次ページのフローチャートを参照しながら、環境に合ったインストール方法を選択してください。

Windows 95 日本語版
をお使いの場合

MultiWriter 2200X2/2200XEをお使いのお客様へ

本書中にMultiWriter 2200X2/2200XE用の記述
がない場合は、2000X2の記述を2200X2または
2200XEと読み替えてください。
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Start

プリンタをネット
ワークで使います

か？

プリンタはLANボード
で接続していますか？

直接プリンタがつながっているPCに
NMPSソフトウェアをインストールす
る　
　→　インストール方法漓 7ページ

プリンタをネット
ワーク内で共有できる

ようにしますか？

プリンタを「共有設定」にする
→　 13ページ

同一ネットワーク上
の他のPCにNMPSソフト

ウェアをインストール
しますか？

END

YES

YES

NO

NO

YES

NO

NO

YES

インストール方法漓 　
7ページ

インストール方法澆　
21ページ

インストール方法滷　
16ページ

Windows 95 日本語版でのインストール方法の選択
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インストール方法　漓（コンピュータが単独、あるいはサーバであるとき）

次のような環境で接続されているプリンタに印刷したいときは、以下の方法でインストールします。

1. Microsoft Windows 95 日本語版を起動する。
MultiWriter 2000X2の電源をONにしてから、コ
ンピュータの電源をONにしてください。

2. 画面の表示に従ってそれぞれの手順に進む。
<［新しいハードウェア］ダイアログボックスが表
示された場合>

［ハードウェアの製造元が提供するドライ
バ］を選択し、［OK］ボタンをクリックし
て、手順10に進んでください。

<［デバイスドライバウィザード］ダイアログボッ
クスが表示された場合>

「Windows 95 日本語版（OSR2）にインス
トールするときの注意事項」（27ページ）に
従ってインストールしてください。

<何も表示されなかった場合>

手順3に進んでください。

Windows 95

MultiWriter 2000X2 
（プリントサーバに接続・共有プリンタ） 

クライアント 

Windows NT3.51

Windows 95

プリントサーバ 
または 

クライアント 

Windows95

クライアント 

クライアント 

Windows NT4.0

プリンタケーブル 

LANケーブル 
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3. ［スタート］ボタンをクリックして［ファイル名を
指定して実行］をクリックする。

4. プリンタソフトウェアCD-ROMをCD-ROMド
ライブにセットする。

5. プリンタソフトウェアCD-ROM内のセットアッ
ププログラム名を入力して［OK］ボタンをクリッ
クする。

［名前:］のボックスにCD-ROMをセットしたドラ
イブ名、コロン（:）、円記号（¥）に続けて次のよ
うにセットアッププログラム名を入力します。

2000X2の場合は　MW2000X2¥DISK1¥SETUP
2200X2の場合は　MW2200X2¥DISK1¥SETUP
2200XEの場合は　MW2200XE¥DISK1¥SETUP

セットアッププログラム名は［参照］ボタンをクリックして［ファイルの参照］ダイアログボックスからで
も入力できます。

フロッピィディスクからインストールしたい場合は、「NMPSソフトウェアをフロッピィディ
スクで必要な場合」（ユーザーズマニュアル［1/2］の16ページまたは本書のvページ）をご覧く
ださい。

6. ［次へ＞］ボタンをクリックする。

7. ［次へ＞］ボタンをクリックする。

チェック 

✔
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8. ［ローカルプリンタ］を選んで、［次へ＞］ボタン
をクリックする。

9. 希望のポート（例えば「LPT1:」）を選んで［次へ＞］
ボタンをクリックする。

プリンタドライバのインストールを開始しま
す。インストールを完了するとPrintAgentと
NEC TCP/IP Printing Systemをインストールす
る準備を開始します。

手順16へ進んでください。

10. （→手順2より）
プリンタソフトウェアCD-ROMをCD-ROMド
ライブにセットする。

11. プリンタソフトウェアCD-ROM内のセットアッ
ププログラム名を入力して［OK］ボタンをクリッ
クする。

［配布ファイルのコピー元］のボックスにCD -
ROMをセットしたドライブ名、コロン（:）、円記
号（¥）に続けて次のようにセットアッププログラ
ム名を入力します。

2000X2の場合は　MW2000X2¥DISK1¥SETUP
2200X2の場合は　MW2200X2¥DISK1¥SETUP
2200XEの場合は　MW2200XE¥DISK1¥SETUP

セットアッププログラム名は［参照］ボタンをクリックして［ファイルの参照］ダイアログボックスからで
も入力できます。

12.［次へ＞］ボタンをクリックする。
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13. プリンタの名前を決めて、［完了］ボタンをク
リックする。

2000X2を「通常使用するプリンタ」とする場合は
［はい］をチェックして、［完了］ボタンをクリッ
クします。

プリンタドライバのインストールを開始しま
す。インストールを終了すると［PrintAgentの
セットアップ］ダイアログボックスが表示されま
す。

14.［OK］ボタンをクリックする。
PrintAgentとNEC TCP/IP Printing Systemの
インストール準備が始まります。

プリンタドライバのみのインストールで終了し
たい場合は、［キャンセル］ボタンをクリックし
ます。インストールは終了します。

15.［次へ＞］ボタンをクリックする。

16. インストール先のディレクトリを確認して［次へ
＞］ボタンをクリックする。

ディレクトリを変更したいときは、［参照］ボタ
ンをクリックしてください。

インストール先のディスク空き容量が少ない場
合は、ディレクトリの変更を行う画面が現れま
す。ディレクトリを変更してください。

プリンタドライバのみインストール
し、PrintAgentをインストールしない
場合は［キャンセル］ボタンをクリック
します。

チェック 

✔
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17. プライベートスプールファイルを作成するディ
レクトリを確認して［次へ＞］ボタンをクリック
する。

インストール先のディスク空き容量が少ない場
合はディレクトリの変更を行う画面が現れま
す。ディレクトリを変更してください。

PrintAgentとNEC TCP/IP Printing Systemの
インストールを開始します。インストールを終
了すると［インストール情報］ダイアログボック
スが表示されます。

18.［いいえ］ボタンをクリックする。
本手順の場合はNEC TCP/IP Printing Systemを
使用する必要がないので再起動しなくてもかま
いません。

「NEC TCP/IP Printing System」とはマルチプロトコルLANボードを使って接続された
LANプリンタと双方向通信を可能にするためのソフトウェアです。LANプリンタを使用しな
い場合このソフトウェアは不要ですが、インストールしたままでもなんら影響はありませ
ん。

すでにMultiWriter 2000X2以外の
PrintAgentがインストールされている
場合、手順18の後に再起動を促すダイ
アログボックスが表示されることがあ
ります。

表示された場合は画面の指示に従いコ
ンピュータの再起動を行ってくださ
い。

チェック 

✔

ヒント 

✎

再起動すると、W i n d o w s 9 5 は
MultiWriter 2000X2を新しいハード
ウェアとして認識し、再度N E C
MultiWriter 2000X2のインストール
を促すダイアログボックスが表示され
ることがあります。

このダイアログボックスを今後表示さ
せないようにするためには［ドライバを
インストールしない］をチェックし、
［OK］ボタンをクリックして終了させて
ください。次から表示されなくなりま
す。

チェック 

✔
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19.［プリンタ］フォルダ内に［NEC Mul t iWr i ter
2000X2］アイコンが登録されたことを確認す
る。

20. タスクバーのトレイに［PrintAgentシステム］ア
イコンが登録されたことを確認する。

21. スタートメニューの［プログラム］に［MultiWriter 2000X2］というフォルダが追加され、そのフォルダ
の中にさらに以下のアイコンが登録されたことを確認する。

蘆 PrintAgent　お読みください ............... 使用上の注意事項などです。
蘆 PrintAgent　システムメニュー ........... PrintAgentのシステムメニューです。
蘆 PrintAgent　システム起動 ................... PrintAgentシステムを起動します。
蘆 PrintAgent　ヘルプ ................................ ヘルプです。
蘆 プリンタステータスウィンドウ ........... プリンタステータスウィンドウを起動します。
蘆 リモートパネル......................................... リモートパネルを起動します。
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MultiWriter 2000X2を共有プリンタにする場合

1. ［スタート］ボタンをクリックし、［設定］をポイ
ントする。次に［コントロールパネル］をクリッ
クする。

［コントロールパネル］ダイアログボックスが開
かれます。

2. ［ネットワーク］アイコンをダブルクリックす
る。

［ネットワーク］ダイアログボックスが開きま
す。

3. ［ファイルとプリンタの共有］ボタンをクリック
する。

［ファイルとプリンタの共有］ダイアログボック
スが開きます。

4. ［プリンタを共有できるようにする］をチェック
し、［OK］ボタンをクリックする。



14

5. ［OK］ボタンをクリックする。

6. ［プリンタ］フォルダ内の［NEC Mul t iWr i ter
2000X2］をクリックする。

［プリンタ］フォルダは［スタート］ボタンをク
リックし、［設定］にポイントしてから［プリン
タ］をクリックすると開きます。

7. ［ファイル］メニューの［共有］をクリックする。
［NEC MultiWriter 2000X2のプロパティ］ダイア
ログボックスが表示されます。
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8. ［共有］タブをクリックする。

9. 「共有する」をチェックする。
入力ボックスではそのプリンタに対して、共有
名、コメント、パスワードを設定します。

10.［OK］または［更新］ボタンをクリックする。
以上で共有の設定は終了です。

PrintAgentとNEC TCP/IP Printing Systemを追加インストールする
プリンタドライバのみインストールし、PrintAgentをインストールしなかった場合は、次の手順で
PrintAgentとNEC TCP/IP Printing Systemを追加インストールすることができます。

1. プリンタソフトウェアCD-ROMをCD-ROMドラ
イブにセットする。

2. ［スタート］ボタンをクリックし、［ファイル名を
指定して実行］をクリックする。

3. プリンタソフトウェアCD-ROM内のセットアッ
ププログラム名を入力して［OK］ボタンをクリッ
クする。

［名前:］のボックスにCD-ROMをセットしたドラ
イブ名、コロン（:）、円記号（¥）に続けて次のよ
うにセットアッププログラム名を入力します。

2000X2の場合は　MW2000X2¥DISK1¥SETUP
2200X2の場合は　MW2200X2¥DISK1¥SETUP
2200XEの場合は　MW2200XE¥DISK1¥SETUP

以降は10ページの手順16から続けてください。
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2. ［スタート］ボタンをクリックし、［ファイル名を
指定して実行］をクリックする。

インストール方法　滷（コンピュータがクライアントであるとき）

ネットワーク環境で、クライアントから共有プリンタへ印刷したいときは、次の方法でインストールしま
す。

MultiWriter 2000X2 
（プリントサーバに接続・共有プリンタ） 

クライアント 

Windows NT3.51

Windows95

プリントサーバ 
または 

クライアント 

Windows 95

クライアント 

クライアント 

Windows NT4.0

プリンタケーブル 

LANケーブル 

1. Microsoft Windows 95 日本語版を起動する。
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3. プリンタソフトウェアCD-ROMをCD-ROMドラ
イブにセットする。

4. プリンタソフトウェアCD-ROM内のセットアッ
ププログラム名を入力して［OK］ボタンをクリッ
クする。

［名前:］のボックスにCD-ROMをセットしたドライブ名、コロン（:）、円記号（¥）に続けて次のようにセッ
トアッププログラム名を入力します。

2000X2の場合は　MW2000X2¥DISK1¥SETUP
2200X2の場合は　MW2200X2¥DISK1¥SETUP
2200XEの場合は　MW2200XE¥DISK1¥SETUP

セットアッププログラム名は［参照］ボタンをクリックして［ファイルの参照］ダイアログボックスからで
も入力できます。

フロッピィディスクからインストールしたい場合は、「NMPSソフトウェアをフロッピィディ
スクで必要な場合」（ユーザーズマニュアル［1/2］の16ページまたは本書のvページ）をご覧く
ださい。

6. ［次へ＞］ボタンをクリックする。

チェック 

✔

5. ［次へ＞］ボタンをクリックする。
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10. プライベートスプールファイルを作成するディ
レクトリを確認して［次へ＞］ボタンをクリック
する。

インストール先のディスク空き容量が少ない場
合はディレクトリの変更を行う画面が現れま
す。ディレクトリを変更してください。

PrintAgentとNEC TCP/IP Printing Systemの
インストールを開始します。インストールを終
了すると［インストール情報］ダイアログボック
スが表示されます。

8. プリンタの接続先を指定して［次へ＞］ボタンを
クリックする。

［ネットワークパス名］に直接入力するか［参照］
ボタンをクリックして現れる一覧から指定しま
す。（わからない場合はネットワーク管理者に確
認してください。）

プリンタドライバのインストールを開始しま
す。インストールを完了するとPrintAgentと
NEC TCP/IP Printing Systemをインストールす
る準備が始まります。

9. インストール先のディレクトリを確認して［次へ
＞］ボタンをクリックする。

ディレクトリを変更したいときは、［参照］ボタ
ンをクリックしてください。

インストール先のディスク空き容量が少ない場
合は、ディレクトリの変更を行う画面が現れま
す。ディレクトリを変更してください。

プリンタドライバのみインストール
し、PrintAgentをインストールしない
場合は［キャンセル］ボタンをクリック
します。

チェック 

✔

7. ［ネットワークプリンタ］を選んで、［次へ＞］ボ
タンをクリックする。
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13. タスクバーのトレイに、［PrintAgentシステム］
アイコンが登録されたことを確認する。

11.［いいえ］ボタンをクリックする。
本手順の場合はNEC TCP/IP Printing Systemを
使用する必要がないので再起動しなくてもかま
いません。

「NEC TCP/IP Printing System」とはマルチプロトコルLANボードを使って接続された
LANプリンタと双方向通信を可能にするためのソフトウェアです。LANプリンタを使用しな
い場合はこのソフトウェアは不要ですが、インストールしたままでもなんら影響はありませ
ん。

12.［プリンタ］フォルダ内に［NEC Mult iWr iter
2000X2］アイコンが登録されたことを確認す
る。

チェック 

✔

チェック 

✔ すでにMultiWriter 2000X2以外の
PrintAgentがインストールされている
場合、手順11の後に再起動を促すダイ
アログボックスが表示されることがあ
ります。

表示された場合は画面の指示に従いコ
ンピュータの再起動を行ってくださ
い。
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14. スタートメニューの［プログラム］に［MultiWriter 2000X2］というフォルダが追加され、そのフォルダ
の中にさらに以下のアイコンが登録されたことを確認する。

蘆 PrintAgent　お読みください......... 使用上の注意事項などです。
蘆 PrintAgent　システムメニュー..... PrintAgentのシステムメニューです。
蘆 PrintAgent　システム起動 ............. PrintAgentシステムを起動します。
蘆 PrintAgent　ヘルプ.......................... ヘルプです。
蘆 プリンタステータスウィンドウ ..... プリンタステータスウィンドウを起動します。
蘆 リモートパネル .................................. リモートパネルを起動します。

PrintAgentとNEC TCP/IP Printing Systemを追加インストールする
プリンタドライバのみインストールし、PrintAgentをインストールしなかった場合は、次の手順で
PrintAgentとNEC TCP/IP Printing Systemを追加インストールすることができます。

1. プリンタソフトウェアCD-ROMをCD-ROMドラ
イブにセットする。

2. ［スタート］ボタンをクリックし、［ファイル名を
指定して実行］をクリックする。

3. プリンタソフトウェアCD-ROM内のセットアッ
ププログラム名を入力して［OK］ボタンをクリッ
クする。

［名前:］のボックスにCD-ROMをセットしたドラ
イブ名、コロン（:）、円記号（¥）に続けて次のよ
うにセットアッププログラム名を入力します。

2000X2の場合は　MW2000X2¥DISK1¥SETUP
2200X2の場合は　MW2200X2¥DISK1¥SETUP
2200XEの場合は　MW2200XE¥DISK1¥SETUP

以降は18ページの手順9から続けてください。



21

W
indow

s 9
5
 日
本
語
版

インストール方法　澆（LANボード内蔵のプリンタへ印刷するとき）　

ネットワーク内のコンピュータから、マルチプロトコルLANボードを内蔵しているLANプリンタへ印刷し
たいときは、次の方法でインストールします。

マルチプロトコルLANボードを使って、LANプリンタとしてご使用になる前に、次のことを確認
してください。

1. マルチプロトコルLANボードが確実に取り付けられていることを、コンフィギュレーション
ページの印刷を行って確認してください（詳細はマルチプロトコルLANボードの取扱説明書
を参照してください）。

2. マルチプロトコルLANボードに添付されている取扱説明書に従って、マルチプロトコルLAN
ボードに割り付けてあるIPアドレスを設定してください。

3. インストールするとき、また印刷先をLANプリンタに設定するときは、LANプリンタの電
源が入っていることを確認してください。

1. Microsoft Windows 95 日本語版を起動する。

MultiWriter 2000X2 
（LANボード内蔵・LANプリンタ） 

クライアント クライアント 

Windows 95Windows NT4.0

Windows NT3.51

プリントサーバ 

プリンタケーブル 

LANケーブル 

チェック 

✔
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2. ［スタート］ボタンをクリックし、［ファイル名を
指定して実行］をクリックする。

3. プリンタソフトウェアCD-ROMをCD-ROMド
ライブにセットする。

4. プリンタソフトウェアCD-ROM内のセットアッ
ププログラム名を入力して［OK］ボタンをクリッ
クする。

［名前:］のボックスにCD-ROMをセットしたドラ
イブ名、コロン（:）、円記号（¥）に続けて次のよ
うにセットアッププログラム名を入力します。

2000X2の場合は　MW2000X2¥DISK1¥SETUP
2200X2の場合は　MW2200X2¥DISK1¥SETUP
2200XEの場合は　MW2200XE¥DISK1¥SETUP

セットアッププログラム名は［参照］ボタンをクリックして［ファイルの参照］ダイアログボックスからで
も入力できます。

フロッピィディスクからインストールしたい場合は、「NMPSソフトウェアをフロッピィディ
スクで必要な場合」（ユーザーズマニュアル［1/2］の16ページまたは本書のvページ）をご覧く
ださい。

5. ［次へ＞］ボタンをクリックする。

6. ［次へ＞］ボタンをクリックする。

チェック 

✔
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7. ［次へ＞］ボタンをクリックする。

8. ［次へ＞］ボタンをクリックする。
プリンタドライバのインストールを開始しま
す。インストールを完了するとPrintAgentと
NEC TCP/IP Printing Systemをインストールす
る準備が始まります。

9. インストール先のディレクトリを確認して［次へ
＞］ボタンをクリックする。

ディレクトリを変更したいときは、［参照］ボタ
ンをクリックしてください。

インストール先のディスク空き容量が少ない場
合は、ディレクトリの変更を行う画面が現れま
す。ディレクトリを変更してください。

10. プライベートスプールファイルを作成するディ
レクトリを確認して［次へ＞］ボタンをクリック
する。

インストール先のディスク空き容量が少ない場
合はディレクトリの変更を行う画面が現れま
す。ディレクトリを変更してください。

PrintAgentとNEC TCP/IP Printing Systemの
インストールを開始します。インストールを完
了すると［インストール情報］ダイアログボック
スが表示されます。
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13. タスクバーのトレイに、［PrintAgentシステム］
アイコンが登録されたことを確認する。

11.［はい］ボタンをクリックする。
Windows 95が再起動されます。

「NEC TCP/IP Printing System」とはマルチプロトコルLANボードを使って接続された
プリンタと双方向通信可能にするためのソフトウェアです。

すでにMultiWriter 2000X2以外の
PrintAgentがインストールされている
場合、手順11の後に再起動を促すダイ
アログボックスが表示されることがあ
ります。

表示された場合は画面の指示に従いコ
ンピュータの再起動を行ってくださ
い。

12.［プリンタ］フォルダ内に、［NEC MultiWriter
2000X2］アイコンが登録されたことを確認す
る。

チェック 

✔

チェック 

✔
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14. スタートメニューの［プログラム］に［MultiWriter 2000X2］というフォルダが追加され、そのフォルダ
の中にさらに以下のアイコンが登録されたことを確認する。

蘆 PrintAgent　お読みください......... 使用上の注意事項などです。
蘆 PrintAgent　システムメニュー..... PrintAgentのシステムメニューです。
蘆 PrintAgent　システム起動 ............. PrintAgentシステムを起動します。
蘆 PrintAgent　ヘルプ.......................... ヘルプです。
蘆 プリンタステータスウィンドウ ..... プリンタステータスウィンドウを起動します。
蘆 リモートパネル .................................. リモートパネルを起動します。

続いて「ポートの追加」を行います。「ポートの追加」は、NMPSソフトウェアのインストールにより作成さ
れた［詳細］プロパティシート上で行います。

15.［MultiWriter 2000X2のプロパティ］ダイアログ
ボックスを表示させる。

［プリンタ］フォルダの「NEC  Mu l t iW r i t e r
2000X2」アイコンをマウスの右ボタンでクリッ
クし、［プロパティ］をクリックすると表示され
ます。

16.［詳細］タブをクリックする。
［詳細］プロパティシートが表示されます。
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20. マルチプロトコルLANボードに割り付けてある
「IPアドレス」を入力し、［OK］ボタンをクリック
する。

画面は［詳細］プロパティシートに戻ります。

IPアドレス設定の確認は、マルチプロトコル
LANボード（PC-PR-L01、PC-PR-L02）取扱説明
書をご覧ください。

19.［NEC TCP/IP Printing System］を選んで、［OK］
ボタンをクリックする。

17.［ポートの追加］ボタンをクリックする。

18.［その他］を選ぶ。
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21.［更新］ボタンをクリックする。

これで「ポートの追加」は終了です。

Windows 95 日本語版 （OSR2）にインストールするときの注意事項

1996年10月以降に出荷されたコンピュータにプリインストールされているMicrosoft Windows 95 日本
語版（OSR2）をお使いの場合、プリンタドライバのインストール方法が一部変更になっています。プリン
タドライバをインストールされる際は以下の手順に従って行ってください。

右の［デバイスドライバウィザード］ダイアログボッ
クスが現れた場合は、次の手順に従ってください。

1. プリンタソフトウェアCD-ROMをCD-ROMドラ
イブにセットする。

2. ［次へ＞］ボタンをクリックする。

3. [完了]ボタンをクリックする。
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4. [プリンタ名]にプリンタの名前を入力して、  [完
了]ボタンをクリックする。

5. [OK]ボタンをクリックする。

6. コピーするファイルを指定して[OK]ボタンをク
リックする。

[ファイルのコピー元]のボックスにCD-ROMを
セットしたドライブ名、コロン（:）、円記号（¥）
に続けて次のように入力します。

2000X2の場合は　MW2000X2¥DISK1
2200X2の場合は　MW2200X2¥DISK1
2200XEの場合は　MW2200XE¥DISK1

セットアッププログラム名は［参照］ボタンをクリックして［ファイルの参照］ダイアログボックスからで
も入力できます。

プリンタドライバのインストールを開始します。インストールを完了するとPrintAgentとNEC TCP/IP
Printing Systemをインストールする準備が始まります。

7. PrintAgentをインストールする場合は、[OK]ボ
タンをクリックする（以降の手順は8ページの手
順6を参照）。

プリンタドライバのみをインストールする場合
は、[キャンセル]ボタンをクリックして終了して
ください。
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重要 

アンインストールするときは
NMPSソフトウェアを再インストールするときは、一度既存のNMPSソフトウェアを削除（アンインス
トール）してから行います。ここでは削除方法を説明します。

蘆 PrintAgentのインストール時に指定したPrintAgentモジュールのディレクトリ名（指定し
なければ「PrintAgent」になります）を変更している場合、アンインストールは正常に行えま
せん。変更されているディレクトリ名をインストール時のディレクトリ名に戻してからアン
インストールを行ってください。

蘆 PrintAgent対応プリンタのプロパティダイアログボックスを表示しているとアンインス
トールを行えません。ダイアログボックスを閉じてから行ってください。

蘆 MultiWriter 2200X2/2200XE/2000X2で印刷中はアンインストールを行えません。
印刷が終了してからアンインストールを行ってください。

蘆 PrintAgent対応機種が複数インストールされている状態で、MultiWriter 2000Xの
PrintAgentをアンインストールすると、他の機種のPrintAgentが使用できなくなります。
また、MultiWriter 2200XのPrintAgentをアンインストールすると、一部の機能が使用
できなくなります。他の機種のPrintAgentをアンインストールしてからMultiWriter
2200X/2000Xのアンインストールをし、必要な機種のPrintAgentをインストールしな
おしてください。

プリンタドライバのアンインストール

次の手順に従ってプリンタドライバをアンインストールします。PrintAgentをアンインストールするとき
もはじめにプリンタドライバをアンインストールしてください。

1. [スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイン
トする。次に[プリンタ]をクリックする。

[プリンタ]フォルダが開きます。
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4.  [はい]ボタンをクリックする。
MultiWriter 2000X2プリンタドライバがアンイ
ンストールされます。

PrintAgentのアンインストール

次の手順に従ってPrintAgentをアンインストールします。PrintAgentをアンインストールする前にプリン
タドライバをアンインストールしてください。

1. [スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイン
トする。次に[コントロールパネル]をクリックす
る。

[コントロールパネル]フォルダが開きます。

プリンタソフトウェアCD-ROMは挿入
しません。

2. 「NEC MultiWriter 2000X2」アイコンをクリック
する。

3. [ファイル]メニューの[削除]をクリックする。

チェック 

✔
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2. ［アプリケーションの追加と削除］アイコンをダ
ブルクリックする。

［アプリケーションの追加と削除のプロパティ］
ダイアログボックスが表示されます。

3. ［セットアップと削除］タブをクリックする。

4. 自動的に削除できるソフトウェアの一覧から
［NEC PrintAgent for MultiWriter 2000X2］を
選択し、［追加と削除］ボタンをクリックする。

5. ［OK］ボタンをクリックする。
次の［ファイル削除の確認］ダイアログボックス
を表示するまでに、1～2分要することがありま
す。

6. [はい]ボタンをクリックする。

7. ［すべてはい］ボタンをクリックする。
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9. アンインストールが終了したら、［OK］ボタンを
クリックする。

10.［OK］ボタンをクリックする。

8. ［はい］ボタンをクリックする。
アンインストールを開始します。
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印刷の設定
ここではNMPSソフトウェアを使った印刷の設定のしかたと実行の手順について説明します。

印刷する

ここでは、Windows 95に付属されている日本語ワードプロセッサ「ワードパッド」を例にとって一般的な
印刷手順について説明します。任意のワードパッド文書を表示させて次の手順を確認してください。

お使いになるアプリケーションによってはメニュー構成など多少異なる点があるかもしれません。詳細は
アプリケーションのマニュアルをご覧ください。

1. ［ファイル］メニューの［印刷］をクリックする。
［印刷］ダイアログボックスが開きます。

2. 使用する「プリンタ名：」として「NEC
MultiWriter 2000X2」が選択されていることを
確認する。

もし選択されていなければ選択しなおします。

→「プリンタを選択する」（次ページ）参照

3. 印刷範囲、部数を指定する。
用紙サイズなど、さらに詳しい設定をしたい場
合は［プロパティ］ボタンをクリックし、設定変
更します。

→「プリンタドライバから設定する」（38ページ）
参照
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重要 

プリンタステータスウィンドウは印刷の状態を
アニメーション表示したり、一時中断や中止を
指令することができます。

→「プリンタステータスウィンドウ」（178ページ）
参照

印刷が終了するとプリンタステータスウィンド
ウは「印刷を終了しました」の音声メッセージを
通知してウィンドウを閉じます。

4. 印刷の設定が終わったら［OK］ボタンをクリック
する。

印刷が開始されると画面上に右のような「プリン
タステータスウィンドウ」が現れます。

印刷を行っているときは、用紙カセッ
トを引き抜かないでください。紙づま
りが発生するだけでなく、プリンタの
故障の原因となる場合があります。

プリンタを選択する

Windows 95から印刷をするために、あらかじめMultiWriter 2000X2を「通常使うプリンタ」として選択し
ておく方法を説明します。

お使いになっているアプリケーションによっては「プリンタの設定」ダイアログボックスを使って
MultiWriter 2000X2を「通常使うプリンタ」として選択することができます。詳しくはアプリ
ケーションのマニュアルをご覧ください。

1. [スタート]ボタンをクリックし、[設定]にポイン
トする。次に[プリンタ]をクリックする。

[プリンタ]フォルダが開きます。

チェック 

✔
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3. メニューの［通常使うプリンタに設定］をクリッ
クする。

すでに設定されている場合はチェックマークが
表示されています。またこの設定は他のプリン
タを選択しないかぎり変更されません。

印刷の詳細設定を行う

印刷の設定を行う方法として、Windows 95ではリモートパネルから行う方法とプリンタドライバから行
う方法があります。これら2つの方法の違いは次のとおりです。

蘆リモートパネルから設定する

リモートパネルで設定した内容は、プリンタ内部の不揮発性メモリに書き込まれます。したがって、
設定した内容は印刷した後も継続され、プリンタの初期化または設定の変更を行うまで保持されま
す。設定した内容は電源をOFFにしても変わりません。
リモートパネルでの設定の詳細は191ページをご覧ください。

蘆プリンタドライバから設定する

プリンタドライバで設定した内容は、現在印刷しているデータのみに有効です。
印刷が終了すると、設定した内容はクリアされ変更前の設定に戻ります。

リモートパネル、プリンタドライバともPrintAgentにより、プリンタの状態や設定されている内容を確認
しながらプリンタの設定ができます。

2. ［NEC MultiWriter 2000X2］アイコンをマウスの
右ボタンでクリックする。

メニューが表示されます。

プリンタドライバがインストールされていない
と「NEC MultiWriter 2000X2」は表示されませ
ん。インストール済みのプリンタドライバは［プ
リンタ］ウィンドウ内にアイコンで表示されてい
ます。
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重要 

PrintAgentを動作させる前に、次の注意事項をご確認ください。

PrintAgentを動作させる前に

蘆 PrintAgentはローカルプリンタに対してもネットワーク上の共有プリンタに対しても使用
できます。ただしネットワーク上で使われる場合PrintAgentソフトウェアはサーバ、クラ
イアント両者にインストールされている必要があります（詳細については本書の3ページをご
覧ください）。

蘆 Windows 95の場合PrintAgentの機能を十分に発揮させるためには、「プリンタのプロパ
ティ」ダイアログボックスで「双方向通信機能」をサポートするように設定しておく必要があ
ります。（41ページ参照）

蘆 ネットワーク共有プリンタが直接つながっているコンピュータのOSがWindows NT4.0の
場合のプリンタプールはサポートしていません。サーバコンピュータのプリンタプールを無
効にするにはサーバコンピュータ上ですべてのプリンタの「プリンタのプロパティ」－「ポー
ト」タブの「プリンタプールを有効にする」のチェックを外してください。「プリンタプールを
有効にする」をチェックした場合、プリンタの状態が正しく表示されません。権限がない場
合は管理者に連絡してください。

蘆 PrintAgentをクライアント・サーバシステムでご使用の場合、1台のサーバに接続されたク
ライアントの中でPrintAgentを使用するクライアントは30台以下を推奨します。サーバの
性能やネットワークトラフィックによっては、印刷時にプリンタの状態情報が取得できなく
なったり、クライアントでオフライン作業になる場合があります。このような場合、印刷時
以外は「PrintAgentのプロパティ」の設定の「共有プリンタを利用する」のチェックを外して
PrintAgentを動作させないようにするか、PrintAgentを終了させて運用してください。

PrintAgentの動作中は

一つのコンピュータに複数のNMPS対応プリンタドライバがインストールされている場合、リ
モートパネルを表示させるときダイアログボックスで「プリンタの選択」を要求されることがあり
ます。

PrintAgentの制限事項

蘆 プリンタのメモリスイッチ5-1（同期コードの有効/無効の切り替え）がONになっていると
PrintAgentが正しく機能しない場合があります。

蘆 Windows 95とPC-PTOSで同一プリンタを共有している場合はPrintAgentが正常に機能
しません。その場合は、PrintAgentをアンインストールしてお使いください。

蘆 PrintAgentとプリンタポートを直接アクセスしてプリンタの状態を監視するユーティリ
ティ（DMITOOLなど）を同じポートで使用すると正しく動作しない場合があります。このよ
うな場合は、お使いのユーティリティに応じて、プリンタの監視を行わないように設定して
ください。また、お使いのユーティリティをご使用になるには、PrintAgentプリンタのプ
ロパティの［詳細シート］－「スプールの指定」で「このプリンタの双方向通信機能をサポート
しない」のチェックをオフにして、双方向通信機能をサポートしないように設定してくださ
い。

蘆 一部コンピュータのパラレルポートの設定（例：ECPモードなど）によっては、PrintAgent
の動作に不具合が生じる場合があります。このような場合は、お使いのコンピュータの取扱
説明書を参照し、パラレルポートの設定を変更していただくことにより、PrintAgentが正
常に動作できるようになる場合があります。

（次ページに続く）
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（前ページの続き）

赤外線通信（IrDA）オプションをご使用の場合は

赤外線通信（IrDA準拠）オプションでPr intAgent対応プリンタを接続している場合は、
PrintAgentはご利用になれません。この場合、このプリンタについては、プリンタドライバの
プロパティの「詳細」－「スプールの設定」で「このプリンタの双方向通信機能をサポートしない」を
チェックして再起動してください。

USBプリンタケーブル（PC-CA-U01）をご使用の場合は

複数のPrintAgent対応プリンタを同じUSBポートを使って印刷すると、PrintAgentが正しく
動作しない場合があります。
使用していないPrintAgent対応プリンタのプロパティを表示させ、［詳細］シートの［印刷先の
ポート］を［FILE］に設定してください。

重要 
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プリンタドライバから設定する

プリンタドライバから設定する場合、「プリンタのプロパティ」ダイアログボックスで印刷の詳細設定を行
います。
「プリンタのプロパティ」ダイアログボックスは以下のようなプロパティシートから構成されています。

蘆「情報」シート 蘆「フォント」シート
蘆「詳細」シート 蘆「印刷品質」シート
蘆「共有」シート 蘆「フォーム」シート
蘆「用紙」シート 蘆「補助機能」シート
蘆「レイアウト」シート 蘆「プリンタの構成」シート
蘆「グラフィックス」シート 蘆「プリンタの状態」シート

プロパティダイアログボックスの開き方
「プリンタのプロパティ」ダイアログボックスを呼び出す方法は次の2通りあります。

蘆 アプリケーションのメニューから呼び出す方法
蘆 デスクトップ上の［スタート］ボタンから呼び出す方法

一般的に「プリンタのプロパティ」ダイアログボックスは各アプリケーションのメニューから呼び
出してから開けます。ただし、アプリケーションから呼び出した場合、用紙の設定などすべて表
示できないことがあります。また設定はそのアプリケーションでのみ有効です。
これに対して［スタート］ボタンから呼び出して設定した場合、その設定内容はすべてのアプリ
ケーションに有効です。

アプリケーションから呼び出す

Windowsのアプリケーションから「プロパティ」ダイアログボックスを呼び出す場合、「印刷」コマンドか
「プリンタの設定」コマンドを使います。このコマンドは「ファイル」メニューの中にありますが、「ファイ
ル」メニューの構成はアプリケーションによって違います。詳しくはアプリケーションのマニュアルをご覧
ください。

ここでは「プロパティ」ダイアログボックスを呼び出す手順をWindows 95に付属されている日本語ワード
プロセッサ「ワードパッド」を例にとって説明します。任意のワードパッド文書を表示させて、次の手順を
確認してください。

1. ［ファイル］メニューの［印刷］をクリックする。
［印刷］ダイアログボックスが開きます。

チェック 

✔
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2. ［プロパティ］ボタンをクリックする。

「プロパティ」ダイアログボックスが表示されま
す。

［スタート］ボタンから呼び出す

1. [スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイン
トする。次に[プリンタ]をクリックする。

[プリンタ]フォルダが開きます。

2. ［NEC MultiWriter 2000X2］アイコンをマウスの
右ボタンでクリックする。

プリンタのアイコンが黒く反転し、メニューが
表示されます。
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3. メニューの［プロパティ］をクリックする。
右のような「プロパティ」ダイアログボックスが
表示されます。

ダイアログボックスの使い方

スライドバー

直接スライドさせることに
より設定量を調整します。

コンボボックス

▼ボタンをクリックする
と選択肢の一覧が表示さ
れます。さらに希望の項
目をクリックすることに
より選択できます。

［ヘルプ］ボタン

このボタンをクリックして目的の項目をク
リックすると項目の説明を表示できます。
または画面上の項目を直接右ボタンでク
リックしても同じ説明を表示できます。

［閉じる］ボタン

ダイアログボックスを閉
じます。

ラジオボタン

希望のボタンをクリックすることにより
項目を選択できます。一度に選択できる
項目は1つだけです。

［標準に戻す］ボタン

現在開いているプロパ
ティシート上の設定を出
荷時の設定に戻します。

［ヘルプ］ボタン

プリンタドライバのヘ
ルプ画面が表示されま
す。ヘルプの使い方、
希望のキーワードの説
明を表示します。

［更新］ボタン

変更した設定を保存
します。

チェックボックス

希望のボックスをクリックするこ
とにより項目を選択できます。
ボックスの中に印がある状態が
“ON”状態です。一度に複数の項
目が選択できます。

［OK］ボタン

設定した内容を保存して
ダイアログボックスを閉
じます。

［キャンセル］ボタン

設定した内容を保存せずにダイア
ログボックスを閉じます。
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設定の詳細

各プロパティシートのそれぞれの項目についての説明は、プロパティシート上の項目の上でマウ
スの右ボタンをクリックすると表示されるヘルプコマンドでも参照できます。

［情報］シート

このプロパティシートはWindows 95 日本語版対応のプリ
ンタドライバ共通のものです。

通常ご使用になっている上では設定の変更の必要はありま
せんが、詳しくはWindows 95 日本語版のヘルプをご覧く
ださい。

［詳細］シート

このプロパティシートはWindows 95 日本語版対応のプリ
ンタドライバ共通のものです。

通常ご使用になっている上では設定の変更の必要はありま
せんが、詳しくはWindows 95 日本語版のヘルプをご覧く
ださい。

タイムアウト設定の時間が短いと、複雑なデータやアプリ
ケーションによっては、印刷データ送信を中止することが
あります。その場合には、タイムアウト設定の時間を長く
してください。

［スプールの設定］ボタン

クリックすると右のダイアログボックスが表示さ
れます。

PrintAgentを使用する場合は、「プリンタス
プールの設定」ダイアログボックスで「このプ
リンタで双方向通信をサポートする」が選択
されている必要があります。

ヒント 

✎

チェック 

✔
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［共有］シート

このプロパティシートはWindows 95 日本語版対応のプリ
ンタドライバ共通のものです。

このプロパティシートはWindows 95対応のプリンタを
ネットワークで使用しているときのみ表示されます。プリ
ンタを共有するときの設定を行うシートです。詳しくは
Windows 95 日本語版のヘルプをご覧ください。

［用紙］シート

このプロパティシートは印刷する用紙に関する設定を行う
ものです。

「用紙サイズ」

印刷する用紙サイズ、縮小・拡大サイズを選択できま
す。リストボックス内の用紙アイコンをクリックして選
択します。

アプリケーションによっては縮小・拡大が正しく印
刷されないものがあります。

「印刷の向き」

ページを縦長（ポートレート）か横長（ランドスケープ）で使用するかを設定します。枠内の用紙アイコ
ンをクリックして選択します。

「丁合い」

複数の部数を指定した場合、丁合いの有無が有効になります。ジョブセパレート機能と組み合わせて
使用することによって、ソータ機能を実現することができます。
［プリンタスプールの設定］で［このプリンタで双方向通信機能をサポートする］を設定していないと使
用できません。

アプリケーションの印刷機能で丁合いの指定ができる場合がありますが、アプリケーション独自
の機能で実現するため、この「用紙」シートの設定とは連動しません。
丁合いを利用する場合は、アプリケーションとこの「用紙」シートのどちらか一方のみ指定してください。
この「用紙」シートで設定した場合は、NMPSの機能を利用するため、アプリケーションの処理が
各ページにつき1回で済むため、アプリケーションは早く解放されます。

Windows 95では、クライアント・サーバシステムにおいて「丁合い」の設定をご使用になるた
めには、クライアント、サーバ両者にPrintAgentのインストールが必要です。さらに、
PrintAgentのプロパティにおいて、クライアントでは「共有プリンタを利用する」が、サーバで
は「共有プリンタを提供する」をチェックしておく必要があります。

チェック 

✔

チェック 

✔

チェック 

✔
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「給紙方法」

給紙先ホッパをコンボボックスから選択します。コンボボックスには使用できる給紙方法が表示され
ます。自動にしておくと、選択されている用紙サイズがセットされているホッパから自動的に給紙さ
れます。

トレーから給紙を行う場合は、コンボボックス内の給紙方法を「トレー」にしてください。自動に
しておくとトレーからは給紙されません。また、トレーに用紙をセットした場合にはプリンタの
操作パネルの「トレー」スイッチでセットした用紙サイズを選択してください。

「用紙種類」

「給紙方法」が「トレー」のときのみ、用紙の種類を「普通紙」、「厚紙」、「OHP」の3種類から選択できま
す。「トレー」以外のときは「普通紙」のみとなり、選択することができません。

「部数」

印刷時の部数（コピー枚数）を指定することができます。1～99枚まで設定可能です。

アプリケーションの印刷機能で部数を設定できる場合があります。アプリケーション側で設定で
きる場合は、アプリケーション側で設定するようにしてください。

「ジョブセパレート機能を使用する」

ジョブセパレート機能を使用するかしないかを切り替えます。ジョブセパレート機能については「ジョ
ブセパレート機能」（210ページ）をご覧ください。

「リプリント機能を使用する」

リプリント機能を使用するかしないかを選択します。リプリント機能については「リプリント機能」
（207ページ）をご覧ください。

［バージョン情報］ボタン

クリックすると本プリンタドライバのバージョン情報が
表示されます。

［レイアウト］シート

このプロパティシートは両面印刷機能に関する設定を行う
ものです。両面印刷の詳細については「両面印刷機能」（214
ページ）をご覧ください。

［用紙］シートの［用紙サイズ］で「はがき」、「往復は
がき」、「封筒」が選択されている場合や、［用紙種
類］で「厚紙」、「OHP」が選択されている場合には、
両面印刷はできません。

「両面印刷」

片面印刷と両面印刷の切り替えを設定します。

チェック 

✔

チェック 

✔

チェック 

✔
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のトーシ］トウアイレ［
定設の」向方じ綴「

定設の」き向の刷印「のトーシ］紙用［

縦 横

じ綴辺長 A

じ綴左 じ綴上

じ綴辺長 B

じ綴右 じ綴下

じ綴辺短 A

　じ綴上 じ綴右

じ綴辺短 B

じ綴下 じ綴左

「綴じ方向」

綴じ方向と綴じしろを設定することができます。綴じ方向は［用紙］シートの「印刷の向き｣と［レイアウ
ト］シートの「両面印刷」の設定により、次のように選択肢が変わります。

1 2

A
B

C

A
B

C

1

2

A

A

B

B

C

C

綴じしろ

綴じしろは、0mm～20mmまで設定可能です。

印刷した用紙に穴を開けてファイルにとじたいときなど、穴を開ける余白（とじしろ）の幅を設定する
ことができます。0ミリから20ミリまで1ミリ単位で余白の設定ができます。
プリンタには、用紙の上下左右に数ミリほど印刷できない部分があります。「綴じしろ」で設定した値
にこの印刷できない部分の幅を加えた余白がとじしろになるため、実際に印刷されたとじしろと「綴じ
しろ」で設定した値は異なります（印刷できない部分についてはプリンタソフトウェアCD-ROM
［MANUAL］をご覧ください）。

「印刷開始ページ」

最初のページを両面印刷するかどうかを設定します。「表面」を選択すると最初のページから両面印刷
します。「裏面」を選択すると最初のページの裏面から印刷します。

3

2

5

2
35

3

2

5

3
2 5

2

3
5

23
5

2

3
52

3
5

A 「綴じしろ」で設定した余白
B 印刷できない範囲
C 印刷後の綴じしろ
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［グラフィックス］シート

このプロパティシートは印刷解像度やグラフィックスデー
タに対するプリンタの処理の設定を行うものです。

「解像度」

解像度を600dpi、400dpi、240dpiから選択できます。

「ディザリング」

グレイスケールイメージのデータをプリンタで処理でき
るように変換する設定です。

アプリケーションおよび印刷データによっては効果
がないことがあります。

蘆 なし................ グラフィックスのグレイを白か黒に変換します。この設定はテキストや線画などの印
刷に適しています。

蘆 パターン ....... グレイの濃淡を白地に黒いドットでできたパターンに変換します。ドットを周期的に
集中させて印刷する方式です。

蘆 誤差拡散法 ...「パターン」と同様にドットに変換する方法ですが、ドットを分散させて印刷する方式
です。パターンと誤差拡散法は好みに応じて使い分けてください。

「濃度」

グラフィックスの明暗を設定することができます。印刷を薄くするときは「明」の方向へ、濃くすると
きは「暗」の方向へスライドバーを設定してください。

「描画方法」

プリンタの描画方法を設定できます。

蘆自動.......................................... アプリケーションの種別によりプリンタで処理するかコンピュータで
処理するかを自動的に決定します。

蘆すべてプリンタ..................... プリンタで処理します。簡単な図形や文字中心のドキュメントが高速
に印刷できます。

蘆すべてビットマップ ............ コンピュータ側で文字、図形などをすべてビットマップ処理します。
複雑な図形が多いドキュメントが高速に印刷できます。

自動の場合、文字と図形の重ね合わせの結果が不正になる場合や反転文字などの文字修飾が不正
になる場合があります。このような場合には「すべてプリンタ」か「すべてビットマップ」を指定し
てください。

「ブラシパターンを拡大する」

解像度に合わせてブラシパターンの大きさを変える機能です。設定すると600dpiの解像度では網掛け
パターンを3倍に、400dpiでは2倍に拡大して印刷します。240dpiではこの設定は無効です。またアプ
リケーションによっては効果がないことがあります。

チェック 

✔

チェック 

✔
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「ビットマップを低解像度で印刷する」

ビットマップデータを1/2の解像度で印刷します。通常の印刷より高速で出力することができます。
［描画方法］で［すべてビットマップ］が選択されている場合、または［解像度］が600dpi以外の場合は使
用できません。

印刷データによってはハーフトーンがきれいに出ないことがあります。そのような場合はチェッ
クを外してください。

［グレイスケールの網点を細かく印刷する］

グレイスケールのパターンを細かく印刷します。グレイの濃淡を白地に黒いドットで作られたパター
ンで表現する際に、パターンの繰り返し周期が短くなります。お好みにより選択してください。

解像度が400dpiまたは240dpiに設定されている場合は、グレイ表示されて使用できません。

［フォント］シート

このプロパティシートはフォントカード、TrueTypeフォン
トに関する設定を行うものです。

「フォントカード」

「プリンタの構成」シートで設定されたオプションのフォ
ントカードが表示されます。プリンタとコンピュータが
双方向通信していれば自動的に表示されます。

「TrueTypeフォント」

TrueTypeフォントの置き換え方法を設定することがで
きます。

蘆 そのまま印刷
アプリケーションから送られたTrueTypeフォントイメージをそのまま印刷します。

蘆 一番近いプリンタフォントで印刷
アプリケーションから送られたTrueTypeフォン
トを書体が似ているプリンタフォントに置き換
えます。

蘆 指定したプリンタフォントで印刷
アプリケーションから送られたTrueTypeフォントを［置き換えるフォントの設定］ボタンによって
設定したプリンタフォントに置き換えます。

蘆 特殊文字をそのまま印刷
アプリケーションから送られたTrueTypeフォントをプリンタフォントに置き換える際、IBM拡張
漢字などフォントのデザインが異なる特殊文字はそのまま印刷するかどうかを設定します。

epyTeurT トンォフ → トンォフタンリプ

　 AF 朝明 → 朝明

　 AF クッシゴ → クッシゴ

　 SM 朝明 → 朝明

　 SM クッシゴ → クッシゴ

チェック 

✔

チェック 

✔
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［置き換えるフォントの設定］ボタン

右のダイアログボックスを使って置き換えるプリンタフォントを設定
します。それぞれフォントを選択して［OK］ボタンをクリックするこ
とで置き換えが設定されます。
［標準に戻す］ボタンをクリックするとフォントの置き換えに関する設
定を標準設定に戻すことができます。

フォントの置き換えについて

文字セットが異なるフォント、デザインが著しく異なるフォントへの置き換えは行わないでくだ
さい。期待どおりの印刷結果にならない場合があります。またOCR-Bフォントを使用する場合は
プリンタソフトウェアCD-ROM［MANUAL］の「疑似OCR-Bフォントについて」をご覧くださ
い。

「文字を白黒で印刷する」

文字の色を、グレイを使わずに、白か黒のどちらかで印刷します。

［印刷品質］シート

このプロパティシートは印刷品質に関する設定を行うもの
です。

「SET機能」

SET機能を使用するかしないかを選択します。SET機能
を使用するとテキストやグラフィックのエッジのギザギ
ザをなくし、画質を向上させることができます。

「トナー節約機能」

トナー節約モードを使用するかしないかを切り替えま
す。

トナー節約機能を使用すると、細い線、濃度の薄い印刷、網かけおよびグラデーションが不鮮明
になることがあります。本機能は試し印刷などにご使用ください。また、2200X2/2200XE/
2000X2は内蔵の疑似OCR-Bフォントの印刷もできますが、疑似OCR-Bフォントの印刷を行う
場合にはトナー節約機能は使用しないでください。印刷がかすれ、OCR読み取り装置が読み取り
エラーを起こすことがあります。

「印刷濃度の設定」

印刷濃度を5段階の中からスライドバーで設定します。

「従来互換の印刷範囲を使用する」

印刷範囲を以前のMultiWriterシリーズのプリンタと同じ印刷範囲に設定する場合に選択します。

チェック 

✔

チェック 

✔
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［フォーム］シート

このプロパティシートの設定はフォーム印刷を利用してい
るときに使用できます。

フォーム印刷とは見出し文字や罫線枠などのフォーム
データを文書データと重ね合わせて印刷することで
す。フォームデータを作成するには別売のアプリケー
ションが必要です。

「フォーム印刷」

フォーム印刷をする場合、「ファイル」コンボボックスか
ら使用したいフォームファイルを選びます。コンボボッ
クスに希望のファイルがない場合は［ファイル参照］ボタ
ンをクリックして他の場所のファイルを参照することが
できます。

［補助機能］シート

このプロパティシートでは、印刷時にプリンタの操作パネル
の下段に表示する文字列を設定します。

「操作パネル表示」

蘆 なし.......................プリンタの操作パネルの下段には何
も表示しません。

蘆 ユーザ名 ..............ネットワーク上にログインしたとき
のユーザ名が操作パネルの下段に表
示されます。「ユーザ名」をチェック
すると「表示文字列」テキストボック
スでユーザ名が確認できます。

蘆 指定文字列 ..........プリンタの操作パネルの下段に「表示文字列」に入力した文字列が表示されます。
蘆 表示文字列 ..........プリンタの操作パネルの下段に表示される文字列です。［指定文字列］を選択した

場合は、16文字まで入力可能になります。入力可能な文字については次のページ
の表を参照してください。［ユーザ名］を選択した場合は、ユーザ名が表示されま
す。

ヒント 

✎

ホッハ゜　　　　　Ａ４　ホ゜ート 
 ユーサ゛１　＜ＳＵＺＵＫＩ＞　　 
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表示文字列に入力可能な文字一覧

* 半角文字のみ入力可能です。
* 「SP」は半角スペースです。

［プリンタの構成］シート

このプロパティシートはプリンタの構成を表示・設定する
ものです。プリンタとコンピュータで双方向通信が行われ
ているとプリンタに装着されているカード、メモリ、オプ
ション装置が表示されます。双方向通信ができない場合は
それぞれ表示される項目から選択し、プリンタの構成を設
定します。

「フォントカード」

蘆 なし
蘆 教科書体-M　漢字アウトラインフォントカード
蘆 丸ゴシック体-M　漢字アウトラインフォントカード
蘆 瑞筆行書体-M　漢字アウトラインフォントカード

「メモリ」

［MultiWriter 2200XE/2000X2の場合］ ［MultiWriter 2200X2の場合］
蘆 4MB（標準） 蘆 8MB（標準）
蘆 12MB（標準＋8MB） 蘆 16MB（標準＋8MB）
蘆 20MB（標準＋16MB） 蘆 24MB（標準＋16MB）
蘆 36MB（標準＋32MB） 蘆 40MB（標準＋32MB）

PS ! # $ % & ‘ ( ) =

- ' ^ ｜ ¦ @ { [ + ;

* : } ] < , > . ? /

_

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H I J

K L M N O P Q R S T

U V W X Y Z

a b c d e f g h i j

k l m n o p q r s t

u v w x y z

ｱ ｲ ｳ ｴ ｵ ｶ ｷ ｸ ｹ ｺ

ｻ ｼ ｽ ｾ ｿ ﾀ ﾁ ﾂ ﾃ ﾄ

ﾅ ﾆ ﾇ ﾈ ﾉ ﾊ ﾋ ﾌ ﾍ ﾎ

ﾏ ﾐ ﾑ ﾒ ﾓ ﾔ ﾕ ﾖ ﾗ ﾘ

ﾙ ﾚ ﾛ ﾜ ｦ ﾝ ｧ ｨ ｩ ｪ

ｫ ｬ ｭ ｮ ｯ ﾞ ﾟ - ｢ ｣

､ ｡ ･
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「オプション装置」

［MultiWriter 2200XE/2000X2の場合］ ［MultiWriter 2200X2の場合］
蘆 ホッパ2 蘆 ホッパ2

■ 増設ホッパ（250） ■ 増設ホッパ（250）
■ 増設ホッパ（500） ■ 増設ホッパ（500）

蘆 ホッパ3 蘆 ホッパ3
■ 増設ホッパ（250） ■ 増設ホッパ（250）
■ 増設ホッパ（500） ■ 増設ホッパ（500）

蘆 両面印刷ユニット

［プリンタの状態］シート

このプロパティシートは現在のプリンタの状態を表示する
ものです。プリンタの状態を次の項目で表示し、使用でき
る給紙装置*についてはイラストで表示されます。

蘆 プリンタ名
蘆 解像度
蘆 メモリ*
蘆 フォントカード*
蘆 プリンタの状態（印刷可能かどうか）

* プリンタとコンピュータで双方向通信が行われてないときは「プリ
ンタ設定」ダイアログボックスの設定が表示されます。

［ウォームアップ開始］ボタン

［ウォームアップ開始］ボタンは双方向通信が行われており、プリンタが節電状態のときのみ有効で
す。印刷を開始する前にボタンをクリックしておくと、あらかじめプリンタのウォームアップが開始
され、ウォームアップによる待ち時間が少なくなります。

［PSW］ボタン

［PSW］ボタンはPrintAgentをインストールしている場合に有効です。ボタンをクリックするとプリン
タステータスウィンドウ（PSW）を起動させることができます。

「リモートパネル」ボタン

［リモートパネル］ボタンはPrintAgentをインストールし、かつ使用権限のある場合でのみ有効です。
このボタンをクリックするとリモートパネルが起動し、プリンタを設定変更することができます。詳
細については「リモートパネルでの設定」（191ページ）をご覧ください。

使用権限の詳細は「PrintAgentヘルプ」で「プリンタのアクセス権とご利用になれるユーティリティ」および
「セキュリティ」をご覧ください。

プリンタステータスウィンドウやリモートパネルが起動しない場合は、PrintAgentソフトウェ
アが正常にインストールされていないことが考えられます。この場合、Windows 95の「コント
ロールパネル」の中にある「アプリケーションの追加と削除」を使っていったんプリンタソフトウェ
アをすべて削除（アンインストール）して、再びインストールしてください。詳細については29
ページをご覧ください。

チェック 

✔
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重要 

NMPSソフトウェアをインストールする
ここでは、Windows NT4.0 日本語版にNMPSソフトウェアをインストールして、プリンタを指定するま
での方法について説明します。

PrintAgentをインストールする場合は、実施者が「Administrators」または「DomainAdmins」
グループのメンバーである必要があります。どちらのメンバーでもない場合は、インストールを
行うことはできません。

インストール方法については、次の4つの方法があります。

インストール方法 漓 コンピュータが単独、あるいはサーバであるとき
滷 コンピュータがクライアントであるとき
澆 LANボード内蔵のプリンタへ印刷するとき
潺 ネットワークサーバからインストールするとき

次ページのフローチャートを参照して、環境に合ったインストール方法を選択してください。インストー
ル方法4については、71ページを参照してください。

Windows NT4.0  日本語版
をお使いの場合

MultiWriter 2200X2/2200XEをお使いのお客様へ

本書中にMultiWriter 2200X2/2200XE用の記述
がない場合は、2000X2の記述を2200X2または
2200XEと読み替えてください。
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インストール方法の選択

MultiWriter 2000X2の接続されている環境により、NMPSソフトウェアのインストール方法が異なりま
す。フローチャートを参照しながら、環境に合ったインストール方法を選択してください。

Start

プリンタをネット
ワークで使います

か？

プリンタはLANボード
で接続していますか？

直接プリンタがつながっているPCに
NMPSソフトウェアをインストールす
る　
　→　インストール方法漓 53ページ

プリンタをネット
ワーク内で共有できる

ようにしますか？

プリンタを「共有設定」にする
→57ページ

同一ネットワーク上
の他のPCにNMPSソフト

ウェアをインストール
しますか？

END

YES

YES

NO

NO

YES

NO

NO

YES

インストール方法漓 　
53ページ

インストール方法澆　
64ページ

インストール方法滷　
59ページ

Windows NT4.0 日本語版でのインストール方法の選択
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インストール方法　漓（コンピュータが単独、あるいはサーバであるとき）

次のような環境で接続されているプリンタに印刷したいときは、以下の方法でインストールします。

1. ［スタート］ボタンをクリックし、［ファイル名を
指定して実行］をクリックする。

2. プリンタソフトウェアCD-ROMをCD-ROMド
ライブにセットする。

3. プリンタソフトウェアCD-ROM内のセットアッ
ププログラム名を入力して［OK］ボタンをク
リックする。

［名前:］のボックスにCD-ROMをセットしたド
ライブ名、コロン（:）、円記号（¥）に続けて次の
ようにセットアッププログラム名を入力しま
す。

2000X2の場合は　MW2000X2¥DISK1¥SETUP
2200X2の場合は　MW2200X2¥DISK1¥SETUP
2200XEの場合は　MW2200XE¥DISK1¥SETUP

セットアッププログラム名は［参照］ボタンをクリックして［ファイルの参照］ダイアログボックスから
でも入力できます。

フロッピィディスクからインストールしたい場合は、「NMPSソフトウェアをフロッピィディ
スクで必要な場合」（ユーザーズマニュアル［1/2］の16ページまたは本書のvページ）をご覧く
ださい。

Windows NT4.0

MultiWriter 2000X2 
（プリントサーバに接続・共有プリンタ） 

クライアント 

Windows NT3.51

Windows NT4.0

プリントサーバ 
または 

クライアント 

Windows 95

クライアント 

クライアント 

Windows 95

プリンタケーブル 

LANケーブル 

チェック 

✔
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4. ［次へ＞］ボタンをクリックする。

5. ［次へ＞］ボタンをクリックする。

6. ［ローカルプリンタ］を選んで、［次へ＞］ボタン
をクリックする。

7. 希望のポート（例えば「LPT1:」）を選んで［次へ＞］
ボタンをクリックする。

プリンタドライバのインストールを開始しま
す。インストールを完了するとPrintAgentをイ
ンストールする準備が始まります。
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8. インストール先のディレクトリを確認して［次へ
＞］ボタンをクリックする。

ディレクトリを変更したいときは、［参照］ボタ
ンをクリックしてください。

インストール先のディスク空き容量が少ない場
合は、ディレクトリの変更を行う画面が現れま
す。ディレクトリを変更してください。

プリンタドライバのみインストール
し、PrintAgentをインストールしない
場合は［キャンセル］ボタンをクリック
します。

9. プライベートスプールファイルを作成するディ
レクトリを確認して［次へ＞］ボタンをクリック
する。

インストール先のディスク空き容量が少ない場
合はディレクトリの変更を行う画面が現れま
す。ディレクトリを変更してください。

PrintAgentのインストールを開始します。イン
ストールを完了すると［情報］ダイアログボック
スが表示されます。

10.［OK］ボタンをクリックする。

チェック 

✔

OSの双方向通信モジュールを更新する
必要がある場合、再起動を促すダイア
ログボックスが表示されることがあり
ます。

表示された場合は画面の指示に従いコ
ンピュータの再起動を行ってくださ
い。

チェック 

✔

11.［プリンタ］フォルダ内に、［NEC MultiWriter
2000X2］アイコンが登録されたことを確認す
る。
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蘆 PrintAgent　お読みください................使用上の注意事項などです。
蘆 PrintAgent　システムメニュー............PrintAgentのシステムメニューです。
蘆 PrintAgent　システム起動 ....................PrintAgentシステムを起動します。
蘆 PrintAgent　ヘルプ.................................ヘルプです。
蘆 プリンタステータスウィンドウ ............プリンタステータスウィンドウを起動します。
蘆 リモートパネル .........................................リモートパネルを起動します。

12. タスクバーのトレイに、［PrintAgentシステム］
アイコンが登録されたことを確認する。

13. スタートメニューの［プログラム］に［MultiWriter 2000X2］というフォルダが追加され、そのフォルダ
の中にさらに以下のアイコンが登録されたことを確認する。
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3. ［ファイル］メニューの［共有］をクリックする。

［NEC MultiWriter 2000X2のプロパティ］ダイア
ログが表示されます。

MultiWriter 2000X2を共有プリンタにする場合
1. [スタート]ボタンをクリックし、[設定]をクリッ

クする。次に[プリンタ]をクリックする。

[プリンタ]フォルダが開きます。

4. ［共有］タブをクリックする。

5. ［共有する］を選択する。

［共有名］でそのプリンタの共有名を設定しま
す。

6. ［OK］ボタンをクリックする。

以上で共有の設定は終了です。

2. ［プリンタ］フォルダ内の［NEC Mul t iWr i ter
2000X2］アイコンをクリックする。
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PrintAgentを追加インストールする
プリンタドライバのみインストールし、PrintAgentをインストールしなかった場合は、次の手順で
PrintAgentを追加インストールすることができます。

1. プリンタソフトウェアCD-ROMをCD-ROMドラ
イブにセットする。

2. ［スタート］ボタンをクリックし、［ファイル名を
指定して実行］をクリックする。

3. プリンタソフトウェアCD-ROM内のセットアッ
ププログラム名を入力して［OK］ボタンをク
リックする。

［名前:］のボックスにCD-ROMをセットしたド
ライブ名、コロン（:）、円記号（¥）に続けて次の
ようにセットアッププログラム名を入力しま
す。

2000X2の場合は　MW2000X2¥DISK1¥SETUP
2200X2の場合は　MW2200X2¥DISK1¥SETUP
2200XEの場合は　MW2200XE¥DISK1¥SETUP

以降は55ページの手順8から続けてください。
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インストール方法　滷（コンピュータがクライアントであるとき）

ネットワーク環境で、クライアントから共有プリンタへ印刷したいときは、次の方法でインストールしま
す。

1. Microsoft Windows NT4.0 日本語版を起動す
る。

2. ［スタート］ボタンをクリックし、［ファイル名を
指定して実行］をクリックする。

MultiWriter 2000X2 
（プリントサーバに接続・共有プリンタ） 

クライアント 

Windows NT3.51

Windows95

プリントサーバ 
または 

クライアント 

Windows NT4.0

クライアント 

クライアント 

Windows 95

プリンタケーブル 

LANケーブル 
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3. プリンタソフトウェアCD-ROMをCD-ROMド
ライブにセットする。

4. プリンタソフトウェアCD-ROM内のセットアッ
ププログラム名を入力して［OK］ボタンをクリッ
クする。

［名前:］のボックスにCD-ROMをセットしたドラ
イブ名、コロン（:）、円記号（¥）に続けて次のよ
うにセットアッププログラム名を入力します。

2000X2の場合は　MW2000X2¥DISK1¥SETUP
2200X2の場合は　MW2200X2¥DISK1¥SETUP
2200XEの場合は　MW2200XE¥DISK1¥SETUP

セットアッププログラム名は［参照］ボタンをクリックして［ファイルの参照］ダイアログボックスからで
も入力できます。

フロッピィディスクからインストールしたい場合は、「NMPSソフトウェアをフロッピィディ
スクで必要な場合」（ユーザーズマニュアル［1/2］の16ページまたは本書のvページ）をご覧く
ださい。

5. ［次へ＞］ボタンをクリックする。

6. ［次へ＞］ボタンをクリックする。

チェック 

✔
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8. プリンタの接続先を指定して［OK］ボタンをク
リックする。

［プリンタ］に直接入力するか、一覧より選択し
ます。

プリンタドライバのインストールを開始しま
す。インストールを完了するとPrintAgentをイ
ンストールする準備が始まります。

9. インストール先のディレクトリを確認して［次へ
＞］ボタンをクリックする。

ディレクトリを変更したいときは、［参照］ボタ
ンをクリックしてください。

インストール先のディスク空き容量が少ない場
合は、ディレクトリの変更を行う画面が現れま
す。ディレクトリを変更してください。

プリンタドライバのみインストール
し、PrintAgentをインストールしない
場合は［キャンセル］ボタンをクリック
します。

10. プライベートスプールファイルを作成するディ
レクトリを確認して［次へ＞］ボタンをクリック
する。

インストール先のディスク空き容量が少ない場
合はディレクトリの変更を行う画面が現れま
す。ディレクトリを変更してください。

PrintAgentのインストールを開始します。イン
ストールを完了すると［情報］ダイアログボック
スが表示されます。

7. ［ネットワークプリンタ］を選んで、［次へ＞］ボ
タンをクリックする。

チェック 

✔
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12.［プリンタ］フォルダ内に［NEC Mult iWr iter
2000X2］アイコンが登録されたことを確認す
る。

13. タスクバーのトレイに、［PrintAgentシステム］
アイコンが登録されたことを確認する。

OSの双方向通信モジュールを更新する
必要がある場合には、再起動を促すダ
イアログボックスが表示されることが
あります。

表示された場合は画面の指示に従いコ
ンピュータの再起動を行ってくださ
い。

チェック 

✔

11.［OK］ボタンをクリックする。
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3. プリンタソフトウェアCD-ROM内のセットアッ
ププログラム名を入力して［OK］ボタンをク
リックする。

［名前:］のボックスにCD-ROMをセットしたド
ライブ名、コロン（:）、円記号（¥）に続けて次の
ようにセットアッププログラム名を入力しま
す。

2000X2の場合は　MW2000X2¥DISK1¥SETUP
2200X2の場合は　MW2200X2¥DISK1¥SETUP
2200XEの場合は　MW2200XE¥DISK1¥SETUP

以降は61ページの手順9から続けてください。

14. スタートメニューの［プログラム］に［MultiWriter 2000X2］というフォルダが追加され、そのフォルダ
の中にさらに以下のアイコンが登録されたことを確認する。

蘆 PrintAgent　お読みください................使用上の注意事項などです。
蘆 PrintAgent　システムメニュー............PrintAgentのシステムメニューです。
蘆 PrintAgent　システム起動 ....................PrintAgentシステムを起動します。
蘆 PrintAgent　ヘルプ.................................ヘルプです。
蘆 プリンタステータスウィンドウ ............プリンタステータスウィンドウを起動します。
蘆 リモートパネル .........................................リモートパネルを起動します。

PrintAgentを追加インストールする
プリンタドライバのみインストールし、PrintAgentをインストールしなかった場合は、次の手順で
PrintAgentを追加インストールすることができます。

1. プリンタソフトウェアCD-ROMをCD-ROMドラ
イブにセットする。

2. ［スタート］ボタンをクリックし、［ファイル名を
指定して実行］をクリックする。
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インストール方法　澆（LANボード内蔵のプリンタへ印刷するとき）

ネットワーク内のコンピュータから、マルチプロトコルLANボードを内蔵しているLANプリンタへ印刷
したいときは、次の方法でインストールします。

チェック 

✔

1. Microsoft Windows NT4.0 日本語版を起動す
る。

クライアント クライアント 

Windows NT4.0Windows95

Windows NT3.51

プリントサーバ 

プリンタケーブル 

LANケーブル 

マルチプロトコルLANボードを使って、LANプリンタとしてご使用になる前に、次のことを確
認してください。
1. マルチプロトコルLANボードが確実に取り付けられていることを、コンフィギュレーショ

ンページの印刷を行って確認してください（詳細はマルチプロトコルLANボードの取扱説明
書を参照してください）。

2. マルチプロトコルLANボードに添付されている取扱説明書に従って、マルチプロトコル
LANボードに割り付けてあるIPアドレスを設定してください。

3. インストールするとき、また印刷先をLANプリンタに設定するときは、LANプリンタの電
源が入っていることを確認してください。
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5. ［次へ＞］ボタンをクリックする。

6. ［次へ＞］ボタンをクリックする。

2. ［スタート］ボタンをクリックし、［ファイル名を
指定して実行］をクリックする。

3. プリンタソフトウェアCD-ROMをCD-ROMドラ
イブにセットする。

4. プリンタソフトウェアCD-ROM内のセットアッ
ププログラム名を入力して［OK］ボタンをクリッ
クする。

［名前:］のボックスにCD-ROMをセットしたドラ
イブ名、コロン（:）、円記号（¥）に続けて次のよ
うにセットアッププログラム名を入力します。

2000X2の場合は　MW2000X2¥DISK1¥SETUP
2200X2の場合は　MW2200X2¥DISK1¥SETUP
2200XEの場合は　MW2200XE¥DISK1¥SETUP

セットアッププログラム名は［参照］ボタンをクリックして［ファイルの参照］ダイアログボックスからで
も入力できます。

フロッピィディスクからインストールしたい場合は、「NMPSソフトウェアをフロッピィディ
スクで必要な場合」（ユーザーズマニュアル［1/2］の16ページまたは本書のvページ）をご覧く
ださい。

チェック 

✔
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9. インストール先のディレクトリを確認して［次へ
＞］ボタンをクリックする。

ディレクトリを変更したいときは、［参照］ボタ
ンをクリックしてください。

インストール先のディスク空き容量が少ない場
合は、ディレクトリの変更を行う画面が現れま
す。ディレクトリを変更してください。

10. プライベートスプールファイルを作成するディ
レクトリを確認して［次へ＞］ボタンをクリック
する。

インストール先のディスク空き容量が少ない場
合はディレクトリの変更を行う画面が現れま
す。ディレクトリを変更してください。

PrintAgentのインストールを開始します。イン
ストールを完了すると［情報］ダイアログボック
スが表示されます。

7. ［次へ＞］ボタンをクリックする。

8. ［次へ＞］ボタンをクリックする。

プリンタドライバのインストールを開始しま
す。インストールを完了するとPrintAgentをイ
ンストールする準備が始まります。
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OSの双方向通信モジュールを更新する
必要がある場合には、再起動を促すダ
イアログボックスが表示されることが
あります。

表示された場合は画面の指示に従いコ
ンピュータの再起動を行ってくださ
い。

12.［プリンタ］フォルダ内に、［NEC MultiWriter
2000X2］アイコンが登録されたことを確認す
る。

13. タスクバーのトレイに、［PrintAgentシステム］
アイコンが登録されたことを確認する。

11.［OK］ボタンをクリックする。

チェック 

✔
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続いて「ポートの追加」を行います。「ポートの追加」は、NMPSソフトウェアのインストールにより作成さ
れたプリンタの［プロパティ］ダイアログボックス上で行います。

15.［MultiWriter 2000X2のプロパティ］ダイアログ
ボックスを表示する。

［プリンタ］フォルダの［NEC  Mu l t iW r i t e r
2000X2」アイコンをマウスの右ボタンでクリッ
クし、［プロパティ］をクリックします。

14. スタートメニューの［プログラム］に［MultiWriter 2000X2］というフォルダが追加され、そのフォルダ
の中にさらに以下のアイコンが登録されたことを確認する。

蘆 PrintAgent　お読みください................使用上の注意事項などです。
蘆 PrintAgent　システムメニュー............PrintAgentのシステムメニューです。
蘆 PrintAgent　システム起動 ....................PrintAgentシステムを起動します。
蘆 PrintAgent　ヘルプ.................................ヘルプです。
蘆 プリンタステータスウィンドウ ............プリンタステータスウィンドウを起動します。
蘆 リモートパネル .........................................リモートパネルを起動します。
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18.［NEC Network Port］をクリックし、［新しい
ポート］ボタンをクリックする。

16.［ポート］タブをクリックする。

［ポート］プロパティシートが開きます。

17.［ポートの追加］ボタンをクリックする。
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19. マルチプロトコルLANボードに割り付けてある
「IPアドレス」を入力し、［OK］ボタンをクリック
する。

IPアドレス設定の確認は、マルチプロトコル
LANボード（PC-PR-L01、PC-PR-L02）取扱説明
書をご覧ください。

画面は［ポート］プロパティシートに戻ります。

20.［OK］ボタンをクリックする。

これで「ポートの追加」は終了です。
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重要 

インストール方法　潺（ネットワークサーバからインストールするとき）

Windows NT4.0 日本語版をネットワークサーバに利用している場合、ネットワークサーバからネット
ワーククライアントへCD-ROM（プリンタソフトウェアCD-ROM）を使わないでNMPSソフトウェアをイン
ストールすることができます。

この方法は、まずプリンタソフトウェアCD-ROMのデータをいったんネットワークサーバにコピーし、
サーバから必要なOSのNMPSソフトウェアをクライアントにインストールするものです。

CD-ROMを使って直接各クライアントにインストールする方法に比べて、時間と手間が省けます。大規模
なネットワーク環境でMultiWriter 2200X2/2200XE/2000X2をお使いになる場合、この方法でインス
トールすることをお勧めします。

ネットワークサーバからのインストールは、「ネットワーク管理者」が行ってください。

MultiWriter 2000X2 
（LANボード内蔵・LANプリンタ） 

MultiWriter 2000X2 
（プリントサーバに接続・共有プリンタ） 

MultiWriter 2000X2 
（クライアントに接続・ローカルプリンタ） 

クライアント 
(Windows95/NT)

クライアント 
(Windows95/NT)

プリントサーバ 
(Windows95/NT)

サーバ 
（WindowsNT） 

MultiWriter 2000X2 
（サーバに接続・共有プリンタ） 
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ネットワークサーバのインストール準備
1. ［スタート］ボタンをクリックし、［ファイル名を

指定して実行］をクリックする。

2. プリンタソフトウェアCD-ROMをCD-ROMド
ライブにセットする。

3. プリンタソフトウェアCD-ROM内のセットアッ
ププログラム名を入力して［OK］ボタンをクリッ
クする。

［名前:］のボックスにCD-ROMをセットしたドラ
イブ名、コロン（:）、円記号（¥）に続けて次のよ
うにセットアッププログラム名を入力します。

2000X2の場合は　MW2000X2¥DISK1¥SETUP/A
2200X2の場合は　MW2200X2¥DISK1¥SETUP/A
2200XEの場合は　MW2200XE¥DISK1¥SETUP/A

セットアッププログラム名は［参照］ボタンをクリックして［ファイルの参照］ダイアログボックスからで
も入力できます。

4. ［OK］ボタンをクリックする。

5. インストール先のディレクトリをフルパスで指
定し、［OK］ボタンをクリックする。
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ネットワーククライアントへのインストール
ネットワーククライアントへのインストールは各OSでの方法に従います。ただし、「ファイル名を指定し
て実行］するファイルやDLLファイルのコピー元は、インストール準備したサーバのディレクトリを選んで
ください（プリンタソフトウェアCD-ROMは使用しません）。

蘆 Windows 95 日本語版は21ページからのインストール方法澆と同じ手順です。

蘆 Windows NT4.0 日本語版は64ページからのインストール方法澆と同じ手順です。

蘆 Windows NT3.51 日本語版は116ページからのインストール方法澆と同じ手順です。

6. ［標準］か［カスタム］のいずれかにチェックをし
て、［OK］ボタンをクリックする。

［標準］はNMPSソフトウェアの全部を選択しま
す。［標準］を選択した場合はファイルのコピー
が始まります。手順8に進んでください。

［カスタム］はインストールしたPrintAgentのプ
ログラムを選ぶことができます。［カスタム］を
選択した場合は手順7に進んでください。

7. インストールしたい項目をチェックし、［OK］ボ
タンをクリックする。

ファイルのコピーが始まります。

8. インストールが終了したら、［OK］ボタンをク
リックする。

これでインストールの準備ができました。
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アンインストールするときは
NMPSソフトウェアを再インストールするときは、一度既存のNMPSソフトウェアを削除（アンインス
トール）してから行います。ここでは削除方法を説明します。

蘆 PrintAgentをアンインストールする場合は、実施者が「Administrators」または「Domain
Admins」グループのメンバーである必要があります。どちらのメンバーでもない場合は、
アンインストールを行うことはできません。

蘆 PrintAgentをインストール時に指定した、PrintAgentモジュールのディレクトリ名（指定
しなければ「PrintAgent」になります）を変更している場合、アンインストールは正常に行え
ません。変更されているディレクトリ名をインストール時のディレクトリ名に戻してからア
ンインストールを行ってください。

蘆 PrintAgent対応プリンタのプロパティダイアログボックスを表示しているとアンインス
トールを行えません。ダイアログボックスを閉じてから行ってください。

蘆 どのOSでもMultiWriter 2200X2/2200XE/2000X2で印刷中はアンインストールを
行えません。印刷が終了してからアンインストールを行ってください。

蘆 PrintAgent対応機種が複数インストールされている状態で、MultiWriter 2000Xの
PrintAgentをアンインストールすると、他の機種のPrintAgentが使用できなくなります。
また、MultiWriter 2200XのPrintAgentをアンインストールすると、一部の機能が使用
できなくなります。他の機種のPrintAgentをアンインストールしてからMultiWriter
2200X/2000Xのアンインストールをし、必要な機種のPrintAgentをインストールしな
おしてください。

プリンタドライバのアンインストール

次の手順に従ってプリンタドライバをアンインストールします。PrintAgentをアンインストールするとき
もはじめにプリンタドライバをアンインストールしてください。

1. [スタート]ボタンをクリックし、[設定]をクリッ
クする。次に[プリンタ]をクリックする。

[プリンタ]フォルダが開きます。

重要 
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2. 「NEC MultiWriter 2000X2」アイコンをクリック
する。

3. [ファイル]メニューの[削除]をクリックする。

「プリンタ'NEC MultiWriter 2000X2'を削除して
もよろしいですか?」とメッセージが表示されま
す。

4. [はい]ボタンをクリックする。

MultiWriter 2000X2プリンタドライバがアンイ
ンストールされます。

PrintAgentのアンインストール

次の手順に従ってPrintAgentをアンインストールします。PrintAgentをアンインストールする前にプリン
タドライバをアンインストールしてください。

1. [スタート]ボタンをクリックし、[設定]をクリッ
クする。次に[コントロールパネル]をクリックす
る。

[コントロールパネル]フォルダが開きます。

プリンタソフトウェアCD-ROMは挿入
しません。チェック 

✔
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2. ［アプリケーションの追加と削除］をダブルク
リックする。

［アプリケーションの追加と削除のプロパティ］
ダイアログボックスが表示されます。

3. ［インストールと削除］タブをクリックする。

4. 自動的に削除できるソフトウェアの一覧から
［NEC PrintAgent for MultiWriter 2000X2］を
選択し、［追加と削除］ボタンをクリックする。

次の［PrintAgentのアンインストール］ダイアロ
グボックスを表示するまで、1～2分要すること
があります。

5. ［OK］ボタンをクリックする。

次の［ファイル削除の確認］ダイアログボックス
を表示するまでに、1～2分要することがありま
す。
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7. ［すべてはい］ボタンをクリックする。

8. ［はい］ボタンをクリックする。

9. アンインストールが終了したら、［OK］ボタンを
クリックする。

10.［OK］ボタンをクリックする。

6. [はい]ボタンをクリックする。
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印刷の設定
ここではNMPSソフトウェアを使った印刷の設定のしかたと実行の手順について説明します。

印刷する

ここでは、Windows NT4.0に付属されている日本語ワードプロセッサ「ワードパッド」を例にとって一般
的な印刷手順について説明します。任意のワードパッド文書を表示させて次の手順を確認してください。

お使いになるアプリケーションによってはメニュー構成など多少異なる点があるかもしれません。詳細は
アプリケーションのマニュアルをご覧ください。

1. ［ファイル］メニューの［印刷］をクリックする。

［印刷］ダイアログボックスが開きます。

2. 使用する「プリンタ名：」として「NEC
MultiWriter 2000X2」が選択されていることを
確認する。

もし選択されていなければ選択し直します。

→「プリンタを選択する」（次ページ）参照

3. 印刷範囲、部数を指定する。

用紙サイズなど、さらに詳しい設定をしたい場
合は［プロパティ］ボタンをクリックし、設定変
更します。

→「プリンタドライバから設定する」（82ページ）
参照
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4. 印刷の設定が終わったら［OK］ボタンをクリック
する。

印刷が開始されると画面上に右のような「プリン
タステータスウィンドウ」が現れます。

印刷を行っているときは、用紙カセッ
トを引き抜かないでください。紙づま
りが発生するだけでなく、プリンタの
故障の原因となる場合があります。

プリンタステータスウィンドウは印刷の状態を
アニメーション表示したり、印刷中止を指令す
ることができます。

→「プリンタステータスウィンドウ」（178ページ）
参照

印刷が終了するとプリンタステータスウィンド
ウは「印刷を終了しました」の音声メッセージを
通知してウィンドウを閉じます。

プリンタを選択する

お使いになっているアプリケーションによっては「プリンタの設定」ダイアログボックスを使って
MultiWriter 2000X2を「通常使うプリンタ」として選択することができます。詳しくはアプリ
ケーションのマニュアルをご覧ください。

1. [スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイン
トにする。次に[プリンタ]をクリックする。

[プリンタ]フォルダが開きます。

ヒント 

✎

重要 
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2. ［NEC MultiWriter 2000X2］アイコンをマウスの
右ボタンでクリックする。

メニューが表示されます。

プリンタドライバがインストールされていない
と「NEC MultiWriter 2000X2」は表示されませ
ん。インストール済みのプリンタドライバは「プ
リンタ」ウィンドウ内にアイコンで表示されてい
ます。

3. メニューの［通常使うプリンタに設定］をクリッ
クする。

すでに設定されている場合はチェックマークが
表示されています。またこの設定は他のプリン
タを選択しないかぎり変更されません。

印刷の詳細設定を行う

印刷の設定を行う方法として、リモートパネルから行う方法とプリンタドライバのプロパティから行う方
法があります。これら2つの方法の違いは次のとおりです。

蘆 リモートパネルから設定した場合

リモートパネルで設定した内容は、プリンタ内部の不揮発性メモリに書き込まれます。したがって、
設定した内容は印刷した後も継続され、プリンタの初期化または設定の変更を行うまで保持されま
す。設定した内容は電源をOFFにしても変わりません。
リモートパネルでの設定の詳細は191ページをご覧ください。

蘆 プリンタドライバから設定した場合

プリンタドライバで設定した内容は、現在印刷しているデータのみに有効です。
印刷が終了すると、設定した内容はクリアされ変更前の設定に戻ります。
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重要 

リモートパネル、プリンタドライバともPrintAgentにより、プリンタの状態や設定されている内容を確認
しながらプリンタの設定ができます。
ただし、PrintAgentを動作させる前に、これらの事項をご確認ください。

PrintAgentを動作させる前に

蘆 PrintAgentはローカルプリンタに対してもネットワーク上の共有プリンタに対しても使用
できます。ただしネットワーク上で使われる場合PrintAgentソフトウェアはサーバ、クラ
イアント両者にインストールされている必要があります（詳細については3ページをご覧くだ
さい）。

蘆 Windows NT4.0の場合、PrintAgentの機能を十分に発揮させるためには、プリンタのプ
ロパティの［ポート］の［双方向サポートを有効にする］をチェックしておく必要があります。

蘆 ネットワーク共有プリンタが直接つながっているコンピュータのOSがWindows NT4.0の
場合のプリンタプールはサポートしていません。サーバコンピュータのプリンタプールを無
効にするにはサーバコンピュータ上ですべてのプリンタの「プリンタのプロパティ」－「ポー
ト」タブの「プリンタプールを有効にする」のチェックを外してください。「プリンタプールを
有効にする」をチェックした場合、プリンタの状態が正しく表示されません。権限がない場
合は管理者に連絡してください。

蘆 PrintAgentをクライアント・サーバシステムでご使用の場合、1台のサーバに接続されたク
ライアントの中でPrintAgentを使用するクライアントは30台以下を推奨します。サーバの
性能やネットワークトラフィックによっては、印刷時にプリンタの状態情報が取得できなく
なったり、クライアントでオフライン作業になる場合があります。このような場合、印刷時
以外は「PrintAgentのプロパティ」の設定の「共有プリンタを利用する」のチェックを外して
PrintAgentを動作させないようにするか、PrintAgentを終了させて運用してください。

PrintAgentの動作中は

一つのコンピュータに複数のNMPS対応プリンタドライバがインストールされている場合、リ
モートパネルを表示させるときダイアログボックスで「プリンタの選択」を要求されることがあり
ます。

PrintAgentの制限事項

蘆 プリンタのメモリスイッチ5-1（同期コードの有効/無効の切り替え）がONになっていると
PrintAgentが正しく機能しない場合があります。

蘆 Windows NT4.0とPC-PTOSで同一プリンタを共有している場合はPrintAgentが正常に
機能しません。その場合は、PrintAgentをアンインストールしてお使いください。

蘆 PrintAgentとプリンタポートを直接アクセスしてプリンタの状態を監視するユーティリ
ティ（DMITOOLなど）を同じポートで使用すると正しく動作しない場合があります。このよ
うな場合は、お使いのユーティリティに応じて、プリンタの監視を行わないように設定して
ください。また、お使いのユーティリティをご使用になるには、PrintAgentプリンタの「デ
バイスプロパティ」ダイアログボックス－［ポート］シートで「双方向サポートを有効にする」
のチェックをオフにして、双方向通信機能をサポートしないように設定してください。

蘆 一部コンピュータのパラレルポートの設定（例：ECPモードなど）によっては、PrintAgent
の動作に不具合が生じる場合があります。このような場合は、お使いのコンピュータの取扱
説明書を参照し、パラレルポートの設定を変更していただくことにより、PrintAgentが正
常に動作できるようになる場合があります。



82

プリンタドライバから設定する

以下の2つの「プロパティ」ダイアログボックスで行います。

■　「デバイスプロパティ」ダイアログボックス

プリンタの物理的な設定をするプロパティダイアログボックスです。次の7枚のプロパティシートから
なります。このダイアログボックスはアプリケーションからでは表示されません。

蘆「全般」シート 蘆「セキュリティ」シート
蘆「ポート」シート 蘆「プリンタの設定」シート
蘆「スケジュール」シート 蘆「プリンタの構成」シート
蘆「共有」シート

■　「ドキュメントプロパティ」ダイアログボックス

印刷の詳細な設定をするダイアログボックスです。次の7枚のプロパティシートからなります。

蘆「用紙」シート 蘆「印刷品質」シート
蘆「レイアウト」シート 蘆「フォーム」シート
蘆「グラフィックス」シート 蘆「プリンタの状態」シート
蘆「フォント」シート

ダイアログボックスの開き方
プロパティダイアログボックスを呼び出す方法は次の2通りあります。

蘆 アプリケーションのメニューから呼び出す方法
蘆 デスクトップ上の［スタート］ボタンから呼び出す方法

一般的に「プリンタのプロパティ」ダイアログボックスは各アプリケーションのメニューから呼び
出してから開けます。ただし、アプリケーションから呼び出せるのは、印刷の詳細設定を行う「ド
キュメントプロパティ」ダイアログボックスだけです。また、設定はそのアプリケーションでのみ
有効です。
これに対して［スタート］ボタンから呼び出して設定した場合、その設定内容はすべてのアプリ
ケーションに有効です。

チェック 

✔
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アプリケーションから呼び出す

Windowsのアプリケーションから「プロパティ」ダイアログボックスを呼び出す場合、「印刷」コマンドか
「プリンタの設定」コマンドを使います。このコマンドは「ファイル」メニューの中にありますが、「ファイ
ル」メニューの構成はアプリケーションによって違います。詳しくはアプリケーションのマニュアルをご覧
ください。

ここでは「プロパティ」ダイアログボックスを呼び出す手順をWindows NT4.0に付属されている日本語
ワードプロセッサ「ワードパッド」を例にとって説明します。任意のワードパッド文書を表示させて次の手
順を確認してください。

1. ［ファイル］メニューの［印刷］をクリックする。

［印刷］ダイアログボックスが開きます。

2. ［プロパティ］ボタンをクリックする。

「プロパティ」ダイアログボックスが表示されま
す。
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［スタート］ボタンから呼び出す

1. [スタート]ボタンをクリックし、[設定]をポイン
トする。次に[プリンタ]をクリックする。

[プリンタ]フォルダが開きます。

3. 目的の「プロパティ」ダイアログボックスを開
く。

<デバイスプロパティダイアログボックスを開く場合>

メニューの［プロパティ］をクリックする。

2. ［NEC MultiWriter 2000X2］アイコンをマウスの
右ボタンでクリックする。

プリンタのアイコンが黒く反転し、メニューが
表示されます。
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右のような「ドキュメントプロパティ」ダイアロ
グボックスが表示されます。

<ドキュメントプロパティダイアログボックスを開く場合>

メニューの［ドキュメントの既定値］をクリック
する。

右のような「デバイスプロパティ」ダイアログ
ボックスが表示されます。
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ダイアログボックスの使い方

［閉じる］ボタン

ダイアログボックスを閉
じます。

コンボボックス

▼ボタンをクリックすると選択
肢の一覧が表示されます。さら
に希望の項目をクリックするこ
とにより選択できます。

［ヘルプ］ボタン

このボタンをクリックして目的の項目をクリックすると
項目の説明を表示できます。または画面上の項目を直接
右ボタンでクリックしても同じ説明を表示できます。

［標準に戻す］ボタン

現在開いているプロパティ
シート上の設定を出荷時の設
定に戻します。

チェックボックス

希望のボックスをクリック
することにより項目を選択
できます。ボックスの中に
印がある状態が“ON”状態
です。一度に複数の項目が
選択できます。

［OK］ボタン

設定した内容を保存
してダイアログボッ
クスを閉じます。

［キャンセル］ボタン

設定した内容を保存せず
にダイアログボックスを
閉じます。

［ヘルプ］ボタン

プリンタドライバのヘルプ画面
が表示されます。ヘルプの使い
方、希望のキーワードの説明を
表示します。
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設定の詳細(デバイスプロパティ）

各プロパティシートのそれぞれの項目についての説明は、プロパティシート上の項目の上でマウ
スの右ボタンをクリックすると表示されるヘルプコマンドでも参照できます。

このプロパティシートはアプリケーションから呼び出して表示させることはできません。スター
トボタンから呼び出してください。

［全般］シート

このプロパティシートはWindows NT4.0 日本語版対応
のプリンタドライバ共通のものです。
通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありま
せんが、詳しくはWindows NT4.0 日本語版のヘルプを
ご覧ください。

ヒント 

✎

チェック 

✔

［ポート］シート

このプロパティシートはWindows NT4.0 日本語版対応
のプリンタドライバ共通のものです。

PrintAgentを使用する場合は、「双方向サポー
トを有効にする」が選択されている必要がありま
す。

通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありま
せんが、詳しくはWindows NT4.0 日本語版のヘルプを
ご覧ください。

チェック 

✔

［ポートの構成］ボタン

クリックすると、右のダイアログボックスが表示されます。
ポートのタイムアウト時間を設定します。複雑なデータや
アプリケーションによっては、印刷データの送信を中止す
ることがあります。その場合にはタイムアウト時間を長く
してください。
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［スケジュール］シート

このプロパティシートはWindows NT4.0 日本語版対応
のプリンタドライバ共通のものです。
通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありま
せんが、詳しくはWindows NT4.0 日本語版のヘルプを
ご覧ください。

［共有］シート

このプロパティシートはWindows NT4.0 日本語版対応
のプリンタドライバ共通のものです。
通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありま
せんが、詳しくはWindows NT4.0 日本語版のヘルプを
ご覧ください。

［セキュリティ］シート

このプロパティシートはWindows NT4.0 日本語版対応
のプリンタドライバ共通のものです。
通常ご使用になっている上では設定の変更は必要ありま
せんが、詳しくはWindows NT4.0 日本語版のヘルプを
ご覧ください。
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「TrueTypeフォントの置き換え設定」

TrueTypeフォントの置き換え方法を設定することができます。

蘆 一番近いプリンタフォントに置き換える
アプリケーションから送られたTrueTypeフォントを書体が似ているプリンタフォントに置き換え
ます。

［プリンタの設定］シート

このプロパティシートはフォントの置き換えなどプリン
タの設定を行うものです。
［ハーフトーンセットアップ］ボタンをクリックすると、
さらに「デバイスカラー/ハーフトーンのプロパティ」ダイ
アログボックスを表示することができます。

「フォントカード」

「プリンタの構成」シートで設定されたオプションの
フォントカードが表示されます。プリンタとコン
ピュータが双方向通信していれば自動的に表示されま
す。

蘆 指定したプリンタフォントに置き換える
アプリケーションから送られたTrueTypeフォントを［置き換えるフォントの設定］ボタンによって
設定したプリンタフォントに置き換えます。

［置き換えるフォントの設定］ボタン

右のダイアログボックスを使って置き換えるプリンタフォント
を設定します。それぞれフォントを選択して［OK］ボタンをク
リックすることで置き換えが設定されます。
［標準に戻す］ボタンをクリックするとフォントの置き換えに関
する設定を標準設定に戻すことができます。

フォントの置き換えについて

文字セットが異なるフォント、デザインが著しく異なるフォントへの置き換えは行わないでくだ
さい。期待どおりの印刷結果にならない場合があります。またOCR-Bフォントを使用する場合
はプリンタソフトウェアCD-ROMの［MANUAL］の「疑似OCR-Bフォントについて」をご覧くだ
さい。

「JIS78コードのプリンタフォントを使用する」

プリンタフォントをJIS78コードで印刷します。

「従来互換の印刷範囲を使用する」

印刷範囲を以前のMultiWriterシリーズのプリンタと同じ印刷範囲に設定する場合に選択します。

チェック 

✔

epyTeurT トンォフ → トンォフタンリプ

　 SM 朝明 → 朝明

　 SM クッシゴ → クッシゴ
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［ハーフトーンセットアップ］ボタン

クリックすると右のダイアログボックスが表示され、ハーフトー
ンと白の明るさの設定を行います。

ハーフトーンのパターン

ハーフトーンパターンのセルサイズを設定することができます。

デバイスガンマ

デバイスのガンマ補正を行うことができます。

ピクセルの大きさ

ピクセルの大きさを設定することができます。

輝度

白の明るさの値を調整することができます。

［戻す］ボタン

クリックするとダイアログボックスの設定を、ダイアログボックスが表示されたときの状態に戻し
ます。

［標準値］ボタン

クリックするとダイアログボックスの設定を標準の値に戻します。

［バージョン情報］ボタン

クリックすると本プリンタドライバのバージョン情報が表示されます。



91

W
indow

s N
T4
.0
 日
本
語
版

「フォントカード」

蘆 なし
蘆 教科書体-M　漢字アウトラインフォントカード
蘆 丸ゴシック体-M　漢字アウトラインフォントカード
蘆 瑞筆行書体-M　漢字アウトラインフォントカード

「メモリ」

［MultiWriter 2200XE/2000X2の場合］ ［MultiWriter 2200X2の場合］
蘆 4MB（標準） 蘆 8MB（標準）
蘆 12MB（標準＋8MB） 蘆 16MB（標準＋8MB）
蘆 20MB（標準＋16MB） 蘆 24MB（標準＋16MB）
蘆 36MB（標準＋32MB） 蘆 40MB（標準＋32MB）

「オプション装置」

［MultiWriter 2200XE/2000X2の場合］ ［MultiWriter 2200X2の場合］
蘆 ホッパ2 蘆 ホッパ2

■ 増設ホッパ（250） ■ 増設ホッパ（250）
■ 増設ホッパ（500） ■ 増設ホッパ（500）

蘆 ホッパ3 蘆 ホッパ3
■ 増設ホッパ（250） ■ 増設ホッパ（250）
■ 増設ホッパ（500） ■ 増設ホッパ（500）

蘆 両面印刷ユニット

MultiWriter 2200XE/2000X2の場合 MultiWriter 2200X2の場合

［プリンタの構成］シート

このプロパティシートはプリンタの構成を表示・設定するものです。プリンタとコンピュータで双方向通
信が行われているとプリンタに装着されているカード、メモリ、オプション装置が表示されます。双方向
通信ができない場合はそれぞれ表示される項目から選択し、プリンタの構成を設定します。
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チェック 

✔

チェック 

✔

設定の詳細（ドキュメントプロパティ）

［用紙］シート

このプロパティシートは印刷する用紙に関する設定を行う
ものです。

「用紙サイズ」

印刷する用紙サイズ、縮小・拡大サイズを選択できま
す。リストボックス内の用紙アイコンをクリックして選
択します。

アプリケーションによっては縮小・拡大が正しく印
刷されないものがあります。

「印刷の向き」

ページを縦長（ポートレート）か横長（ランドスケープ）で使用するかを設定します。枠内の用紙アイコ
ンをクリックして選択します。

「丁合い」

複数の部数を指定した場合、丁合いの有無が有効になります。ジョブセパレート機能と組み合わせて
使用することによって、ソータ機能を実現することができます。
デバイスプロパティの［ポート］シートの［双方向サポートを有効にする］がチェックされている必要が
あります。

蘆 アプリケーションの印刷機能で丁合いの指定ができる場合がありますが、アプリケーション
独自の機能で実現するため、この「用紙」シートの設定とは連動しません。丁合いを利用する
場合は、アプリケーションとこの「用紙」シートのどちらか一方のみ指定してください。
この「用紙」シートで設定した場合は、NMPSの機能を利用するため、アプリケーションの処
理が各ページにつき1回で済むため、アプリケーションは早く解放されます。

蘆 Windows NT4.0では、クライアント・サーバシステムにおいて「丁合い｣の機能をご使用に
なるためには、クライアント･サーバともにWindows NT4.0の場合を除いて、クライアン
ト･サーバ両者にPrintAgentのインストールが必要です。さらに、PrintAgentのプロパ
ティにおいて、クライアントでは「共有プリンタを利用する」が、サーバでは「共有プリンタ
を提供する｣がチェックされている必要があります。

「給紙方法」

給紙先ホッパをコンボボックスから選択します。コンボボックスには使用できる給紙方法が表示され
ます。「ホッパ選択なし」にしておくと、選択されている用紙サイズがセットされているホッパから自
動的に給紙されます。

トレーから給紙を行う場合は、コンボボックス内の給紙方法を「トレー」にしてください。自動に
しておくとトレーからは給紙されません。また、トレーに用紙をセットした場合にはプリンタの
操作パネルの「トレー」スイッチでセットした用紙サイズを選択してください。

チェック 

✔
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［レイアウト］シート

このプロパティシートは両面印刷に関する設定を行うも
のです。両面印刷の詳細については「両面印刷機能」（214
ページ）をご覧ください。

［用紙］シートの［用紙サイズ］で「はがき」、「往復
はがき」、「封筒」が選択されている場合や、［用
紙種類］で「厚紙」、「OHP」が選択されている場合
には、両面印刷はできません。

「両面印刷」

両面印刷の種類を選択できます。「片面」、「長辺綴
じ」、「短辺綴じ」から選択できます。

「用紙種類」

「給紙方法」が「トレー」のときのみ、用紙の種類を「普通紙」、「厚紙」、「OHP」の3種類から選択できま
す。「トレー」以外のときは「普通紙」のみとなり、選択することができません。

「部数」

印刷時の部数（コピー枚数）を指定することができます。1～99枚まで設定可能です。

アプリケーションの印刷機能で部数を設定できる場合があります。アプリケーション側で設定で
きる場合は、アプリケーション側で設定するようにしてください。

「ジョブセパレート機能を使用する」

ジョブセパレート機能を使用するかしないかを切り替えます。ジョブセパレート機能の詳細について
は「ジョブセパレート機能」（210ページ）をご覧ください。

「リプリント機能を使用する」

リプリント機能を使用するかしないかを選択します。リプリント機能の詳細については「リプリント機
能」（207ページ）をご覧ください。

［バージョン情報］ボタン

クリックすると本プリンタドライバのバージョン情報が表示されます。

チェック 

✔

チェック 

✔
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のトーシ］紙用［
定設の」き向の刷印「

のトーシ］トウアイレ［
定設の」刷印面両「

定設の」向方じ綴「のトーシ］トウアイレ［

じ綴右 じ綴左

縦

じ綴辺長

じ綴辺短

横

じ綴辺長

　

じ綴辺短

「印刷開始ページ」

最初のページを両面印刷するかどうかを設定します。「表面」を選択すると最初のページから両面印刷
します。「裏面」を選択すると最初のページの裏面から印刷します。

「綴じ方向」

綴じ方向と綴じしろを設定することができます。綴じ方向は［用紙］シートの「印刷の向き｣と［レイアウ
ト］シートの「両面印刷」の設定により、次のように選択肢が変わります。

1 2

A
B

C

A
B

C

1

2

A

A

B

B

C

C

綴じしろ

綴じしろは、0mm～20mmまで設定可能です。

印刷した用紙に穴を開けてファイルに綴じたいときなど、穴を開ける余白（綴じしろ）の幅を設定する
ことができます。0ミリから20ミリまで1ミリ単位で余白の設定ができます。
プリンタには、用紙の上下左右に数ミリほど印刷できない部分があります。「綴じしろ」で設定した値
にこの印刷できない部分の幅を加えた余白がとじしろになるため、実際に印刷された綴じしろと「綴じ
しろ」で設定した値は異なります（印刷できない部分についてはプリンタソフトウェアCD-ROM
［MANUAL］をご覧ください）。

3

2

5

2
35

3

2

5

3
2 5

2

3
5

23
5

2

3
5

2
3
5

A「綴じしろ」で設定した余白
B 印刷できない範囲
C 印刷後のとじしろ
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［グラフィックス］シート

このプロパティシートは印刷解像度やグラフィックスデー
タに関するプリンタの処理の設定を行うものです。

「解像度」

解像度を600dpi、400dpi、300dpi、240dpi、200dpi
から選択できます。

「ブラシパターンを拡大する」

解像度に合わせてブラシパターンの大きさを変える機
能です。600dpi、300dpiの解像度では網掛けパターン
を3倍に、400dpi、200dpiでは2倍に拡大して印刷し
ます。240dpiではこの設定は無効です。またアプリ
ケーションによっては効果がないことがあります。

「すべてビットマップで印刷する」

文字、図形などをすべてビットマップで印刷できます。

［グレイスケールの網点を細かく印刷する］

グレイスケールのパターンを細かく印刷します。グレイの濃淡を白地に黒いドットで作られたパター
ンで表現する際に、パターンの繰り返し周期が短くなります。お好みにより選択してください。

解像度が600dpi以外に設定されている場合は、グレイ表示されて使用できません。

［ハーフトーンカラーの調整］ボタン

クリックすると右のダイアログボックスが
表示され、ハーフトーンと白の明るさの設
定を行います。

設定できる項目はプリンタによって異なります。カラー印刷に適用される項目はMultiWriter
2200X2/2200XE/2000X2のようなモノクロプリンタでは無効です。

「測光用の光」

照度を調整して、イメージの表示を調整します。

「コントラスト」

明暗の色調の差を調整することができます。

「明るさ」

光の輝度を調整することができます。

「色」

色の鮮やかさを調整することができます。

チェック 

✔

チェック 

✔
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「濃淡」

色合いを調整することができます。

「暗い色」

露出過度のグラフィックを調整することができます。

「反転」

色を反転することができます。

「RGBガンマの入力」

入力イメージの明るさのアンバランスを修正することができます。赤、緑、青をまとめて調整すると
きは、それぞれのチェックボックスをオンにします。個別に調整するときはそれぞれのチェックボッ
クスをオフにします。「リニア」チェックボックスをオンにすると入力イメージに等しい明るさを設定
できます。

「黒/白の混合率」

モノクロの混合率により、イメージの最も暗い点から明るい点までの範囲を設定することができま
す。

「テストパターン」

参照色またはグラフィックを選択することができます。

「表示」

テストパターンで選択した参照色またはグラフィックを表示させます。

「最大化」

フルスクリーンを使ってグラフィックを表示させます。

「パレット」

グラフィックのカラーパレットを表示させます。

「スケール」

グラフィックを元の比率で表示させます。

「Xフリップ」

イメージを水平軸に沿って反転させます。

「Yフリップ」

イメージを垂直軸に沿って反転させます。

［標準値］ボタン

クリックするとダイアログボックスの設定を標準の値に戻します。

［戻す］ボタン

クリックするとダイアログボックスの設定を、ダイアログボックスが表示されたときの状態に戻します。

［開く］ボタン

クリックするとグラフィックファイルを選択することができます。
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［名前を付けて保存］ボタン

クリックすると開いたグラフィックファイルを保存します。

［フォント］シート

このプロパティシートはTrueTypeフォントに関する設定を
行うものです。

「フォントカード」

プリンタ本体にセットしたオプションのフォントカード
が表示されます。プリンタとコンピュータで双方向通信
が行われてないときは［プリンタの構成］シート（91ペー
ジ）の設定が表示されます。

「TrueTypeフォント」

TrueTypeフォントの印刷方法を設定することができま
す。

蘆 そのまま印刷
アプリケーションから送られたTrueTypeフォントイメージをそのまま印刷します。

蘆 プリンタフォントに置き換えて印刷
アプリケーションから送られたTrueTypeフォントを「プリンタの構成」プロパティシートによって
設定したプリンタフォントで印刷します。

フォントの置き換えについて

文字セットが異なるフォント、デザインが著しく異なるフォントへの置き換えは行わないでくだ
さい。期待どおりの印刷結果にならない場合があります。またOCR-Bフォントを使用する場合は
プリンタソフトウェアCD-ROM［MANUAL］の「疑似OCR-Bフォントについて」をご覧くださ
い。

「文字を白黒で印刷する」

文字の色を、グレイを使わずに、白か黒のどちらかで印刷します。

「OCR文字の文字ピッチを固定する」

OCR文字をOCRで読み取れるよう文字ピッチを固定して印刷します。

チェック 

✔
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「SET機能を使用する」

SET機能を使用するかしないかを選択します。SET機能を使用するとテキストやグラフィックのエッ
ジのギザギザをなくし、画質を向上させることができます。

「トナー節約モードで使用する」

トナー節約モードを使用するかしないかを切り替えます。

トナー節約機能を使用すると、細い線、濃度の薄い印刷、網かけおよびグラデーションが不鮮明
になることがあります。本機能は試し印刷などにご使用ください。また、2200X2/2200XE/
2000X2は内蔵の疑似OCR-Bフォントの印刷もできますが、疑似OCR-Bフォントの印刷を行う
場合にはトナー節約機能は使用しないでください。印刷がかすれ、OCR読み取り装置が読み取り
エラーを起こすことがあります。

「印刷濃度の設定」

印刷濃度を5段階の中からスライドバーで設定します。

［フォーム］シート

このプロパティシートの設定はフォーム印刷を利用してい
るときに使用できます。

フォーム印刷とは見出し文字や罫線枠などのフォーム
データを文書データと重ね合わせて印刷することで
す。フォームデータを作成するには別売のアプリケー
ションが必要です。

「フォーム印刷」

フォーム印刷をする場合、「ファイル」コンボボックスか
ら使用したいフォームファイルを選びます。コンボボッ
クスに希望のファイルがない場合は［ファイル参照］ボタ
ンをクリックして他の場所のファイルを参照することが
できます。

［印刷品質］シート

このシートは印刷品質に関する設定を行うものです。

［SET機能］ボタン
（ON状態）

［トナー節約機能］
ボタン（OFF状態）

チェック 

✔

［ファイル］コンボ
ボックス

ヒント 

✎

［フォーム印刷］
ボタン（ON状態）
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［プリンタの状態］シート

このプロパティシートは現在のプリンタの状態を表示する
ものです。プリンタの状態を次の項目で表示し、使用でき
る給紙装置*についてはイラストで表示されます。

蘆 プリンタ名
蘆 解像度
蘆 メモリ*
蘆 フォントカード*
蘆 プリンタの状態（印刷可能かどうか）

* プリンタとコンピュータで双方向通信が行われてないときは「プリンタ
設定」ダイアログボックスの設定が表示されます。

［ウォームアップ開始］ボタン

［ウォームアップ開始］ボタンは双方向通信が行われてお
り、プリンタが節電状態のときのみ有効です。印刷を開
始する前にボタンをクリックしておくと、あらかじめプ
リンタのウォームアップが開始され、ウォームアップに
よる待ち時間が少なくなります。

［PSW］ボタン

［PSW］ボタンはPrintAgentをインストールしている場
合に有効です。ボタンをクリックするとプリンタステー
タスウィンドウ（PSW）を起動させることができます。

「リモートパネル」ボタン

［リモートパネル］ボタンはPrintAgentをインストールし、かつ使用権限のある場合でのみ有効です。
このボタンをクリックするとリモートパネルが起動し、プリンタを設定変更することができます。詳
細については「リモートパネルでの設定」（191ページ）をご覧ください。

使用権限の詳細は「PrintAgentヘルプ」で「プリンタのアクセス権とご利用になれるユーティリティ」お
よび「セキュリティ」をご覧ください。

プリンタステータスウィンドウやリモートパネルが起動しない場合は、PrintAgentソフトウェ
アが正常にインストールされていないことが考えられます。このWindows NT4.0の「コント
ロールパネル」の中にある「アプリケーションの追加と削除」を使っていったんプリンタソフトウェ
アをすべて削除（アンインストール）して、再びインストールしてください。詳細については74
ページをご覧ください。

チェック 

✔

（MultiWriter 2200X2の場合）

（MultiWriter 2000X2/2200XEの場合）
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NMPSソフトウェアをインストールする
ここでは、Windows NT3.51 日本語版にNMPSソフトウェアをインストールして、プリンタを指定する
までの方法について説明します。

PrintAgentをインストールする場合は、実施者が「Administrators」または「DomainAdmins」
グループのメンバーである必要があります。どちらのメンバーでもない場合は、インストールを
行うことはできません。

インストール方法については、次の4つの方法があります。

インストール方法 漓 コンピュータが単独、あるいはサーバであるとき
滷 コンピュータがクライアントであるとき
澆 LANボード内蔵のプリンタへ印刷するとき
潺 ネットワークサーバからインストールするとき

次ページのフローチャートを参照して、環境に合ったインストール方法を選択してください。インストー
ル方法4については、123ページを参照してください。

Windows NT3.51 日本語版
をお使いの場合

MultiWriter 2200X2/2200XEをお使いのお客様へ

本書中にMultiWriter 2200X2/2200XE用の記述
がない場合は、2000X2の記述を2200X2または
2200XEと読み替えてください。
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インストール方法の選択

MultiWriter 2000X2の接続されている環境により、NMPSソフトウェアのインストール方法が異なりま
す。フローチャートを参照しながら、環境に合ったインストール方法を選択してください。

Start

プリンタをネット
ワークで使います

か？

プリンタはLANボード
で接続していますか？

直接プリンタがつながっているPCに
NMPSソフトウェアをインストールす
る　
　→　インストール方法漓 103ページ

プリンタをネット
ワーク内で共有できる

ようにしますか？

プリンタを「共有設定」にする
→　 108ページ

同一ネットワーク上
の他のPCにNMPSソフト

ウェアをインストール
しますか？

END

YES

YES

NO

NO

YES

NO

NO

YES

インストール方法漓 　
103ページ

インストール方法澆　
116ページ

インストール方法滷　
110ページ

Windows NT3.51 日本語版でのインストール方法の選択



103

W
indow

s N
T3
.5
1
 日
本
語
版

インストール方法　漓（コンピュータが単独、あるいはサーバであるとき）

次のような環境で接続されているプリンタに印刷したいときは、以下の方法でインストールします。

蘆 PrintAgentをインストールすると、プリンタドライバをインストールしたときの［LPT1:］
などの［印刷先］が、自動的にプリンタと双方向通信を可能とする［LPTN1:］などの［印刷先］
に変更されます。［LPT1:］と［LPTN1:］とでは、実際にプリンタを接続する物理的な印刷先
は同じものです。
PrintAgentをお使いになる場合は、［印刷先］を［LPTN1:］などのままでお使いください。

蘆 手順の冒頭でプリンタドライバとは別に「CTL3D32.DLL」モジュールのインストール方法
を説明しています。このモジュールは、プリンタダイアログボックスを立体表示させるもの
で、プリンタドライバの機能になんら影響はありません。立体表示をする必要がない場合
は、インストールしなくても構いません。

Windows NT3.51

MultiWriter 2000X2コンピュータ 

MultiWriter 2000X2 
（プリントサーバに接続・共有プリンタ） 

クライアント 

Windows NT4.0

Windows NT3.51

プリントサーバ 
または 

クライアント 

Windows95

クライアント 

クライアント 

Windows95

プリンタケーブル 

LANケーブル 

チェック 

✔



104

1. Windows NT3.51 日本語版を起動する。

2. プリンタソフトウェアCD-ROMをCD-ROMドラ
イブにセットする。

「CTL3D32.DLL」モジュールをインストールする
場合は手順3へ、このモジュールをインストール
する必要がない場合は手順7へ進んでください。

3. [プログラムマネージャ]の[メイン]グループから
[ファイルマネージャ]をダブルクリックする。

 [ファイルマネージャ]ウィンドウが表示されま
す。

4. セットしたプリンタソフトウェアCD-ROMから
「CTL3D32.DLL」モジュールを指定する。

指定する「CTL3D32.DLL」モジュールはお使いに
なっているプリンタのモデルによって異なりま
す。プリンタのモデルに合わせて次のディレク
トリから指定してください。

2000X2の場合 「MW2000X2」の「DISK2」の
中にある「CTL3D32.DLL」

2200X2の場合 「MW2200X2」の「DISK2」の
中にある「CTL3D32.DLL」

2200XEの場合 「MW2200XE」の「DISK2」の
中にある「CTL3D32.DLL」

5. ［ファイル］メニューの［コピー］をクリックす
る。

［ファイル／ディレクトリのコピー］ダイアログ
ボックスが表示されます。
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6. コピー先を入力して［OK］ボタンをクリックす
る。

［コピー先］にはWindows NT3.51をインストー
ルしたドライブ名、コロン(:)、円記号(¥)、Win-
dows NT3.51をインストールしたディレクトリ
名、円記号(¥)、「SYSTEM32」、円記号(¥)、
「CTL3D32.DLL」と入力します。

すでに「CTL3D32.DLL」がシステム中
にある場合は、このモジュールをコ
ピーできない場合があります。この場
合は、このモジュールをシステムにコ
ピーする必要はありません。

7. ［アイコン］メニューをクリックし、表示された
メニューから［ファイル名を指定して実行］をク
リックする。

［ファイル名を指定して実行］ダイアログボック
スが表示されます。

8. プリンタソフトウェアCD-ROM内のセットアッ
ププログラム名を入力して［OK］ボタンをク
リックする。

［コマンドライン:］のボックスにCD-ROMをセッ
トしたドライブ名、コロン（:）、円記号（¥）に続
けて次のようにセットアッププログラム名を入
力します。

2000X2の場合は　MW2000X2¥DISK1¥SETUP
2200X2の場合は　MW2200X2¥DISK1¥SETUP
2200XEの場合は　MW2200XE¥DISK1¥SETUP

セットアッププログラム名は［参照］ボタンをクリックして［ファイルの参照］ダイアログボックスからで
も入力できます。

フロッピィディスクからインストールしたい場合は、「NMPSソフトウェアをフロッピィディ
スクで必要な場合」（ユーザーズマニュアル［1/2］の16ページまたは本書のvページ）をご覧く
ださい。

チェック 

✔

チェック 

✔
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10.［次へ＞］ボタンをクリックする。

11.［ローカルプリンタ］を選んで、［次へ＞］ボタン
をクリックする。

12. 希望のポート（例えば「LPT1:」）を選んで［次へ＞］
ボタンをクリックする。

プリンタドライバのインストールを開始しま
す。インストールを完了するとPrintAgentをイ
ンストールする準備が始まります。

9. ［次へ＞］ボタンをクリックする。
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14. プライベートスプールファイルを作成するディ
レクトリを確認して［次へ＞］ボタンをクリック
する。

インストール先のディスク空き容量が少ない場
合はディレクトリの変更を行う画面が現れま
す。ディレクトリを変更してください。

PrintAgentのインストールを開始します。イン
ストールを完了すると［情報］ダイアログボック
スが表示されます。

13. インストール先のディレクトリを確認して［次へ
＞］ボタンをクリックする。

ディレクトリを変更する場合は［参照］ボタンを
クリックしてください。

インストール先のディスク空き容量が少ない場
合は、ディレクトリの変更を行う画面が現れま
す。ディレクトリを変更してください。

プリンタドライバのみインストール
し、PrintAgentをインストールしない
場合は［キャンセル］ボタンをクリック
します。

15.［OK］ボタンをクリックする。

16. 画面上で［PrintAgentシステム］アイコンが最小
化して表示されたことを確認する。

チェック 

✔
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17. プログラムマネージャに［MultiWriter 2000X2］というグループが追加され、そのグループの中に以下
のアイコンが登録されたことを確認する。

2. ［MultiWriter 2000X2］アイコンをクリックす
る。

蘆 プリンタステータスウィンドウ ........... プリンタステータスウィンドウを起動します。
蘆 リモートパネル......................................... リモートパネルを起動します。
蘆 PrintAgent　システムメニュー ........... PrintAgentのシステムメニューです。
蘆 PrintAgent　システム起動 ................... PrintAgentシステムを起動します。
蘆 PrintAgent　ヘルプ ................................ ヘルプです。
蘆 PrintAgent　お読みください ............... 使用上の注意事項などです。
蘆 PrintAgent　アンインストーラ ........... PrintAgentのアンインストール（削除）を行います。

MultiWriter 2000X2を共有プリンタにする場合

1. ［プログラムマネージャ］の［メイン］グループか
ら［プリントマネージャ］をダブルクリックす
る。

［プリントマネージャ］ウィンドウが表示されま
す。
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3. ［プリンタ］メニューの［プリンタの情報］をク
リックする。

［プリンタ情報］ダイアログボックスが表示され
ます。

4. ［ネットワーク上で共有］チェックボックスをオ
ンにする。

5. プリンタの名前を入力する。
［共有名］テキストボックスにネットワーク上で
参照されるプリンタの名前（例：NMPS2000X2）
を直接入力します。［設定場所］テキストボック
スは、必要に応じて入力してください。

6. ［OK］ボタンをクリックする。

PrintAgentを追加インストールする
プリンタドライバのみインストールし、Pr i n tAgen tをインストールしなかった場合は、次の手順で
PrintAgentを追加インストールすることができます。

1. プリンタソフトウェアCD-ROMをCD-ROMドラ
イブにセットする。

2. ［アイコン］メニューの［ファイル名を指定して実
行］をクリックする。

3. プリンタソフトウェアCD-ROM内のセットアッ
ププログラム名を入力して［OK］ボタンをク
リックする。

［コマンドライン:］のボックスにCD-ROMをセッ
トしたドライブ名、コロン（:）、円記号（¥）に続
けて次のようにセットアッププログラム名を入
力します。

2000X2の場合は　MW2000X2¥DISK1¥SETUP
2200X2の場合は　MW2200X2¥DISK1¥SETUP
2200XEの場合は　MW2200XE¥DISK1¥SETUP

以降は107ページの手順13から続けてください。
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インストール方法　滷（コンピュータがクライアントであるとき）　

ネットワーク環境で、クライアントから共有プリンタへ印刷したいときは、次の方法でインストールしま
す。

チェック 

✔

MultiWriter 2000X2 
（プリントサーバに接続・共有プリンタ） 

クライアント 

Windows NT3.51

Windows 95 
/NT4.0/NT3.51

プリントサーバ 
または 

クライアント 

Windows NT3.51

クライアント 

クライアント 

Windows 95

プリンタケーブル 

LANケーブル 

手順の冒頭でプリンタドライバとは別に「CTL3D32.DLL」モジュールのインストール方法を説明
しています。このモジュールは、プリンタダイアログボックスを立体表示させるもので、プリン
タドライバの機能になんら影響はありません。立体表示をする必要がない場合は、インストール
しなくても構いません。

1. Windows NT3.51 日本語版を起動する。

2. プリンタソフトウェアCD-ROMをCD-ROMドラ
イブにセットする。

「CTL3D32.DLL」モジュールをインストールする
場合は手順3へ、このモジュールをインストール
する必要がない場合は手順7へ進んでください。
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3. [プログラムマネージャ]の[メイン]グループから
[ファイルマネージャ]をダブルクリックする。

 [ファイルマネージャ]ウィンドウが表示されま
す。

4. セットしたプリンタソフトウェアCD-ROMから
「CTL3D32.DLL」モジュールを指定する。

指定する「CTL3D32.DLL」モジュールはお使い
になっているプリンタのモデルによって異なり
ます。プリンタのモデルに合わせて次のディレ
クトリから指定してください。

5. ［ファイル］メニューの［コピー］をクリックす
る。

［ファイル／ディレクトリのコピー］ダイアログ
ボックスが表示されます。

2000X2の場合 「MW2000X2」の「DISK2」の中にある「CTL3D32.DLL」
2200X2の場合 「MW2200X2」の「DISK2」の中にある「CTL3D32.DLL」
2200XEの場合 「MW2200XE」の「DISK2」の中にある「CTL3D32.DLL」
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8. プリンタソフトウェアCD-ROM内のセットアッ
ププログラム名を入力して［OK］ボタンをク
リックする。

［コマンドライン:］のボックスにCD-ROMをセッ
トしたドライブ名、コロン（:）、円記号（¥）に続
けて次のようにセットアッププログラム名を入
力します。

2000X2の場合は　MW2000X2¥DISK1¥SETUP
2200X2の場合は　MW2200X2¥DISK1¥SETUP
2200XEの場合は　MW2200XE¥DISK1¥SETUP

セットアッププログラム名は［参照］ボタンをクリックして［ファイルの参照］ダイアログボックスからで
も入力できます。

フロッピィディスクからインストールしたい場合は、「NMPSソフトウェアをフロッピィディ
スクで必要な場合」（ユーザーズマニュアル［1/2］の16ページまたは本書のvページ）をご覧く
ださい。

7. ［アイコン］メニューの［ファイル名を指定して実
行］をクリックする。

［ファイル名を指定して実行］ダイアログボック
スが表示されます。

チェック 

✔

6. コピー先を入力して［OK］ボタンをクリックす
る。

［コピー先］にはWindows NT3.51をインストー
ルしたドライブ名、コロン(:)、円記号(¥)、Win-
dows NT3.51をインストールしたディレクトリ
名、円記号(¥)、「SYSTEM32」、円記号(¥)、
「CTL3D32.DLL」と入力します。

すでに「CTL3D32.DLL」がシステム中
にある場合は、このモジュールをコ
ピーできない場合があります。この場
合は、このモジュールをシステムにコ
ピーする必要はありません。

チェック 

✔
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10.［次へ＞］ボタンをクリックする。

11.［ネットワークプリンタ］を選んで、［次へ＞］ボ
タンをクリックする。

12. プリンタの接続先を指定して［OK］ボタンをク
リックする。

［プリンタ］に直接入力するか、一覧より選択し
ます。

プリンタドライバのインストールを開始しま
す。インストールを完了するとPrintAgentをイ
ンストールする準備が始まります。

9. ［次へ＞］ボタンをクリックする。
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16. 画面上に［PrintAgentシステム］アイコンが最小
化して表示されたことを確認する。

15.［OK］ボタンをクリックする。

チェック 

✔

14. プライベートスプールファイルを作成するディ
レクトリを確認して［次へ＞］ボタンをクリック
する。

インストール先のディスク空き容量が少ない場
合はディレクトリの変更を行う画面が現れま
す。ディレクトリを変更してください。

PrintAgentのインストールを開始します。イン
ストールを完了すると［情報］ダイアログボック
スが表示されます。

13. インストール先のディレクトリを確認して［次へ
＞］ボタンをクリックする。

ディレクトリを変更する場合は［参照］ボタンを
クリックしてください。

インストール先のディスク空き容量が少ない場
合は、ディレクトリの変更を行う画面が現れま
す。ディレクトリを変更してください。

プリンタドライバのみインストール
し、PrintAgentをインストールしない
場合は［キャンセル］ボタンをクリック
します。
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17. プログラムマネージャに［MultiWriter 2000X2］というグループが追加され、そのグループの中に以下
のアイコンが登録されたことを確認する。

PrintAgentを追加インストールする
プリンタドライバのみインストールし、Pr i n tAgen tをインストールしなかった場合は、次の手順で
PrintAgentを追加インストールすることができます。

1. プリンタソフトウェアCD-ROMをCD-ROMドラ
イブにセットする。

2. ［アイコン］メニューの［ファイル名を指定して実
行］をクリックする。

3. プリンタソフトウェアCD-ROM内のセットアッ
ププログラム名を入力して［OK］ボタンをク
リックする。

［コマンドライン:］のボックスにCD-ROMをセッ
トしたドライブ名、コロン（:）、円記号（¥）に続
けて次のようにセットアッププログラム名を入
力します。

2000X2の場合は　MW2000X2¥DISK1¥SETUP
2200X2の場合は　MW2200X2¥DISK1¥SETUP
2200XEの場合は　MW2200XE¥DISK1¥SETUP

以降は114ページの手順13から続けてください。

蘆 プリンタステータスウィンドウ ........... プリンタステータスウィンドウを起動します。
蘆 リモートパネル......................................... リモートパネルを起動します。
蘆 PrintAgent　システムメニュー ........... PrintAgentのシステムメニューです。
蘆 PrintAgent　システム起動 ................... PrintAgentシステムアイコンを起動します。
蘆 PrintAgent　ヘルプ ................................ ヘルプです。
蘆 PrintAgent　お読みください ............... 使用上の注意事項などです。
蘆 PrintAgent　アンインストーラ ........... PrintAgentのアンインストール（削除）を行います。
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インストール方法　澆（LANボード内蔵のプリンタへ印刷するとき）　

ネットワーク内のコンピュータから、LANボードを内蔵しているLANプリンタに印刷したいときは、次
の方法でインストールします。

蘆 マルチプロトコルLANボードを使って、LANプリンタとしてご使用になる前に、次のこと
を確認してください。
1. マルチプロトコルLANボードが確実に取り付けられていることを、コンフィギュレー

ションページの印刷を行って確認してください（詳細はマルチプロトコルLANボードの
取扱説明書を参照してください）。

2. マルチプロトコルLANボードに添付されている取扱説明書に従って、マルチプロトコル
LANボードに割り付けてあるIPアドレスを設定してください。

3. インストールするとき、また印刷先をLANプリンタに設定するときは、LANプリンタの
電源が入っていることを確認してください。

蘆 手順の冒頭でプリンタドライバとは別に「CTL3D32.DLL」モジュールのインストール方法
を説明しています。このモジュールは、プリンタダイアログボックスを立体表示させるもの
で、プリンタドライバの機能になんら影響はありません。立体表示をする必要がない場合
は、インストールしなくても構いません。

MultiWriter 2000X2 
（LANボード内蔵・LANプリンタ） 

MultiWriter 2000X2 
（プリントサーバに接続・共有プリンタ） 

MultiWriter 2000X2 
（クライアントに接続・ローカルプリンタ） 

クライアント クライアント 

Windows NT3.51Windows95

Windows NT4.0

プリントサーバ 

プリンタケーブル 

LANケーブル 

チェック 

✔
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1. Windows NT3.51 日本語版を起動する。

2. プリンタソフトウェアCD-ROMをCD-ROMドラ
イブにセットする。

「CTL3D32.DLL」モジュールをインストールする
場合は手順3へ、このモジュールをインストール
する必要がない場合は手順7へ進んでください。

3. [プログラムマネージャ]の[メイン]グループから
[ファイルマネージャ]をダブルクリックする。

[ファイルマネージャ]ウィンドウが表示されま
す。

4. セットしたプリンタソフトウェアCD-ROMから
「CTL3D32.DLL」モジュールを指定する。

指定する「CTL3D32.DLL」モジュールはお使いに
なっているプリンタのモデルによって異なりま
す。プリンタのモデルに合わせて次のディレク
トリから指定してください。

2000X2の場合 「MW2000X2」の「DISK2」の中にある「CTL3D32.DLL」
2200X2の場合 「MW2200X2」の「DISK2」の中にある「CTL3D32.DLL」
2200XEの場合 「MW2200XE」の「DISK2」の中にある「CTL3D32.DLL」

5. ［ファイル］メニューの［コピー］をクリックす
る。

［ファイル／ディレクトリのコピー］ダイアログ
ボックスが表示されます。
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6. コピー先を入力して［OK］ボタンをクリックす
る。

［コピー先］にはWindows NT3.51をインストー
ルしたドライブ名、コロン(:)、円記号(¥)、Win-
dows NT3.51をインストールしたディレクトリ
名、円記号(¥)、「SYSTEM32」、円記号(¥)、
「CTL3D32.DLL」と入力します。

すでに「CTL3D32.DLL」がシステム中
にある場合は、このモジュールをコ
ピーできない場合があります。この場
合は、このモジュールをシステムにコ
ピーする必要はありません。

7. ［アイコン］メニューから［ファイル名を指定して
実行］をクリックする。

［ファイル名を指定して実行］ダイアログボック
スが表示されます。

8. プリンタソフトウェアCD-ROM内のセットアッ
ププログラム名を入力して［OK］ボタンをク
リックする。

［コマンドライン:］のボックスにCD-ROMをセッ
トしたドライブ名、コロン（:）、円記号（¥）に続
けて次のようにセットアッププログラム名を入
力します。

2000X2の場合は　MW2000X2¥DISK1¥SETUP
2200X2の場合は　MW2200X2¥DISK1¥SETUP
2200XEの場合は　MW2200XE¥DISK1¥SETUP

セットアッププログラム名は［参照］ボタンをクリックして［ファイルの参照］ダイアログボックスからで
も入力できます。

フロッピィディスクからインストールしたい場合は、「NMPSソフトウェアをフロッピィディ
スクで必要な場合」（ユーザーズマニュアル［1/2］の16ページまたは本書のvページ）をご覧く
ださい。

チェック 

✔

チェック 

✔
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10.［次へ＞］ボタンをクリックする。

11.［次へ＞］ボタンをクリックする。

12.［次へ＞］ボタンをクリックする。
プリンタドライバのインストールを開始しま
す。インストールを完了するとPrintAgentをイ
ンストールする準備が始まります。

9. ［次へ＞］ボタンをクリックする。
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13. インストール先のディレクトリを確認して［次へ
＞］ボタンをクリックする。

ディレクトリを変更する場合は［参照］ボタンを
クリックしてください。

インストール先のディスク空き容量が少ない場
合は、ディレクトリの変更を行う画面が現れま
す。ディレクトリを変更してください。

プリンタドライバのみインストール
し、PrintAgentをインストールしない
場合は［キャンセル］ボタンをクリック
します。

14. プライベートスプールファイルを作成するディ
レクトリを確認して［次へ＞］ボタンをクリック
する。

インストール先のディスク空き容量が少ない場
合はディレクトリの変更を行う画面が現れま
す。ディレクトリを変更してください。

PrintAgentのインストールを開始します。イン
ストールを完了すると［情報］ダイアログボック
スが表示されます。

15.［OK］ボタンをクリックする。

16. 画面上に［PrintAgentシステム］アイコンが最小
化して表示されたことを確認する。

チェック 

✔
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17. プログラムマネージャに［MultiWriter 2000X2］というグループが追加され、そのグループの中に以下
のアイコンが登録されたことを確認する。

蘆 プリンタステータスウィンドウ ........... プリンタステータスウィンドウを起動します。
蘆 リモートパネル......................................... リモートパネルを起動します。
蘆 PrintAgent　システムメニュー ........... PrintAgentのシステムメニューです。
蘆 PrintAgent　システム起動 ................... PrintAgentシステムを起動します。
蘆 PrintAgent　ヘルプ ................................ ヘルプです。
蘆 PrintAgent　お読みください ............... 使用上の注意事項などです。
蘆 PrintAgent　アンインストーラ ........... PrintAgentのアンインストール（削除）を行います。

続いて「印刷先」の変更を行います。「印刷先」の変更は、プリンタドライバのインストールにより作成され
たプリンタの［プリンタ情報］ダイアログボックス上で行います。

18.［プログラムマネージャ］の［メイン］グループか
ら［プリントマネージャ］をダブルクリックす
る。

［プリントマネージャ］ウィンドウが表示されま
す。

19.［MultiWriter 2000X2］アイコンをクリックす
る。
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20.［プリンタ］メニューの［プリンタ情報］をクリッ
クする。

［プリンタ情報］ダイアログボックスが表示され
ます。

21.［印刷先］コンボボックスから［その他］を選び、
［OK］ボタンをクリックする。

22.［利用可能な印刷モニタ］リストボックスから
［NEC Network Port］をクリックして［OK］ボタ
ンをクリックする。

23. マルチプロトコルLANボードに割り付けてある
「IPアドレス」を入力し、［OK］ボタンをクリック
する。

IPアドレス設定の確認は、マルチプロトコル
LANボード（PC-PR-L01、PC-PR-L02）取扱説明
書をご覧ください。

画面は［プリンタ情報］ダイアログボックスに戻
ります。

24.［OK］ボタンをクリックする。
これで設定は終了です。
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インストール方法　潺（ネットワークサーバからインストールするとき）

Windows NT3.51 日本語版をネットワークサーバに利用している場合、ネットワークサーバからネット
ワーククライアントへCD-ROM（プリンタソフトウェアCD-ROM）を使わないでNMPSソフトウェアをイン
ストールすることができます。

この方法は、まずプリンタソフトウェアCD-ROMのデータをいったんネットワークサーバにコピーし、
サーバから必要なOSのNMPSソフトウェアをクライアントにインストールするものです。

CD-ROMを使って直接各クライアントにインストールする方法に比べて、時間と手間が省けます。大規模
なネットワーク環境でMultiWriter 2200X2/2200XE/2000X2をお使いになる場合、この方法でインス
トールすることをお勧めします。

ネットワークサーバからのインストールは、「ネットワーク管理者」が行ってください。

MultiWriter 2000X2 
（LANボード内蔵・LANプリンタ） 

MultiWriter 2000X2 
（プリントサーバに接続・共有プリンタ） 

MultiWriter 2000X2 
（クライアントに接続・ローカルプリンタ） 

クライアント 
(Windows95/NT)

クライアント 
(Windows95/NT)

プリントサーバ 
(Windows95/NT)

サーバ 
（WindowsNT） 

MultiWriter 2000X2 
（サーバに接続・共有プリンタ） 
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4. ［OK］ボタンをクリックする。

5. インストール先のディレクトリをフルパスで指
定し、［OK］ボタンをクリックする。

ネットワークサーバのインストール準備

1. ［アイコン］メニューの［ファイル名を指定して実
行］をクリックする。

［ファイル名を指定して実行］ダイアログボック
スが表示されます。

2. プリンタソフトウェアCD-ROMをCD-ROMドラ
イブにセットする。

3. プリンタソフトウェアCD-ROM内のセットアッ
ププログラム名を入力して［OK］ボタンをク
リックする。

［コマンドライン:］のボックスにCD-ROMをセッ
トしたドライブ名、コロン（:）、円記号（¥）に続
けて次のようにセットアッププログラム名を入
力します。

2000X2の場合は　MW2000X2¥DISK1¥SETUP/A
2200X2の場合は　MW2200X2¥DISK1¥SETUP/A
2200XEの場合は　MW2200XE¥DISK1¥SETUP/A

セットアッププログラム名は［参照］ボタンをクリックして［ファイルの参照］ダイアログボックスからで
も入力できます。
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6. ［標準］か［カスタム］のいずれかを選び、［OK］ボ
タンをクリックする。

［標準］はNMPSソフトウェアの全部を選択しま
す。［標準］を選択した場合はファイルのコピー
が始まります。手順8に進んでください。

［カスタム］はインストールしたPrintAgentのプ
ログラムを選ぶことができます。［カスタム］を
選択した場合は手順7に進んでください。

7. インストールしたい項目をチェックし、［OK］ボ
タンをクリックする。

ファイルのコピーが始まります。

8. インストールが終了したら、［OK］ボタンをク
リックする。

これでインストールの準備ができました。

ネットワーククライアントへのインストール

ネットワーククライアントへのインストールは各OSでの方法に従います。ただし、「ファイルを指定して
実行」するときのファイルやDLLファイルのコピー元はインストール準備したサーバのディレクトリを選ん
でください。

蘆 Windows 95（日本語版）は21ページからのインストール方法澆と同じ手順です。

蘆 Windows NT4.0（日本語版）は64ページからのインストール方法澆と同じ手順です。

蘆 Windows NT3.51（日本語版）は116ページからのインストール方法澆と同じ手順です。
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アンインストールするときは
NMPSソフトウェアを再インストールするときは、一度既存のNMPSソフトウェアを削除（アンインス
トール）してから行います。ここでは削除方法を説明します。

蘆 PrintAgentをアンインストールする場合は、実施者が「Administrators」または「Domain
Admins」グループのメンバーである必要があります。どちらのメンバーでもない場合は、
アンインストールを行うことはできません。

蘆 PrintAgentをインストール時に指定した、PrintAgentモジュールのディレクトリ名（指定
しなければ「PrintAgent」になります）を変更している場合、アンインストールは正常に行え
ません。変更されているディレクトリ名をインストール時のディレクトリ名に戻してからア
ンインストールを行ってください。

蘆 PrintAgent対応プリンタのプロパティダイアログボックスを表示しているとアンインス
トールを行えません。ダイアログボックスを閉じてから行ってください。

蘆 どのOSでもMultiWriter 2200X2/2200XE/2000X2で印刷中はアンインストールを
行えません。印刷が終了してからアンインストールを行ってください。

蘆 PrintAgent対応機種が複数インストールされている状態で、MultiWriter 2000Xの
PrintAgentをアンインストールすると、他の機種のPrintAgentが使用できなくなります。
また、MultiWriter 2200XのPrintAgentをアンインストールすると、一部の機能が使用
できなくなります。他の機種のPrintAgentをアンインストールしてからMultiWriter
2200X/2000Xのアンインストールをし、必要な機種のPrintAgentをインストールしな
おしてください。

プリンタドライバのアンインストール

次の手順に従ってプリンタドライバをアンインストールします。PrintAgentをアンインストールするとき
もはじめにプリンタドライバをアンインストールしてください。

1. ［プログラムマネージャ］の[メイン]グループから
[プリントマネージャ]をダブルクリックする。

[プリントマネージャ]ウィンドウが表示されま
す。
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2. [MultiWriter 2000X2]アイコンをダブルクリック
する。

[MultiWriter 2000X2]ウィンドウが表示されま
す。

3. [プリンタ]メニューの[プリンタの削除]をクリッ
クする。

MultiWriter 2000X2プリンタドライバがアンイ
ンストールされます。

PrintAgentのアンインストール

次の手順に従ってPrintAgentをアンインストールします。PrintAgentをアンインストールする前にプリン
タドライバをアンインストールしてください。

1. プログラムマネージャ中の[MultiWriter 2000X2]
グループ内の[PrintAgentアンインストーラ]をダ
ブルクリックする

アンインストールプログラムが起動します。

2. [OK]ボタンをクリックする。
次の［ファイル削除の確認］ダイアログボックス
を表示するまでに、1～2分要することがありま
す。
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3. [はい]ボタンをクリックする。

4. ［すべてはい］ボタンをクリックする。

5. [はい]ボタンをクリックする。

6. アンインストールが完了したら[OK]ボタンをク
リックする。

7. Windows NTを再起動させる。
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印刷の設定
ここではNMPSソフトウェアを使った印刷の設定のしかたと実行の手順について説明します。

印刷する

ここでは、Windows NT3.51に付属されている日本語ワードプロセッサ「ライト」を例にとって一般的な印
刷手順について説明します。任意のライト文書を表示させて次の手順を確認してください。

お使いになるアプリケーションによってはメニュー構成など多少異なる点があるかもしれません。詳細は
アプリケーションのマニュアルをご覧ください。

1. ［ファイル］メニューの［印刷］をクリックする。
［印刷］ダイアログボックスが開きます。

2. 「使用するプリンタ：」として「通常使うプリン
タ（NEC MultiWriter 2000X2）」が選択されてい
ることを確認する。

もし選択されていなければ選択し直します。

→「プリンタを選択する」参照（次ページ）

3. 印刷範囲、部数を指定する。
さらに詳しい設定をしたい場合は［プリンタの設
定］ボタンおよび［プロパティ］ボタンをクリック
し、「プリンタのプロパティ」ダイアログボック
スを開き、設定を行ってください。

→詳細については「プリンタドライバから設定す
る」（133ページ）をご覧ください。
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4. 印刷の設定が終わったら［OK］ボタンをクリック
する。

印刷が開始されると画面上に右のような「プリン
タステータスウィンドウ」が現れます。

印刷を行っているときは、用紙カセッ
トを引き抜かないでください。紙づま
りが発生するだけでなく、プリンタの
故障の原因となる場合があります。

プリンタステータスウィンドウは印刷の状態を
アニメーション表示したり、印刷中止を指令す
ることができます。

→「プリンタステータスウィンドウ」（178ページ）
参照

印刷が終了するとプリンタステータスウィンド
ウは「印刷を終了しました」の音声メッセージを
通知してウィンドウを閉じます。

プリンタを選択する

Windows NT3.51から印刷をするために、あらかじめMultiWriter 2000X2を「通常使うプリンタ」として選
択しておく方法を説明します。

お使いになっているアプリケーションによっては「プリンタの設定」ダイアログボックスを使って
MultiWriter 2000X2を「通常使うプリンタ」として選択することができます。詳しくはアプリ
ケーションのマニュアルをご覧ください。

1. ［プログラムマネージャ］の[メイン]グループにあ
る[プリントマネージャ]をダブルクリックする。

[プリントマネージャ]ウィンドウが開きます。

ヒント 

✎
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2. ツールバーの「標準：」コンボボックスから「NEC
MultiWriter 2000X2」を選ぶ。

プリンタドライバがインストールされていない
と「NEC MultiWriter 2000X2」は表示されませ
ん。

印刷の詳細設定を行う

印刷の設定を行う方法として、Windows NT3.51ではリモートパネルから行う方法とプリンタドライバの
プロパティから行う方法があります。これら2つの方法の違いは次のとおりです。

蘆 リモートパネルから設定した場合
リモートパネルで設定した内容は、プリンタ内部の不揮発性メモリに書き込まれます。したがって、
設定した内容は印刷した後も継続され、プリンタの初期化または設定の変更を行うまで保持されま
す。設定した内容は電源をOFFにしても変わりません。

蘆 プリンタドライバから設定した場合
プリンタドライバで設定した内容は、現在印刷しているデータのみに有効です。
印刷が終了すると、設定した内容はクリアされ変更前の設定に戻ります。

リモートパネル、プリンタドライバともPrintAgentにより、プリンタの状態や設定されている内容を確認
しながらプリンタの設定ができます。
ただし、PrintAgentを動作させる前に、注意事項をご確認ください。

PrintAgentに関する注意事項

PrintAgentを動作させる前に

蘆 PrintAgentはローカルプリンタに対してもネットワーク上の共有プリンタに対しても使用
できます。ただしネットワーク上で使われる場合PrintAgentソフトウェアはサーバ、クラ
イアント両者にインストールされている必要があります（詳細については3ページをご覧くだ
さい）。

蘆 Windows NT3.51でローカルプリンタをお使いになる場合、印刷先を「LPTNx」に設定し
ておかないとPrintAgentが正常に機能しません。

蘆 ネットワーク共有プリンタが直接つながっているコンピュータのOSがWindows NT4.0の
場合のプリンタプールはサポートしていません。サーバコンピュータのプリンタプールを無
効にするにはサーバコンピュータ上ですべてのプリンタの「プリンタのプロパティ」－「ポー
ト」タブの「プリンタプールを有効にする」のチェックを外してください。「プリンタプールを
有効にする」をチェックした場合、プリンタの状態が正しく表示されません。権限がない場
合は管理者に連絡してください。

（次ページに続く）
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（前ページの続き）

蘆 PrintAgentをクライアント・サーバシステムでご使用の場合、1台のサーバに接続されたク
ライアントの中でPrintAgentを使用するクライアントは30台以下を推奨します。サーバの
性能やネットワークトラフィックによっては、印刷時にプリンタの状態情報が取得できなく
なったり、クライアントでオフライン作業になる場合があります。このような場合、印刷時
以外は「PrintAgentのプロパティ」の設定の「共有プリンタを利用する」のチェックを外して
PrintAgentを動作させないようにするか、PrintAgentを終了させて運用してください。

PrintAgentの動作中は

一つのコンピュータに複数のNMPS対応プリンタドライバがインストールされている場合、リ
モートパネルを表示させるときダイアログボックスで「プリンタの選択」を要求されることがあり
ます。Windows NT3.51の場合、「プリンタの選択」ダイアログボックスは「システムアイコン」
をクリックしたときのメニューから表示させることができます。

PrintAgentの制限事項

蘆 プリンタのメモリスイッチ5-1（同期コードの有効/無効の切り替え）がONになっていると
PrintAgentが正しく機能しない場合があります。

蘆 Windows NT3.51とPC-PTOSで同一プリンタを共有している場合はPrintAgentが正常
に機能しません。その場合は、PrintAgentをアンインストールしてお使いください。

蘆 PrintAgentとプリンタポートを直接アクセスしてプリンタの状態を監視するユーティリ
ティ（DMITOOLなど）を同じポートで使用すると正しく動作しない場合があります。このよ
うな場合は、お使いのユーティリティに応じて、プリンタの監視を行わないように設定して
ください。また、お使いのユーティリティをご使用になるには、PrintAgentプリンタの「プ
リンタ情報」ダイアログボックスで［印刷先］を［FILE］などに変更して、双方向通信機能をサ
ポートしないように設定してください。

蘆 一部コンピュータのパラレルポートの設定（例：ECPモードなど）によっては、PrintAgent
の動作に不具合が生じる場合があります。このような場合は、お使いのコンピュータの取扱
説明書を参照し、パラレルポートの設定を変更していただくことにより、PrintAgentが正
常に動作できるようになる場合があります。

重要 
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プリンタドライバから設定する

Wndows NT3.51では以下の2つの「プロパティ」ダイアログボックスで行います。

■　「デバイスプロパティ」ダイアログボックス

プリンタの物理的な設定をするプロパティダイアログボックスです。次の2枚のプロパティシートから
なります。このダイアログボックスはアプリケーションからでは表示されません。

蘆「プリンタの設定」シート
蘆「プリンタの構成」シート

■　「ドキュメントプロパティ」ダイアログボックス

印刷の詳細な設定をするダイアログボックスです。次の7枚のプロパティシートからなります。

蘆「用紙」シート 蘆「印刷品質」シート
蘆「レイアウト」シート 蘆「フォーム」シート
蘆「グラフィックス」シート 蘆「プリンタの状態」シート
蘆「フォント」シート

ダイアログボックスの開き方
「プリンタのプロパティ」ダイアログボックスを呼び出す方法は次の2通りあります。

蘆 アプリケーションのメニューから呼び出す方法
蘆 Windows付属の「プリントマネージャ」を使って呼び出す方法

一般的に「プリンタのプロパティ」ダイアログボックスは各アプリケーションのメニューから呼び
出してから開けます。ただし、アプリケーションから呼び出せるのは、印刷の詳細設定を行う「ド
キュメントプロパティ」ダイアログボックスだけです。また、設定はそのアプリケーションでのみ
有効です。
これに対して「プリントマネージャ」から呼び出して設定した場合、その設定内容はすべてのアプ
リケーションに有効です。

アプリケーションから呼び出す

Windowsのアプリケーションから「プロパティ」ダイアログボックスを呼び出す場合、「印刷」コマンドか
「プリンタの設定」コマンドを使います。このコマンドは「ファイル」メニューの中にありますが、「ファイ
ル」メニューの構成はアプリケーションによって違います。詳しくはアプリケーションのマニュアルをご覧
ください。

ここでは印刷の操作手順をWindows NT3.51に付属されている日本語ワードプロセッサ「ライト」を例に
とって説明します。

チェック 

✔
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このような「ドキュメントプロパティ」ダイアロ
グボックスが表示されます。

1. ［ファイル］メニューの［プリンタの設定］をク
リックする。

「プリンタの設定」ダイアログボックスが開きま
す。

2. ［プロパティ］ボタンをクリックする。
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「プリントマネージャ」を使って呼び出す

1. ［プログラムマネージャ］の[メイン]グループの中
の[プリントマネージャ]をダブルクリックする。

[プリントマネージャ]ウィンドウが開きます。

2. ［プリンタ］メニューの［プリンタ情報］をクリッ
クする。

「プリンタ情報」ダイアログボックスが表示され
ます。

3. 目的の「プロパティ」ダイアログボックスを開
く。

<デバイスプロパティダイアログボックスを開く場合>

［設定］ボタンをクリックする。

このような「デバイスプロパティ」ダイアログ
ボックスが表示されます。
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<ドキュメントプロパティダイアログボックスを開く場合>

［詳細］ボタンをクリックする。

「プリンタ詳細」ダイアログボックスが表示され
ます。

［標準設定］ボタンをクリックする。

このような「ドキュメントプロパティ」ダイアロ
グボックスが表示されます。
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ダイアログボックスの使い方

チェックボックス

希望のボックスをクリック
することにより項目を選択
できます。ボックスの中に
印がある状態が“ON”状態
です。一度に複数の項目が
選択できます。

［ヘルプ］ボタン

このボタンをクリックして目的の
項目をクリックすると項目の説明
を表示できます。または画面上の
項目を直接右ボタンでクリックし
ても同じ説明を表示できます。

コンボボックス

▼ボタンをクリックすると選択肢
の一覧が表示されます。さらに希
望の項目をクリックすることによ
り選択できます。

［閉じる］ボタン

ダイアログボックスを
閉じます。

［標準に戻す］ボタン

現在開いているプロパティ
シート上の設定を出荷時の
設定に戻します。

［OK］ボタン

設定した内容を保存して
ダイアログボックスを閉
じます。

［ヘルプ］ボタン

プリンタドライバのヘルプ画面が
表示されます。ヘルプの使い方、
希望のキーワードの説明を表示し
ます。

［キャンセル］ボタン

設定した内容を保存せず
にダイアログボックスを
閉じます。
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設定の詳細(デバイスプロパティ）

各プロパティシートのそれぞれの項目についての説明は、プロパティシート上の項目の上でマウ
スの右ボタンをクリックすると表示されるヘルプコマンドでも参照できます。

このプロパティシートはアプリケーションから呼び出して表示させることはできません。プログ
ラムマネージャを使って呼び出してください。

［プリンタの設定］シート

このプロパティシートはフォントの置き換えなどプリン
タの設定を行うものです。
［ハーフトーンセットアップ］ボタンをクリックすること
により、さらに「デバイスカラー/ハーフトーンのプロパ
ティ」ダイアログボックスを表示することができます。

「フォントカード」

「プリンタの構成」シートで設定されたオプションの
フォントカードが表示されます。プリンタとコン
ピュータが双方向通信していれば自動的に表示されま
す。

「TrueTypeフォントの置き換え設定」

TrueTypeフォントの置き換え方法を設定することができます。

蘆 一番近いプリンタフォントに置き換える
アプリケーションから送られたTrueTypeフォントを書体が似ているプリンタフォントに置き換え
ます。

ヒント 

✎

チェック 

✔

蘆 指定したプリンタフォントに置き換える
アプリケーションから送られたTrueTypeフォントを［置き換えるフォントの設定］ボタンによって
設定したプリンタフォントに置き換えます。

epyTeurT トンォフ → トンォフタンリプ

　 SM 朝明 → 朝明

　 SM クッシゴ → クッシゴ
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［置き換えるフォントの設定］ボタン

右のダイアログボックスを使って置き換えるプリン
タフォントを設定します。それぞれフォントを選択
して［OK］ボタンをクリックすることで置き換えが
設定されます。
［標準に戻す］ボタンをクリックするとフォントの置
き換えに関する設定を標準設定に戻すことができま
す。

フォントの置き換えについて

文字セットが異なるフォント、デザインが著しく異なるフォントへの置き換えは行わないでくだ
さい。期待どおりの印刷結果にならない場合があります。またOCR-Bフォントを使用する場合は
プリンタソフトウェアCD-ROM［MANUAL］の「疑似OCR-Bフォントについて」をご覧くださ
い。

「従来互換の印刷範囲を使用する」

印刷範囲を以前のMultiWriterシリーズのプリンタと同じ印刷範囲に設定する場合に選択します。

［ハーフトーンセットアップ］ボタン

クリックすると右のダイアログボックスが表示
され、ハーフトーンと白の明るさの設定を行い
ます。

ハーフトーンのパターン

ハーフトーンパターンのセルサイズを設定す
ることができます。

デバイスガンマ

デバイスのガンマ補正を行うことができます。

ピクセルの大きさ

ピクセルの大きさを設定することができます。

輝度

白の明るさの値を調整することができます。

［リセット］ボタン

クリックするとダイアログボックスの設定をダイアログボックスが表示されたときの状態に戻しま
す。

［標準値］ボタン

クリックするとダイアログボックスの設定を標準の値に戻します。

［バージョン情報］ボタン

クリックすると本プリンタドライバのバージョン情報が表示されます。

チェック 

✔
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［プリンタの構成］シート

このプロパティシートはプリンタの構成を表示・設定するものです。プリンタとコンピュータで双方向通
信が行われているとプリンタに装着されているカード、メモリ、オプション装置が表示されます。双方向
通信ができない場合はそれぞれ表示される項目から選択し、プリンタの構成を設定します。

「フォントカード」

蘆 なし
蘆 教科書体-M　漢字アウトラインフォントカード
蘆 丸ゴシック体-M　漢字アウトラインフォントカード
蘆 瑞筆行書体-M　漢字アウトラインフォントカード

「メモリ」

［MultiWriter 2200XE/2000X2の場合］ ［MultiWriter 2200X2の場合］
蘆 4MB（標準） 蘆 8MB（標準）
蘆 12MB（標準＋8MB） 蘆 16MB（標準＋8MB）
蘆 20MB（標準＋16MB） 蘆 24MB（標準＋16MB）
蘆 36MB（標準＋32MB） 蘆 40MB（標準＋32MB）

「オプション装置」

［MultiWriter 2200XE/2000X2の場合］ ［MultiWriter 2200X2の場合］
蘆 ホッパ2 蘆 ホッパ2

■ 増設ホッパ（250） ■ 増設ホッパ（250）
■ 増設ホッパ（500） ■ 増設ホッパ（500）

蘆 ホッパ3 蘆 ホッパ3
■ 増設ホッパ（250） ■ 増設ホッパ（250）
■ 増設ホッパ（500） ■ 増設ホッパ（500）

蘆 両面印刷ユニット

MultiWriter 2200XE/2000X2の場合 MultiWriter 2200X2の場合
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設定の詳細（ドキュメントプロパティ）

［用紙］シート

このプロパティシートは印刷する用紙に関する設定を行う
ものです。

「用紙サイズ」

印刷する用紙サイズ、縮小・拡大サイズを選択できま
す。リストボックス内の用紙アイコンをクリックして選
択します。

アプリケーションによっては縮小・拡大が正しく印
刷されないものがあります。

「印刷の向き」

ページを縦長（ポートレート）か横長（ランドスケープ）で使用するかを設定します。枠内の用紙アイコ
ンをクリックして選択します。

「丁合い」

複数の部数を指定した場合、丁合いの有無が有効になります。ジョブセパレート機能と組み合わせて
使用することによって、ソータ機能を実現することができます。
この機能をご使用になるためには、PrintAgentのインストールが必要です。

蘆 アプリケーションの印刷機能で丁合いの指定ができる場合がありますが、アプリケーション
独自の機能で実現するため、この「用紙」シートの設定とは連動しません。丁合いを利用する
場合は、アプリケーションとこの「用紙」シートのどちらか一方のみ指定してください。
この「用紙」シートで設定した場合は、NMPSの機能を利用するため、アプリケーションの処
理が各ページにつき1回で済むため、アプリケーションは早く解放されます。

蘆 Windows NT3.51では、クライアント・サーバシステムにおいて「丁合い｣の機能をご使用
になるためには、クライアント･サーバ両者にPrintAgentのインストールが必要です。さら
に、PrintAgentのプロパティにおいて、クライアントでは「共有プリンタを利用する」が、
サーバでは「共有プリンタを提供する｣がチェックされている必要があります。

「給紙方法」

給紙先ホッパをコンボボックスから選択します。コンボボックスには使用できる給紙方法が表示され
ます。「ホッパ選択なし」にしておくと、選択されている用紙サイズがセットされているホッパから自
動的に給紙されます。

トレーから給紙を行う場合は、コンボボックス内の給紙方法を「トレー」にしてください。自動に
しておくとトレーからは給紙されません。また、トレーに用紙をセットした場合にはプリンタの
操作パネルの「トレー」スイッチでセットした用紙サイズを選択してください。

「用紙種類」

「給紙方法」が「トレー」のときのみ、用紙の種類を「普通紙」、「厚紙」、「OHP」の3種類から選択できま
す。「トレー」以外のときは「普通紙」のみとなり、選択することができません。

チェック 

✔

チェック 

✔

チェック 

✔
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「部数」

印刷時の部数（コピー枚数）を指定することができます。1～99枚まで設定可能です。

アプリケーションの印刷機能で部数を設定できる場合があります。アプリケーション側で設定で
きる場合は、アプリケーション側で設定するようにしてください。

「ジョブセパレート機能を使用する」

ジョブセパレート機能を使用するかしないかを切り替えます。ジョブセパレート機能については「ジョ
ブセパレート機能」（210ページ）をご覧ください。

「リプリント機能を使用する」

リプリント機能を使用するかしないかを選択します。リプリント機能については「リプリント機能」
（207ページ）をご覧ください。

［バージョン情報］ボタン

クリックすると本プリンタドライバのバージョン情報が表示されます。

［レイアウト］シート

このプロパティシートは両面印刷に関する設定を行うもの
です。両面印刷の詳細については「両面印刷機能」（214ペー
ジ）をご覧ください。

［用紙］シートの［用紙サイズ］で「はがき」、「往復は
がき」、「封筒」が選択されている場合や、［用紙種
類］で「厚紙」、「OHP」が選択されている場合には、
両面印刷はできません。

「両面印刷」

両面印刷の種類を選択できます。「片面」、「長辺綴じ」、「短辺綴じ」から選択できます。

「綴じ方向」

綴じ方向と綴じしろを設定することができます。綴じ方向は［用紙］シートの「印刷の向き｣と［レイアウ
ト］シートの「両面印刷」の設定により、次のように選択肢が変わります。

チェック 

✔

チェック 

✔
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のトーシ］紙用［
定設の」き向の刷印「

のトーシ］トウアイレ［
定設の」刷印面両「

定設の」向方じ綴「のトーシ］トウアイレ［

じ綴右 じ綴左

縦

じ綴辺長

じ綴辺短

横

じ綴辺長

　

じ綴辺短

綴じしろ

綴じしろは、0mm～20mmまで設定可能です。

印刷した用紙に穴を開けてファイルにとじたいときなど、穴を開ける余白（とじしろ）の幅を設定する
ことができます。0ミリから20ミリまで1ミリ単位で余白の設定ができます。
プリンタには、用紙の上下左右に数ミリほど印刷できない部分があります。「綴じしろ」で設定した値
にこの印刷できない部分の幅を加えた余白がとじしろになるため、実際に印刷されたとじしろと「綴じ
しろ」で設定した値は異なります（印刷できない部分についてはプリンタソフトウェアCD-ROM
［MANUAL］をご覧ください）。

「印刷開始ページ」

最初のページを両面印刷するかどうかを設定します。「表面」を選択すると最初のページから両面印刷
します。「裏面」を選択すると最初のページの裏面から印刷します。
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A「綴じしろ」で設定した余白
B 印刷できない範囲
C 印刷後のとじしろ
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［グラフィックス］シート

このプロパティシートは印刷解像度やグラフィックスデー
タに関するプリンタの処理の設定を行うものです。

「解像度」

解像度を600dpi、400dpi、300dpi、240dpi、200dpi
から選択できます。

「ブラシパターンを拡大する」

解像度に合わせてブラシパターンの大きさを変える機能
です。600dpi、300dpiの解像度では網掛けパターンを
3倍に、400dpi、200dpiでは2倍に拡大して印刷しま
す。240dpiではこの設定は無効です。またアプリケー
ションによっては効果がないことがあります。

「すべてビットマップで印刷する」

文字、図形などをすべてビットマップで印刷できます。

［グレイスケールの網点を細かく印刷する］

グレイスケールのパターンを細かく印刷します。グレイの濃淡を白地に黒いドットで作られたパター
ンで表現する際に、パターンの繰り返し周期が短くなります。お好みにより選択してください。

解像度が600dpi以外に設定されている場合は、グレイ表示されて使用できません。

［ハーフトーンカラーの調整］ボタン

クリックすると右のダイアログボックスが
表示され、ハーフトーンと白の明るさの設
定を行います。

設定できる項目はプリンタによって異なります。カラー印刷に適用される項目はMultiWriter
2200X2/2200XE/2000X2のようなモノクロプリンタでは無効です。

「照度」

照度を調整して、イメージの表示を調整します。

「コントラスト」

明暗の色調の差を調整することができます。

「明るさ」

光の輝度を調整することができます。

チェック 

✔

チェック 

✔
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「色」

色の鮮やかさを調整することができます。

「濃淡」

色合いを調整することができます。

「暗い色」

露出過度のグラフィックを調整することができます。

「反転」

色を反転することができます。

「RGBガンマの入力」

入力イメージの明るさのアンバランスを修正することができます。赤、緑、青をまとめて調整すると
きは、それぞれのチェックボックスをオンにします。個別に調整するときはそれぞれのチェックボッ
クスをオフにします。「リニア」チェックボックスをチェックすると入力イメージに等しい明るさを設
定できます。

「黒/白の混合率」

モノクロの混合率により、イメージの最も暗い点から明るい点までの範囲を設定することができま
す。

「テストパターン」

参照色またはグラフィックを選択することができます。

「表示」

テストパターンで選択した参照色またはグラフィックを表示させます。

「最大化」

フルスクリーンを使ってグラフィックを表示させます。

「パレット」

グラフィックのカラーパレットを表示させます。

「スケール」

グラフィックを元の比率で表示させます。

「Xフリップ」

イメージを水平軸に沿って反転させます。

「Yフリップ」

イメージを垂直軸に沿って反転させます。

［標準値］ボタン

クリックするとダイアログボックスの設定を標準の値に戻します。

［リセット］ボタン

クリックするとダイアログボックスの設定を、ダイアログボックスが表示されたときの状態に戻しま
す。
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［開く］ボタン

クリックするとグラフィックファイルを選択することができます。

［名前を付けて保存］ボタン

クリックすると開いたグラフィックファイルを保存します。

［フォント］シート

このプロパティシートはTrueTypeフォントに関する設定
を行うものです。

「フォントカード」

プリンタ本体にセットしたオプションのフォントカー
ドが表示されます。プリンタとコンピュータで双方向
通信が行われてないときは［プリンタの構成］シート
（140ページ）の設定が表示されます。

「TrueTypeフォント」

TrueTypeフォントの印刷方法を設定することができます。

蘆 そのまま印刷
アプリケーションから送られたTrueTypeフォントイメージをそのまま印刷します。

蘆 プリンタフォントに置き換えて印刷
アプリケーションから送られたTrueTypeフォントを「プリンタの構成」プロパティシートによって
設定したプリンタフォントで印刷します。

フォントの置き換えについて

文字セットが異なるフォント、デザインが著しく異なるフォントへの置き換えは行わないでくだ
さい。期待どおりの印刷結果にならない場合があります。またOCR-Bフォントを使用する場合は
プリンタソフトウェアCD-ROM［MANUAL］の「疑似OCR-Bフォントについて」をご覧くださ
い。

「文字を白黒で印刷する」

文字の色を、グレイを使わずに、白か黒のどちらかで印刷します。

「OCR文字の文字ピッチを固定する」

OCR文字をOCRで読み取れるよう文字ピッチを固定して印刷します。

チェック 

✔
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［印刷品質］シート

このプロパティシートは印刷品質に関する設定を行うもの
です。

「SET機能」

SET機能を使用するかしないかを選択します。SET機能
を使用するとテキストやグラフィックのエッジのギザギ
ザをなくし、画質を向上させることができます。

「トナー節約機能」

トナー節約モードを使用するかしないかを切り替えま
す。

トナー節約機能を使用すると、細い線、濃度の薄い印刷、網かけおよびグラデーションが不鮮明
になることがあります。本機能は試し印刷などにご使用ください。また、2200X2/2200XE/
2000X2は内蔵の疑似OCR-Bフォントの印刷もできますが、疑似OCR-Bフォントの印刷を行う
場合にはトナー節約機能は使用しないでください。印刷がかすれ、OCR読み取り装置が読み取り
エラーを起こすことがあります。

「印刷濃度の設定」

印刷濃度を5段階の中からスライドバーで設定します。

［フォーム］シート

このプロパティシートの設定はフォーム印刷を利用してい
るときに使用できます。

フォーム印刷とは見出し文字や罫線枠などのフォーム
データを文書データと重ね合わせて印刷することで
す。フォームデータを作成するには別売のアプリケー
ションが必要です。

「フォーム印刷」

フォーム印刷をする場合、「ファイル」コンボボックスか
ら使用したいフォームファイルを選びます。コンボボッ
クスに希望のファイルがない場合は［ファイル参照］ボタ
ンをクリックして他の場所のファイルを参照することが
できます。 ［フォーム印刷］ボタン

（ON状態）

［ファイル］コンボボックス

ヒント 

✎

［SET機能］ボタン
（ON状態）

［トナー節約機能］ボタン
（OFF状態）

チェック 

✔
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［プリンタの状態］シート

このプロパティシートは現在のプリンタの状態を表示するもの
です。プリンタの状態を次の項目で表示し、使用できる給紙装
置*についてはイラストで表示されます。

蘆 プリンタ名
蘆 解像度
蘆 メモリ*
蘆 フォントカード*
蘆 プリンタの状態（印刷可能かどうか）

* プリンタとコンピュータで双方向通信が行われてないときは「プリンタ設
定」ダイアログボックスの設定が表示されます。

［ウォームアップ開始］ボタン

［ウォームアップ開始］ボタンは双方向通信が行われてお
り、プリンタが節電状態のときのみ有効です。印刷を開始
する前にボタンをクリックしておくと、あらかじめプリン
タのウォームアップが開始され、ウォームアップによる待
ち時間が少なくなります。

［PSW］ボタン

［PSW］ボタンはPrintAgentをインストールしている場合に
有効です。ボタンをクリックするとプリンタステータス
ウィンドウ（PSW）を起動させることができます。

「リモートパネル」ボタン

［リモートパネル］ボタンはPrintAgentをインストールし、
かつ使用権限のある場合でのみ有効です。このボタンをク
リックするとリモートパネルが起動し、プリンタを設定変
更することができます。詳細については「リモートパネルで
の設定」（191ページ）をご覧ください。

使用権限の詳細は「PrintAgentヘルプ」で「プリンタのアクセス権とご利用になれるユーティリティ」お
よび「セキュリティ」をご覧ください。

プリンタステータスウィンドウやリモートパネルが起動しない場合は、PrintAgentソフトウェ
アが正常にインストールされていないことが考えられます。この場合、Windows NT3.51のプ
ログラムマネージャ中の（MultiWriter 2000X2）グループ内の［PrintAgentアンインストーラ］
を使っていったんプリンタソフトウェアをすべて削除（アンインストール）して再びインストール
してください。

チェック 

✔

MultiWriter 2000X2/2200XEの場合

MultiWriter 2200X2の場合
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NMPSソフトウェアをインストールする
ここでは、Windows 3.1 日本語版プリンタドライバをインストールして、プリンタを指定するまでの方法
について説明します。

1. MultiWriter 2000X2の電源をONにする。

2. コンピュータの電源をONにし、Microsoft Win-
dows 3.1 日本語版を起動する。

Windows 3.1 日本語版
をお使いの場合

3. ［プログラムマネージャ］内の［メイン］グループ
にある［コントロールパネル］アイコンをダブル
クリックする。

MultiWriter 2200X2/2200XEをお使いのお客様へ

本書中にMultiWriter 2200X2/2200XE用の記述
がない場合は、2000X2の記述を2200X2または
2200XEと読み替えてください。
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4. ［プリンタ］アイコンをダブルクリックする。
［プリンタの設定］ダイアログボックスが表示さ
れます。

5. ［追加 >>］ボタンをクリックする。

6. ［組み込むプリンタの選択］一覧から「一覧にない
プリンタや更新されたプリンタの組み込み」を選
択し、［組み込み］ボタンをクリックする。

［プリンタの組み込み］ダイアログボックスが表
示されます。
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7. プリンタソフトウェアCD-ROMをCD-ROMドラ
イブにセットする。

8. プリンタドライバが入っているディレクトリを
入力して［OK］ボタンをクリックする。

テキストボックスにCD-ROMをセットしたドラ
イブ名、コロン（:）、円記号（¥）に続けて次のよ
うに入力します。

2000X2の場合は　MW2000X2¥WIN31
2200X2の場合は　MW2200X2¥WIN31
2200XEの場合は　MW2200XE¥WIN31

ディレクトリ名は［参照］ボタンをクリックして［ファイルの参照］ダイアログボックスからでも入力でき
ます。

9. ［プリンタの選択］一覧から2000X2を選択し、
［OK］ボタンをクリックする。

10.［組み込まれているプリンタ］に「NEC MultiWriter
2000X2」が表示されていることを確認する。

11.［通常使うプリンタとして設定］ボタンをクリッ
クする。

通常使用するプリンタに設定されます。

12.［終了］ボタンをクリックする。
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重要 

2. ［プリンタ］をダブルクリックする。
［プリンタの設定］ダイアログボックスが表示さ
れます。

アンインストールするときは
NMPSソフトウェアを再インストールするときは、一度既存のNMPSソフトウェアを削除（アンインス
トール）してから行います。ここでは削除方法を説明します。

MultiWriter 2000X2が通常使うプリンタとして設定されている場合は、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。

3. ［組み込まれているプリンタ］リストボックス内
の［NEC MultiWriter 2000X2］をクリックし反転
表示させる。

4. ［登録の削除］ボタンをクリックする。

5. ［はい］ボタンをクリックする。
これでMultiWriter 2000X2プリンタドライバは
アンインストールされます。

1. ［プログラムマネージャ］の［メイン］ウィンドウ
内の［コントロールパネル］をダブルクリックす
る。

［コントロールパネル］ダイアログボックスが表
示されます。
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6. ［終了］ボタンをクリックする。
［プリンタの設定］ダイアログボックスを閉じま
す。
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印刷の設定
ここではNMPSソフトウェアを使った印刷の設定のしかたと実行の手順について説明します。

印刷する

ここでは、Windows 3.1に付属されている日本語ワードプロセッサ「ライト」を例にとって一般的な印刷手
順について説明します。任意のライト文書を表示させて次の手順を確認してください。

お使いになるアプリケーションによってはメニュー構成など多少異なる点があるかもしれません。詳細は
アプリケーションのマニュアルをご覧ください。

1. ［ファイル］メニューの［印刷］をクリックする。
「印刷」ダイアログボックスが開きます。

2. 「使用するプリンタ名：」として「NEC
MultiWriter 2000X2」が選択されていることを
確認する。

もし選択されていなければ選択し直します。

→「プリンタを選択する」（次ページ参照）

3. 印刷範囲、部数を指定する。
用紙サイズなど、さらに詳しい設定を変更した
い場合は［プリンタの設定］ボタンをクリックし
ます。

→詳細は「設定の詳細」参照（159ページ）

4. 印刷の設定が終わったら［OK］ボタンをクリック
する。

印刷が開始されます。

重要 

印刷を行っているときは、用紙カセットを引き抜かないでください。紙づまりが発生するだけで
なく、プリンタの故障の原因となる場合があります。
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プリンタを選択する

Windows 3.1から印刷するために、あらかじめMultiWriter 2000X2を「通常使うプリンタ」として選択して
おく必要があります。

お使いになっているアプリケーションによっては「プリンタの設定」ダイアログボックスを使って
MultiWriter 2000X2を「通常使うプリンタ」として選択することができます。詳しくはアプリ
ケーションのマニュアルをご覧ください。

1. ［プログラムマネージャ］の［メイン］ウィンドウ
内の［コントロールパネル］をダブルクリックす
る。

［コントロールパネル］ダイアログボックスが開
きます。

2. ［プリンタ］アイコンをダブルクリックする。
「プリンタの設定」ダイアログボックスが表示さ
れます。

3. ［組み込まれているプリンタ］リストボックスか
ら「NEC MultiWriter 2000X2」をクリックする。

4. ［通常使うプリンタとして設定］ボタンをクリッ
クする。

ヒント 

✎
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印刷の詳細設定を行う

Windows 3.1では、次のような「印刷設定」ダイアログボックスで印刷に関する詳細な設定を行うことがで
きます。

ダイアログボックスの開き方
「印刷設定」ダイアログボックスを呼び出す方法は次の2通りあります。

蘆 アプリケーションのメニューから呼び出す方法
蘆 Windows付属の「コントロールパネル」を使って呼び出す方法

一般的に「印刷の設定」ダイアログボックスは各アプリケーションの「ファイル」メニューから呼び
出してから開けます。ただし、その設定はそのアプリケーションでのみ有効です。
これに対して「コントロールパネル」から呼び出して設定した場合、その設定内容はすべてのアプ
リケーションに有効です。

アプリケーションから呼び出す

Windowsのアプリケーションから「印刷設定」ダイアログボックスを呼び出す場合、「印刷」コマンドか「プ
リンタの設定」コマンドを使います。このコマンドは「ファイル」メニューの中にありますが、「ファイル」
メニューの構成はアプリケーションによって違います。詳しくはアプリケーションのマニュアルをご覧く
ださい。

ここではWindows 3.1に付属されている日本語ワードプロセッサ「ライト」を例にとって説明します。

1. ［ファイル］メニューの［プリンタの設定］をク
リックする。

「プリンタの設定」ダイアログボックスが開きま
す。

チェック 

✔

2. ［オプション］ボタンをクリックする。
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このような「印刷設定」ダイアログボックスが表
示されます。

「コントロールパネル」を使って呼び出す

1. ［プログラムマネージャ］の［メイン］ウィンドウ
内の［コントロールパネル］をダブルクリックす
る。

［コントロールパネル］ダイアログボックスが開
きます。

3. ［設定］ボタンをクリックする。

2. ［プリンタ］アイコンをダブルクリックする。
「プリンタの設定」ダイアログボックスが表示さ
れます。
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このような「印刷設定」ダイアログボックスが表
示されます。

ダイアログボックスの使い方
ダイアログボックスで共通に使うボタン類の機能について説明します。

コンボボックス

矢印ボタンをクリックすると選択
肢の一覧が表示されます。さらに
希望の項目をクリックすることに
より選択できます。

テキストボックス

このボックスの中に直接
数値をタイプして設定し
ます。

［OK］ボタン

設定した内容を保存してダイ
アログボックスを閉じます。

［キャンセル］ボタン

設定した内容を保存せずにダイ
アログボックスを閉じます。

ラジオボタン

希望のボタンをクリックすることに
より項目を選択できます。一度に選
択できる項目は1つだけです。

［ヘルプ］ボタン

プリンタドライバのヘルプ画
面が表示されます。ヘルプの
使い方、希望のキーワードの
説明を表示します。
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設定の詳細

［印刷設定］ダイアログボックス

このダイアログボックスは用紙や印刷品質に関する設定を
行うものです。さらにグラフィックやフォントなど詳細な
設定を行いたい場合は［オプション］ボタンをクリックする
と表示する「オプション」ダイアログボックスから設定する
ことができます。

「用紙サイズ」

印刷する用紙サイズ、縮小・拡大サイズを選択できま
す。コンボボックス内をクリックして選択します。

アプリケーションによっては縮小・拡大が正しく印
刷されないものがあります。

「用紙種類」

「給紙方法」が「トレー」のときのみ、用紙の種類を「普通紙」、「厚紙」、「OHP」の3種類から選択できま
す。「トレー」以外のときは「普通紙」のみとなり、選択することができません。

「給紙方法」

給紙先ホッパをコンボボックスから選択します。コンボボックスには使用できる給紙方法が表示され
ます。自動にしておくと、選択されている用紙サイズがセットされているホッパから自動的に給紙さ
れます。

トレーから給紙を行う場合は、コンボボックス内の給紙方法を「トレー」にしてください。自動に
しておくとトレーからは給紙されません。また、トレーに用紙をセットした場合にはプリンタの
操作パネルの「トレー」スイッチでセットした用紙サイズを選択してください。

「解像度」

解像度を600dpi、400dpi、240dpiから選択できます。

「フォントカード」

プリンタ本体にセットしたオプションのフォントカードを設定できます。

チェック 

✔

チェック 

✔
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「部数」

印刷時の部数（コピー枚数）を指定することができます。1～99枚まで設定可能です。

アプリケーションによってはアプリケーションの部数設定もダイアログボックスでの部数設定も
有効にするものがあります。たとえばアプリケーションで3部、ダイアログボックスで2部と設定
すると、6（3×2）部印刷してしまいます。このような結果を避けるためにもアプリケーションの
設定は常に1部にしておいて、部数の設定はダイアログボックスで行うようにしてください。

「印刷の向き」

ページを縦長（ポートレート）で使用するか横長（ランドスケープ）で使用するかを設定するものです。
［縦］を選択すると縦長方向で、［横］を選択すると横長方向で印刷します。

「用紙サイズ」で「LP→A4」、「LP→B4」が設定されていると［縦］は設定できません。

「ジョブセパレート機能を使用する」

ジョブセパレート機能を使用するかしないかを切り替えます。ジョブセパレート機能については「ジョ
ブセパレート機能」（210ページ）をご覧ください。

［オプション］ボタン

クリックすると「オプション」ダイアログボックスが表示されます。

［バージョン情報］ボタン

クリックするとプリンタドライバのバージョン情報が表示されます。

［標準に戻す］ボタン

クリックすると各設定がインストール時の設定に戻ります。

［標準に戻す］ボタンをクリックしても一部の設定は元に戻りません。詳しくはプリンタドライバ
のヘルプを参照してください。チェック 

✔

チェック 

✔

チェック 

✔
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［オプション］ダイアログボックス

このダイアログボックスは印刷品質、フォント、およ
びフォーム印刷に関する設定を行うものです。

「印刷濃度の設定」

「濃い」、「やや濃い」、「普通」、「やや淡い」、「淡い」
から選択します。

「トナー節約機能を使用する」

トナー節約機能を使用するかしないかを切り替えま
す。

トナー節約機能を使用すると細い線、濃度の薄い印刷、網かけおよびグラデーションが不鮮明に
なることがあります。この機能は試し印刷などにご使用ください。また、2200X2/2200XE/
2000X2は内蔵の疑似OCR-Bフォントの印刷もできますが、疑似OCR-Bフォントの印刷を行う
場合にはトナー節約機能は使用しないでください。印刷がかすれ、OCR読み取り装置が読み取り
エラーを起こすことがあります。

「SET機能」

SET機能を使用するかしないかを選択します。SET機能を使用するとテキストやグラフィックのエッ
ジのギザギザをなくし、画質を向上させることができます。

「従来互換の印刷範囲を使用する」

印刷範囲を以前のMultiWriterシリーズのプリンタと同じ印刷範囲に設定する場合に選択します。

「文字を白黒で印刷する」

文字の色を、グレイを使わずに、白か黒のどちらかで印刷します。

「フォーム印刷を行う」

このボックスをチェックすると、フォーム印刷を行うことができます。
［フォーム設定］ボタンについては「［フォーム設定］ダイアログボックス」（165ページ）をご覧ください。

チェック 

✔
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［印刷設定］ダイアログボックスの［用紙サイズ］
で「はがき」、「往復はがき」、「封筒」が選択されて
いる場合や、［用紙種類］で「厚紙」、「OHP」が選
択されている場合には、両面印刷はできませ
ん。

「両面印刷」

片面印刷と両面印刷の切り替えを設定します。

］トウアイレ［
のスクッボグロアイダ
定設の」向方じ綴「

定設の」き向の刷印「のスクッボグロアイダ］定設刷印［

縦 横

じ綴辺長 A

じ綴左 じ綴上

じ綴辺長 B

じ綴右 じ綴下

じ綴辺短 A

　じ綴上 じ綴右

じ綴辺短 B

じ綴下 じ綴左

［レイアウト］ダイアログボックス

このダイアログボックスは両面印刷機能に関する設定を行うものです。両面印刷の詳細については「両面印
刷機能」（214ページ）をご覧ください。

チェック 

✔
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「綴じ方向」

綴じ方向と綴じしろを設定することができます。綴じ方向は［印刷設定］ダイアログボックスの「印刷の
向き｣と［レイアウト］ダイアログボックスの「両面印刷」の設定により、次のように選択肢が変わりま
す。
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綴じしろ

綴じしろは、0mm～20mmまで設定可能です。

印刷した用紙に穴を開けてファイルにとじたいときなど、穴を開ける余白（とじしろ）の幅を設定する
ことができます。0ミリから20ミリまで1ミリ単位で余白の設定ができます。
プリンタには、用紙の上下左右に数ミリほど印刷できない部分があります。「綴じしろ」で設定した値
にこの印刷できない部分の幅を加えた余白がとじしろになるため、実際に印刷されたとじしろと「綴じ
しろ」で設定した値は異なります（印刷できない部分についてはプリンタソフトウェアCD-ROM
［MANUAL］をご覧ください）。

チェック 

✔

1 2

A
B

C

A
B

C

1

2

A

A

B

B

C

C

「印刷開始ページ」

最初のページを両面印刷するかどうかを設定します。「表面」を選択すると最初のページから両面印刷
します。「裏面」を選択すると最初のページの裏面から印刷します。

［グラフィックス］ダイアログボックス

このダイアログボックスは印刷解像度やグラフィックスデータに対する
プリンタの処理の設定を行うものです。

「ディザリング」

グレイスケールイメージのデータをプリンタで処理できるように変
換する設定です。

アプリケーションおよび印刷データによっては効果がないことが
あります。

蘆 なし................ グラフィックスのグレイを白か黒に変換します。この設定はテキストや線画などの印
刷に適しています。

蘆 パターン ....... グレイの濃淡を白地に黒いドットでできたパターンに変換します。ドットを周期的に
集中させて印刷する方式です。

蘆 誤差拡散法 ...「パターン」と同様にドットに変換する方法ですが、ドットを分散させて印刷する方式
です。パターンと誤差拡散法は好みに応じて使い分けてください。

「濃度」

グラフィックスの明暗を設定することができます。テキストボックス中に直接数値を入力して設定し
てください。

「ブラシパターンを拡大する」

解像度に合わせてブラシパターンの大きさを変える機能です。設定すると600dpiの解像度では網掛け
パターンを3倍に、400dpiでは2倍に拡大して印刷します。240dpiではこの設定は無効です。またアプ
リケーションによっては効果がないことがあります。

A 「綴じしろ」で設定した余白
B 印刷できない範囲
C 印刷後の綴じしろ
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「ビットマップを低解像度で印刷する」

ビットマップデータを1/2の解像度で印刷します。通常の印刷より高速で出力することができます。
［描画方法］で［すべてビットマップ］が選択されている場合、［解像度］が600dpi以外の場合は使用でき
ません。

印刷データによってはハーフトーンがきれいに出ないことがあります。そのような場合はチェッ
クを外してください。

［グレイスケールの網点を細かく印刷する］

グレイスケールのパターンを細かく印刷します。グレイの濃淡を白地に黒いドットで作られたパター
ンで表現する際に、パターンの繰り返し周期が短くなります。お好みにより選択してください。

解像度が400dpiまたは240dpiに設定されている場合は、グレイ表示されて使用できません。

［フォント置換設定］ダイアログボックス

このダイアログボックスはFontAvenueフォント、TrueTypeフォ
ントをプリンタフォントに置き換えて印刷する設定を行うもので
す。

「FontAvenue」

FontAvenueフォントの置き換え方法を設定します。

蘆 明朝体-Lをプリンタフォントで印刷

アプリケーションから送られたFontAvenueの明朝体をプ
リンタフォントの明朝体に置き換えて印刷します。

蘆 ゴシック体-Mをプリンタフォントで印刷

アプリケーションから送られたFontAvenueのゴシック体をプリンタフォントのゴシック体に置き
換えて印刷します。

「TrueType」

TrueTypeフォントの置き換え方法を設定します。

蘆 一番近いプリンタフォントで印刷

アプリケーションから送られたTrueType
フォントを書体が似ているプリンタフォント
で置き換えます。

蘆 置換表を使用して印刷

アプリケーションから送られたTrueTypeフォントを［置換表の設定］ボタンによって設定したプリ
ンタフォントで印刷します。

epyTeurT トンォフ → トンォフタンリプ

　 SM 朝明 → 朝明

　 SM クッシゴ → クッシゴ

チェック 

✔

チェック 

✔
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置換表の設定ダイアログボックスは右のとおりです。
プリンタフォントに置き換えることのできる
TrueTypeフォントと置き換えられるプリンタフォン
トが一覧表示されています。それぞれフォントをク
リックして［OK］ボタンをクリックすることで置き換え
が設定されます。

［デフォルト］ボタン

クリックするとフォントの置き換えに関する設定を標準設定に戻すことができます。

フォントの置き換えについて

文字セットが異なるフォント、デザインが著しく異なるフォントへの置き換えは行わないでくだ
さい。期待どおりの印刷結果にならない場合があります。またOCR-Bフォントを使用する場合は
プリンタソフトウェアCD-ROM［MANUAL］の「疑似OCR-Bフォントについて」をご覧くださ
い。

「特殊文字をそのまま印刷」

アプリケーションから送られたTrueTypeフォントをプリンタフォントに置き換える際、IBM拡張漢字
などフォントのデザインが異なる特殊文字はそのまま印刷するかどうかを設定します。
フォント置換を設定して印刷する場合に、次のような問題が発生する場合があります。

蘆 一部の文字が印刷されない。
蘆 一部の文字が画面と異なるデザインで印刷される。

本項目をチェックした場合、上記のような文字を置換せずに印刷します。

［フォーム設定］ダイアログボックス

このダイアログボックスの設定はフォーム印刷を利用してい
るときに使用できます。フォームファイルを指定するための
ダイアログボックスです。

フォーム印刷について

フォーム印刷とは見出し文字や罫線枠などのフォーム
データを文書データと重ね合わせて印刷することで
す。フォームデータを作成するには別売のアプリケー
ションが必要です。

「ディレクトリ」

フォームファイルを指定するために現在開かれているディレクトリを表示します。この表示は［フォー
ム選択］ボタンによって指定されたディレクトリです。

「フォームファイル」

コンボボックスから使用するファイルを選択します。コンボボックスに希望のファイルがない場合は
［フォーム選択］ボタンをクリックして他の場所のファイルを参照することができます。

「コメント」

選択したフォームファイルのコメントを表示します。

チェック 

✔

チェック 

✔
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「エラー表示を行う」

フォームファイルが壊れている場合、フォームファイルが見つからない場合、およびフォームファイ
ルがサポート外の用紙で構成されている場合に、エラーメッセージを表示するかどうかを設定しま
す。

［補助機能］ダイアログボックス

このダイアログボックスでは、印刷時にプリンタの操作パネルの下
段に表示する文字列を設定します。

「操作パネル表示」

蘆 なし
プリンタの操作パネルの下段には何も表示しません。

蘆 ユーザ名
ネットワーク上にログインしたときのユーザ名が操作パネルの下段に表示されます。「ユーザ名」を
チェックすると「表示文字列」テキストボックスでユーザ名が確認できます。

蘆 指定文字列
プリンタの操作パネルの下段に「表示文字列」に入力した文字列が表示されます。

蘆 表示文字列
プリンタの操作パネルの下段に表示される文字列です。［指定文字列］を選択した場合は、16文字ま
で入力可能になります。入力可能な文字については下の表を参照してください。［ユーザ名］を選択
した場合、ユーザ名が表示されます。

PS ! # $ % & ‘ ( ) =

- ' ^ ｜ ¦ @ { [ + ;

* : } ] < , > . ? /

_

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H I J

K L M N O P Q R S T

U V W X Y Z

a b c d e f g h i j

k l m n o p q r s t

u v w x y z

ｱ ｲ ｳ ｴ ｵ ｶ ｷ ｸ ｹ ｺ

ｻ ｼ ｽ ｾ ｿ ﾀ ﾁ ﾂ ﾃ ﾄ

ﾅ ﾆ ﾇ ﾈ ﾉ ハ ﾋ ﾌ ﾍ ﾎ

ﾏ ﾐ ﾑ ﾒ ﾓ ﾔ ﾕ ﾖ ﾗ ﾘ

ﾙ ﾚ ﾛ ﾜ ｦ ﾝ ｧ ｨ ｩ ｪ

ｫ ｬ ｭ ｮ ｯ ﾞ ﾟ - ｢ ｣

､ ｡ ･

［表示文字列］に入力可能な文字一覧

* 半角文字のみ入力可能です。
* 「SP」は半角スペースです。
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フォント 
表示 
キーボード 
入力 
プリンター これを選択して 

「Enter」を押す 

プリンター 
 
プリンター１（ＬＰＴ１） 
プリンター２（ＬＰＴ２） 
プリンター３（ＬＰＴ３） 
 

これを選択して 
「Enter」を押す 

プリンター１（ＬＰＴ１）　　現在の設定 
 
プリンタードライバー　　　　　ＸＸＸ 
ドライバー状況　　　　　　　　ＸＸＸ 
　　　・ 
　　　・ 

これを選択 
して「Enter」 
を押す 

プリンター 
 
なし 
ＩＢＭ　ＰＳ／５５プリンター 
日本語ＥＳＣ／Ｐプリンター 
英語プリンター 
　　　・ 
　　　・ 

これを選択して 
「Enter」を押す 

IBM DOS J5.0/Vでの設定
IBM社製のDOSでWindows 3.1を使用する場合、正常に印刷されないことがあります。その場合、以下の
手順でDOS上のプリンタ設定を「なし」にしてください。（Windows上では使用するプリンタを設定しま
す。）

1. コンピュータの電源をONにする。

2. コンピュータを「DOSモード」に設定する。
設定の仕方については、コンピュータの取扱説明書を参照してください。

WindowsのDOSプロンプトモードからの設定は操作が複雑となりますのでお勧めできません。

3. 次のコマンドを入力しセットアッププログラムを起動する。
>setupv　

4. 「プリンター」を選択する。

5. 「プリンター１（LPT1）」を選択する。

6. 「プリンタードライバー」を選択する。
ここで、現在の設定が「なし」になっている場合
には、設定を変える必要はありません。 F3 を押
して、操作を終了してください。

7. 「なし」を選択する。
現在の設定が表示されます。
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プリンター１（ＬＰＴ１）　　現在の設定 
 
プリンタードライバー　　　　　なし 

変更を保存して終了します。 
よろしいですか？ 
　Enter（改行） ：実行 
　ESC  ：取消 

システムを再起動しますか？ 
　Y：再起動する 
　N：プロンプトに戻る 

8. プリンタードライバーが「なし」になっているこ
とを確認し、 F10 を押す。

9. を押して、変更を保存する。

10. Y を押して、システムを再始動させる。

これで、設定は終了です。
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ここでは、Windows NT3.5 日本語版およびMS-DOS、ESC/P、PC-PTOS環境で印刷するときのプリン
タの選択方法を説明します。

Windows NT3.5 日本語版でプリン
タを選択する
MultiWriter 2200X2/2200XE/2000X2をWindows NT3.5 日本語版環境で使用する場合は、次の表に示
す優先順位でプリンタドライバを指定してください。(ただしプリンタドライバの種類によっては機能の一
部が使用できないことがあります。)

Windows NT3.5 日本語版ではPrintAgentをサポートしていません。

その他のOS環境

ヒント 

✎

位順先優 称名タンリプ 元供提のバイラド

1 X0022retirWitluM
NAV-CP 、 evreS-YTFIN 。中ドーロプッアにトッネータンイ、

［ルアュニマズーザーユはくし詳 2/1 の］ 01 だく覧ごをジーペ
。いさ

2 X0002retirWitluM
X0002retirWitluM はたま。付添に体本 NAV-CP 、 -YTFIN

evreS ーザーユはくし詳（中ドーロプッアにトッネータンイ、
［ルアュニマズ 2/1 の］ 01 。）いさだく覧ごをジーペ

3 WF0002retirWitluM WF0002retirWitluM 。付添に体本

4 2WN0022retirWitluM 、
W6/0002RP-CP

2WN0022retirWitluM 。付添に体本は W6/0002RP-CP
は TNswodniW の SO 。載搭で準標に上
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MS-DOS環境でプリンタを選択する
MultiWriter 2200X2/2200XE/2000X2をMS-DOS環境で使用する場合は、使用しているアプリケーショ
ン上で印刷するときに、2000X2の名称「MultiWriter 2000X2」を指定します。また、2200X2のときは
「MultiWriter 2200X2」を、2200XEのときは「MultiWriter 2200XE」を指定します。2000X2または
2200X2、2200XEの名称が指定できない場合は、次の表に示す優先順位で指定してください。(ただしア
プリケーションによっては2000X2または2200X2、2200XEの機能の一部が使用できないことがありま
す。)

*1 A4ポートレート桁数が80桁のとき、用紙の左側の余白量が異なるときは、アプリケーション上で余白量を変更してください。
*2 文字を縮小したときの印刷結果が異なるときは、プリンタ設定を優先順位の12、13または15の機種に変更してください。
*3 ほとんどのアプリケーションでは、プリンタの動作モードを自動的に切り替えています。したがって、 本プリンタの動作モードは

201PLエミュレーションモード（お買い上げ時の設定）のままご使用になれます。

PC-PR201系、101系プリンタを選択した場合
プリンタの指定でPC-PR201系あるいは101系プリンタを選択した場合は、アプリケーション
と2200X2/2200XE/2000X2を次のような設定にするのが標準的です。（設定の方法につい
てはユーザーズマニュアル［1/2］の「メニューモード」（47ページ）を参照してください。）
ソフトウェア： シートフィーダ付き、単票（カット紙）、連続送り
プリンタ： 201PLエミュレーションモード、136桁モード有効、用紙位置中央

ヒント 

✎

位順先優 称名タンリプ ドーモ作動 *3

1 X0022retirWitluM

タンリプジーペ

2 X0002retirWitluM

3 WF0002retirWitluM

4 2WN0022retirWitluM 、 W6/0002RP-CP

5 WN0022retirWitluM 、 E0002retirWitluM

6 R4/0002RP-CP 、 W4/0002RP-CP

7 4/E0004RP-CP 、 4/0004RP-CP

8
WE0001retirWitluM 、 W4/E0001RP-CP 、 4/E0001RP-CP 、

R4/0001RP-CP 、 4/0001RP-CP 、 2/0002RP-CP 、
4/0002RP-CP はいるあ 2leveLLDPN

9 0001RP-CP 、 2/0001RP-CP

01 0002RP-CP はいるあ LDPN

11 *R206RP-CP ,1 *2

21 *206RP-CP ,1 *2

31 *106RP-CP ,1 *2

41

74/102RP-CP 、 L54/102RP-CP 、 06/102RP-CP

LP102 ンョシーレュミエ

A08/102RP-CP 、 A56/102RP-CP 、 A06/102RP-CP

06/101RP-CP はいるあ LP102

51
X102RP-CP 、 J102RP-CP 、 SG102RP-CP

54/102RP-CP 、 SG101RP-CP

61
G102RP-CP 、 V102RP-CP 、 2V102RP-CP

3H102RP-CP 、 G101RP-CP 、 2G101RP-CP

71
の外以記上 102RP-CP 、系 101RP-CP （タンリプ系 102RP-CP 、
2F102RP-CP 、 2H102RP-CP 、 101RP-CP 、 2F101RP-CP 、
E101RP-CP 、 2E101RP-CP ）どな
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ESC/Pエミュレーションでプリンタを選択する
ESC/Pエミュレーションで使用する場合、次の手順でプリンタの選択をしてください。

1. プリンタのメニューモードで「ドウサメニュー」を「ESC/Pエミュレーション」に設定する。

詳しくはユーザーズマニュアル［1/2］の47ページを参照してください。リモートパネルを用いて設定す
ることもできます。詳しくは本書191ページを参照してください。

プリンタの動作エミュレーションをメニューモードを使用してESC/PエミュレーションとNPDLエミュ
レーションを切り替えることができます（ユーザーズマニュアル［1/2］の47ページ参照）。また、プリン
タ本体に添付されている「リモートパネル」でも、NPDLエミュレーションとESC/Pエミュレーションを
切り替えることができます（本書199ページ参照）。

“ドウサジドウ”は、コンピュータからプリンタに送られてくる印刷データのエミュレーションを自動的
に決定し切り替えて印刷を行います。ただし、印刷データによっては印刷結果が不正になる場合があり
ます。印刷結果が不正になる場合は、“ドウサエミュレーション”で設定し直してください。

2. 操作パネルの液晶ディスプレイがESC/Pエミュレーションを選択している表示していることを確認す
る。

ESC/Pエミュレーションで印刷方向にポートレートを選択していま
す。

ESC/Pエミュレーションで印刷方向にランドスケープを選択してい
ます。

3. アプリケーションで次の表に示す優先順位でプリンタを指定する。

セイコーエプソンの24ピン漢字シリアルプリンタのほとんどが以下の分類に含まれます。

ホッハ゜　　　　　Ａ４　ホ゜ート 
ＥＳＣ／Ｐ 

ホッハ゜　　　　　Ａ４　ラント  ゙
ＥＳＣ／Ｐ 

位順先優 種機タンリプ

1 48J-42P/CSE

2 48J-42P/CSE タンリプ各の拠準

3 38J-42P/CSE

4 38J-42P/CSE タンリプ各の拠準

その他ESC/Pエミュレーションを使用する場合の注意事項をユーザーズマニュアル［1/2］の
「ESC/Pエミュレーションでの機能」（60ページ）にまとめてあります。参照してください。ヒント 

✎
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PC-PTOS環境でプリンタを選択する
MultiWriter 2200X2/2200XE/2000X2は、PC-9800シリーズのPTOSインストールモデルなどのPC-
PTOSに対応しています。PC-PTOSから使用する場合、次の手順でプリンタを選択してください。

1. プリンタのメニューモードでメモリスイッチ5-1「同期コードの有効／無効の切り替え」を「有効（ON）」に
する。

詳しくはユーザーズマニュアル［1/2］の「メモリスイッチの内容（50ページ）」を参照してください。リ
モートパネルを用いて設定することもできます。詳しくは196ページを参照してください。

 PC-PTOSから使用する場合、プリンタのメニューモードでメモリスイッチ5-1「同期コードの有効／無
効の切り替え」を「有効（ON）」に設定する必要があります。このスイッチをONにしないとPTOSとの同期
が取れないため、アプリケーションによっては用紙切れ、紙づまり等の処理が正常に行えない場合があ
ります。なお、このスイッチをONにするとWindowsからの印刷およびPrintAgentの使用はできませ
ん。また、両面印刷ユニットを使った両面印刷も使えなくなります。

2. OSの設定で「PC-PR2200NW2」を指定する。

PC-PTOS VER.2.4よりも前のバージョンで使用する場合には「PTOS IV プリンタOS支援パッケージ
PX」が必要です。なお、制御コード、文字コード、印刷範囲等に付いては「PC-PR PTOS入出力装置説
明書」をご覧ください。（PC-PTOS出入力装置説明書の入手については、PTOS関連商品取扱店にお問
い合わせください。）

蘆 PC-PTOSから使用する場合、本プリンタはNPDLモードの拡張モードである「PTOS対応
モード」で動作します。このモード切り替えは、PTOSが自動的に行いますので切り替えの
ための操作は必要ありません。

蘆 プリンタのモード切り替えは自動的に行なわれますが、使い方によってこの切り替えが正し
く行なわれないときがあります。PC-PTOSでお使いの場合は下記の点にご注意ください。

－ プリンタケーブルは指定のものを使用してください。正しいプリンタケーブルを使用し
ていない場合、モードの切り替えが正しく行なわれないことがあります。

－ 上位装置とプリンタの間にプリンタバッファ、プリンタ切り替え器、プリンタネット
ワーク等を接続していると、モードの切り替えが正しく行なわれません。上位装置とプ
リンタは指定のケーブルで直接接続してください。

－ 一部の上位装置で本体およびプリンタの電源を入れたままOSの変更を行うとプリンタ
のモードの切り替えが正しく行なわれないことがあります。この場合はプリンタの電源
を入れ直すか、プリンタの操作パネルからリセット操作（シフトを押しながらリセット
を2回押す）を行うと復旧させることができます。

－ 本プリンタはNPDL、ESC/P、HPGLの各言語をサポートしています。（一部はオプ
ションによるサポート）このうちNPDL、ESC/Pについては「PTOS対応モード」への自
動切り替えが可能ですが、HPGLからの切り替えはできません。PC-PTOSから使用す
る場合はそのインタフェースにはNPDLを設定しておいてください。設定はプリンタの
メニューモードの項目「動作メニュー」で変更できます。詳しくはユーザーズマニュアル
［1/2］を参照してください。

（次ページに続く）

重要 
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－ 本プリンタには2つのセントロニクスインタフェースがあります。PC-PTOSからの印
刷はこのどちらを使っても行うことができます。また一方をPC-PTOSで他方を他のOS
で使用することもできます。その場合の切り替えも自動的に行われます。ただしPC-
PTOSと他のOS（例えばWindows系OS）を混在してプリンタを使用する場合には、
PrintAgentは使用できません。PrintAgentがインストールされている場合は、必ず
PrintAgentをアンインストールしてお使いください。

蘆 プリンタのデータ受信の速度が速すぎて、PC-PTOSからのデータ受信が間に合わなくな
り、印刷が正常に行われない場合があります。このような場合は、データストローブのデー
タラッチタイミング（メモリスイッチ7-1、7-2）を後縁ラッチに変更したり、アクノリッジ
の幅（メモリスイッチ8-3、8-4、8-7、8-8）を広げてください。詳細についてはプリンタ
ソフトウェアCD-ROM［MANUAL］の「インタフェース」をご覧ください。

蘆 両面印刷（2200XE/2000X2はオプション）は利用できません。

PC-PTOS環境で設定できる機能についてはユーザーズマニュアル［1/2］の61ページを参照してくださ
い。

重要 
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PrintAgentの起動
Windows 95、Windows NT4.0/NT3.51がインストールされているコンピュータでは、デスクトップ上
から印刷の進行状況やプリンタの状態をPrintAgentのソフトウェアにより確認することができます。
PrintAgentを起動させるには、Windows 95またはWindows NT4.0なら［スタート］ボタンから、Win-
dows NT3.51なら「プログラムマネージャ」から「MultiWriter 2000X2」、「MultiWriter 2200XE」または
「MultiWriter 2200X2」を開いてください。以下のようなPrintAgentのソフトウェアが表示されます。

プリンタステータスウィンドウ: プリンタステータスウィンドウを表示させプリンタの状態を確認する
ことができます。

リモートパネル: リモートパネルを表示させ、プリンタの各種設定を変更することがで
きます。

システムメニュー: 「システムメニュー」ダイアログボックスを表示させ、PrintAgentの各
種機能を呼び出すことができます。

システム起動: PrintAgentシステムを起動させます。通常はWindows 95の場合は起
動時に、Windows NTの場合はログオン時に自動的に立ち上がる設定
になっています。

ヘルプ: PrintAgentに関する説明が参照/印刷できます。

お読みください: PrintAgentをお使いになるときの参考情報が表示されます。

アンインストーラ: Windows NT3.51の場合これを使ってPrintAgentを削除することがで
きます。

PrintAgent
～印刷状況の確認～

MultiWriter 2200X2/2200XEをお使いのお客様へ

本書中にMultiWriter 2200X2/2200XE用の記述
がない場合は、2000X2の記述を2200X2または
2200XEと読み替えてください。
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PrintAgentに関する注意事項

PrintAgentを動作させる前に

蘆 PrintAgentはローカルプリンタに対してもネットワーク上の共有プリンタに対しても使用
できます。ただしネットワーク上で使われる場合PrintAgentソフトウェアはサーバ、クラ
イアント両者にインストールされている必要があります（詳細については3ページをご覧くだ
さい）。

蘆 Windows 95の場合PrintAgentの機能を十分に発揮させるためには、「プリンタのプロパ
ティ」ダイアログボックスで「双方向通信機能」をサポートするように設定しておく必要があ
ります。（41ページ参照）

蘆 Windows NT3.51でローカルプリンタをお使いになる場合、印刷先を「LPTNx」に設定し
ておかないとPrintAgentが正常に機能しません。

蘆 Windows NT4.0の場合、PrintAgentの機能を十分に発揮させるためには、プリンタプロ
パティの［ポート］－［双方向サポートを有効にする］をチェックしておく必要があります。

蘆 ネットワーク共有プリンタが直接つながっているコンピュータのOSがWindows NT4.0の
場合のプリンタプールはサポートしていません。サーバコンピュータのプリンタプールを無
効にするにはサーバコンピュータ上ですべてのプリンタの「プリンタのプロパティ」－「ポー
ト」タブの「プリンタプールを有効にする」のチェックを外してください。「プリンタプールを
有効にする」をチェックした場合、プリンタの状態が正しく表示されません。権限がない場
合は管理者に連絡してください。

蘆 PrintAgentをクライアント・サーバシステムでご使用の場合、1台のサーバに接続されたク
ライアントの中でPrintAgentを使用するクライアントは30台以下を推奨します。サーバの
性能やネットワークトラフィックによっては、印刷時にプリンタの状態情報が取得できなく
なったり、クライアントでオフライン作業になる場合があります。このような場合、印刷時
以外は「PrintAgentのプロパティ」の設定の「共有プリンタを利用する」のチェックを外して
PrintAgentを動作させないようにするか、PrintAgentを終了させて運用してください。

PrintAgentの動作中は

一つのコンピュータに複数のNMPS対応プリンタドライバがインストールされている場合、プリ
ンタステータスウィンドウまたはリモートパネルを表示させるとき、ダイアログボックスで「プリ
ンタの選択」を要求されることがあります。Windows NT3.51の場合、「プリンタの選択」ダイ
アログボックスは「システムアイコン」をクリックしたときのメニューから表示させることができ
ます。

（次ページに続く）

チェック 

✔



177

W
indow

s 9
5
 日
本
語
版

W
indow

s N
T4
.0
 日
本
語
版

W
indow

s N
T3
.5
1
 日
本
語
版

（前ページの続き）

PrintAgentの制限事項

蘆 プリンタのメモリスイッチ5-1（同期コードの有効/無効の切り替え）がONになっていると
PrintAgentが正しく機能しない場合があります。

蘆 Windows 95、Windows NT3.51/4.0とPC-PTOSで同一プリンタを共有している場合
はPrintAgentが正常に機能しません。その場合は、PrintAgentをアンインストールしてく
ださい。

蘆 PrintAgentとプリンタポートを直接アクセスしてプリンタの状態を監視するユーティリ
ティ（DMITOOLなど）を同じポートで使用すると正しく動作しない場合があります。このよ
うな場合は、お使いのユーティリティに応じて、プリンタの監視を行わないように設定して
ください。また、お使いのユーティリティをご使用になるには、PrintAgentプリンタのプ
ロパティで双方向通信機能をサポートしないように設定してください。

蘆 一部コンピュータのパラレルポートの設定（例：ECPモードなど）によっては、PrintAgent
の動作に不具合が生じる場合があります。このような場合は、お使いのコンピュータの取扱
説明書を参照し、パラレルポートの設定を変更することにより、PrintAgentが正常に動作
できるようになる場合があります。

赤外線通信（IrDA）オプションをご使用の場合は

Windows 95で赤外線通信（IrDA準拠）オプションでPrintAgent対応プリンタを接続している場
合は、PrintAgentはご利用になれません。

USBプリンタケーブル（PC-CA-U01）をご使用の場合は

Windows 95で複数のPrintAgent対応プリンタを同じUSBポートを使って印刷すると、
PrintAgentが正しく動作しない場合があります。
使用していないPrintAgent対応プリンタのプロパティを表示させ、［詳細］シートの［印刷先の
ポート］を［FILE］に設定してください。

チェック 

✔



178

プリンタステータスウィンドウ
通常プリンタが印刷を開始したり印刷中にエラーが発生するとプリンタステータスウィンドウ（以下PSW
と呼びます）ソフトウェアが自動的に起動し、画面上に次のようなウィンドウを表示します。

Windows 95またはWindows NT4.0の場合、タスクバーのトレーにあるシステムアイコンを
ダブルクリックするとPSWをすぐに表示できます。

PSWは印刷の進行状況やプリンタの状態を画面と音声によるメッセージで通知します。また、印刷の一時
停止や取りやめなどの指示もこのウィンドウから行うことができます。

本章の説明には原則としてWindows 95またはWindows NT4.0の画面を使っています。Win-
dows NT3.51とは基本的にタイトルバーなどの形状が異なるだけです。OSの違いによる機能
の違い、制限事項があった場合はそのつど説明を付け加えています。

メニュー＆ツールバー

処理中ドキュメントを制御すること
ができます。またPSWの通知形式の
変更やリプリント機能、ウォーム
アップ開始機能が利用できます。

プリンタ名

プリンタに付けられた名前が表示されます。
ここに表示されるのは「プリンタ」フォルダや
「プリントマネージャ」で設定した名前です。

ビジュアル情報エリア

装置の構成、接続状態、印刷状
況、障害の状況などをアニメー
ションで表示します。（181
ページ参照）

ステータス情報エリア

アイコンとメッセージでプリン
タの状態などを表示します。
（次ページ参照）

ドキュメント情報エリア

印刷中、送信中のドキュメント
情報を表示します。（182ペー
ジ参照）

ステータスヘルプボタン

メッセージ

用紙残量インジケータ

各ホッパの用紙残量を
示します。

両面インジケータ

両面印刷ユニットの装着状態
（2000X2、2200XE）や、両面印
刷中（2000X2、2200XE、
2200X2）であることを示します。

ステータスバー

プリンタの機種名とそのプリン
タが接続されているポート名ま
たはネットワークパス名です。

チェック 

✔

ヒント 

✎
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プリンタの状態を知る

ステータス情報エリア
3種類のアイコンでプリンタの状態を表示します。文字によるメッセージ（ステータスメッセージ）と音声
によるメッセージが付随します。MultiWriter 2200X2/2200XE/2000X2が表示するステータスメッセー
ジについては「プリンタソフトウェアCD-ROM」の「PrintAgent通知一覧」をご覧ください。

蘆 通常表示
通常に印刷できる状態、または処理中の表示です。

蘆 通知表示
「トナーの減少」など印刷を続行するために必要な情報を表示
します。プリンタアイコン上の黄色い通知アイコンが回転し
ます。

蘆 エラー表示
「用紙切れ」など印刷を再開するために必要な情報が表示され
ます。プリンタアイコン上の赤いエラーアイコンが回転しま
す。

プリンタの構成情報
プリンタの構成情報を確認するためには、次の2つの方法があります。プリンタとコンピュータで双方向
通信が行われていないときは「プリンタのプロパティ」ダイアログボックス（Windows 95またはWindows
NT4.0の場合）または「デバイスプロパティ」ダイアログボックス（Windows NT3.51の場合）の「プリンタの
設定」の内容が表示されます。

蘆　ボタンをクリックする

蘆　「オプション」メニューの「プリンタの構成情報」をクリックする

[MultiWriter 2200XE/2000X2の例］ [MultiWriter 2200X2の例]
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ウォームアップを開始させる

プリンタが節電状態になっているかどうかをメッセージとアニメーションで確認することができます。
プリンタが節電状態であるとき、プリンタの前面に以下のようなアニメーションを表示します。

以下のボタンまたは「オプション」メニューを使って印刷前にウォームアップを開始させておくことができ
ます。印刷前にあらかじめウォームアップを開始させておくと印刷までの時間が早くなります。ウォーム
アップを開始させておくためには、次の2つの方法があります。

蘆 ボタンをクリックする

蘆「オプション」メニューの「ウォームアップ開始」をクリックする

アニメーション
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印刷の進行状況を見る

ビジュアル情報エリア
このエリアはイラストと動画（アニメーション）で次の情報を表示します。

蘆 プリンタの接続状態 蘆 用紙の処理状況
蘆 給紙装置の構成 蘆 エラーの対処方法
蘆 各ホッパの用紙残量 蘆 両面印刷の状況
蘆 印刷データの処理状況

給紙装置：
トレー、ホッパ1、ホッパ2（増設ホッパ（250））、
ホッパ3（増設ホッパ（500））

青色：両面印刷中

用紙：ページ排出済み
プリンタの接続状態：ローカル接続
印刷データ：送信中

用紙：紙づまり発生 エラーの対処方法

プリンタの接続状態：ネットワーク接続
印刷データ：未送信

用紙残量：
ホッパ1　51～100％
ホッパ2　25～50％
ホッパ3　（用紙なし）0％

給紙装置：
トレー、ホッパ1、ホッパ2（増設ホッパ（250））、
ホッパ3（増設ホッパ（500））

表示なし：
［2200XE/2000X2の場合］両面印刷ユニットなし*
［2200X2の場合］片面印刷中

ステータスヘルプボタン

* MultiWriter 2200XE/2000X2では、両面印刷ユニット装着時で両面印刷をしていな
いときはグレーで表示されます。
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ドキュメント情報エリア
現在処理中の印刷データのドキュメント情報（ドキュメント名称、所有者名、印刷完了ページ）を表示しま
す。

［送信中ドキュメント情報］はコンピュータからプリンタへ「送信中」のドキュメント情報を表示します。
［印刷中ドキュメント情報］はプリンタで「印刷中」のドキュメント情報を表示します。さらに［詳細］ボタン
をクリックすれば詳細なドキュメント情報がリスト表示されます。（これらは同時には表示できません。）

印刷済みページ
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送信中ドキュメントを制御する

ボタンまたは「ドキュメント」メニューを使って送信中ドキュメントを制御することができます。

Windows NTではセキュリティにより「一時停止」、「印刷再開」は実行できません。また、ネッ
トワーク上のWindows 95クライアントにもこの機能は実行できません。

送信中ドキュメントを制御するためには、次の2つの方法があります。

蘆 ボタンをクリックする

印刷中止： クリックすると印刷を中止します。

印刷再開： クリックすると印刷を再開します。

一時停止： クリックすると印刷を一時停止します。

蘆「ドキュメント」メニューを使う

複数のドキュメントが送られていた場合、一時停止を行うとプリンタは次の印刷待ちドキュメン
トの印刷を始めるわけではありません。一時停止されたドキュメントを「印刷再開」または「印刷中
止」しないかぎり、以降のドキュメントは処理されません。

チェック 

✔

チェック 

✔
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リプリントを行う

リプリントを行うには、印刷時にプリンタドライバの「リプリント機能を使用する」をチェックし
ておく必要があります。また、「PrintAgentのプロパティ」においても「リプリント機能を提供す
る」をチェックしておく必要があります。

リプリントを行うためには、次の2つの方法があります。
リプリント機能については、「リプリント機能」（207ページ）をご覧ください。

蘆 ボタンをクリックする

蘆「ドキュメント」メニューの「リプリント機能」
をクリックする

チェック 

✔

「スプールファイルの選択」

リプリントを行うドキュメントを選択します。

「印刷後スプールファイルを削除」

リプリントを行った後に、プライベートスプールしてあるドキュメントを削除します。プライベート
スプールしてあるドキュメントとは、リプリントのために保存されたドキュメントのことです。

［スプールファイル削除］ボタン

クリックすると「スプールファイルの選択」で選択したドキュメントを削除します。

「印刷範囲」

「スプールファイルの選択」で選択ドキュメントの印刷範囲を指定します。

「印刷部数」

印刷時の部数（コピー枚数）を指定することができます。（1～99枚まで設定可能）
印刷時の部数を複数枚指定した場合、部単位で印刷するかどうかについて指定します。

［印刷］ボタン

クリックするとリプリントを実行します。

［閉じる］ボタン

クリックするとリプリントを実行せずに、「リプリント機能」ダイアログボックスを閉じます。
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通知形式を変更する

通知形式を変更することによって、必要とする情報だけを選択することによりウィンドウをコンパクトに
することができます。
通知形式を変更するためには、次の2つの方法があります。

蘆 ボタンをクリックする

蘆「オプション」メニューの「通知形式」
をクリックする

上記のプロパティダイアログボックスの設定で表示されたPSWは次のとおりです。

「表示内容」

ウィンドウに表示する内容を次の項目で選択します。

蘆 ツールバー
蘆 ビジュアル情報
蘆 ドキュメント情報
蘆 ステータスバー



186

「音声メッセージ」

音声メッセージの利用方法を切り替えます。

蘆 すべて通知
蘆 エラー時のみ通知
蘆 利用しない

蘆 音声メッセージは、自分のドキュメントの印刷中にはPSWが表示されていない場合でも
PrintAgentが起動していれば通知されます。必要ない場合は「音声メッセージ」で「利用しな
い」を選択してください。

蘆 音声メッセージは、自分のドキュメントを印刷していないときの通知に関しては、PSWの
プロパティの設定内容により変わります。詳細については「PSWのプロパティ」（188ペー
ジ）をご覧ください。

蘆 連続して印刷を行っている場合、印刷開始のメッセージは最初のデータの印刷処理が開始さ
れたときだけ通知されます。同様に印刷終了のメッセージは最後のデータが処理終了したと
きだけ通知されます。

「アニメーションを行う」

ステータス情報エリアまたはビジュアル情報エリアでアニメーション（エラー/通知アイコン、排紙、
節電状態、印刷データの送信状況の動画表現）を行うかどうかを切り替えます。

「ウィンドウを常に手前に表示」

この項目をチェックしておくと一番手前にPSWが表示され続けるので、プリンタの状態を常に確認で
きます。

ヘルプを見る

ヘルプを見るためには、次の2つの方法があります。

蘆 ボタンをクリックする

ボタンをクリックし、そのままポインタを移動させ、
ウィンドウ内の各部分をクリックすると各部分のヘルプが表示される

蘆「ヘルプ」メニューを使う

「ヘルプ」メニューの「目次」をクリックすると
「PSWヘルプ」－「トピックの検索」が表示される

チェック 

✔
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システムアイコン

システムメニュー
システムメニューは次の2通りの方法で表示できます。

蘆［スタート］ボタンまたは「プログラムマネージャ」から表示させる

Windows 95またはWindows NT4.0なら［スタート］ボタンか
ら、Windows NT3.51なら「プログラムマネージャ」から
「MultiWriter 2000X2」（または「MultiWriter 2200XE」か
「MultiWriter 2200X2」）フォルダの「システムメニュー」を開きま
す。

システムメニューを開くと右に示すダイアログボックスが表示
されます。

Windows NT3.51の場合、「システムアイコン」を
左クリックして表示させます。

システムメニュー下段のグループは複数のNMPS対応プリンタの中から希望のプリンタのPSW
を表示させるためのものです。

NMPS対応プリンタ名

システムメニュー

システムメニュー

NMPS対応プリンタ名

ヒント 

✎

蘆「トレーアイコン」から表示させる

Windows 95/NT4.0の場合、「システムアイコン」をマウスの
右ボタンでクリックして表示させます。

システムアイコン
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PSWのプロパティ

プリンタステータスウィンドウをいつ自動起動（表示）させるかを設定します。
まずはじめに設定範囲のコンボボックスから以下の2つのいずれかを選択します。

［自分のドキュメントの印刷中］

画面枠内の設定は、自分が印刷を行ったときの
PSWの自動起動に関して設定できます。

［自分のドキュメントを印刷していないとき］

自分が印刷していない場合（ネットワーク上でプ
リンタを共有しているときに他の人が印刷を
行った場合を含む）のPSWの自動起動に関して設
定できます。
特定のクライアントで、プリンタを管理する場
合等は、［自分のドキュメントを印刷していない
とき］を選択し、自動起動を行うようにすれば便
利です。

コンボボックスから設定を適用する範囲を選択した後、枠内の項目からプリンタステータスウィンドウを
起動させる条件（タイミング）を選択します。

「印刷中にウィンドウを自動起動する」

印刷を開始すると自動的にPSWを表示し、印刷が終了すると自動的にウィンドウを閉じます。

「印刷中にアイコンで自動起動する」

印刷を開始すると自動的にPSWのアイコンをディスクトップ上に（Windows 95、Windows NT4.0で
はタスクバー上）表示します。印刷が終了すると自動的にPSWアイコンは消えます。必要に応じてウィ
ンドウとして表示することができます。また、「エラー発生時にウィンドウ化」をチェックすると、印
刷中にエラーが発生したとき、自動的にウィンドウが表示されます。

「エラー発生時にウィンドウを自動起動する」

なんらかの対処をしなければ印刷を継続できないエラーが発生した場合に自動的にPSWを表示しま
す。エラー状態が解除されると自動的にウィンドウは閉じます。

「自動起動を行わない」

印刷時の自動起動を行いません。
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PrintAgentのプロパティ

「システムを自動的に起動する」

Windowsの起動時にPrintAgentシステムが自動的に起
動します。設定した内容は、次回のWindows起動時ま
たはログオン時から有効となります。

「共有プリンタを利用する」

他のコンピュータ（プリントサーバ）がネットワーク共
有プリンタとして提供しているMultiWriter 2200X2/
2200XE/2000X2に対してPrintAgentの機能（プリンタ
ステータスウィンドウ、リモートパネル）を利用できる
ようになります。
この設定は、共有プリンタに対するPrintAgent機能の
利用のみを設定するもので、この項目をチェックしてい
なくても印刷自体は可能です。

設定が有効になるためには、プリントサーバ側のPrintAgentのプロパティで「共有プリンタを提
供する」がチェックされている必要があります。

「共有プリンタを提供する」

お使いのコンピュータに接続されているMultiWriter 2200X2/2200XE/2000X2をネットワーク共有プ
リンタとして他のコンピュータに対して提供している場合に、他のコンピュータからPrintAgentの機
能（プリンタステータスウィンドウ、リモートパネル）が利用できるようになります。
この設定は、PrintAgentの機能の利用のみを設定するもので、この項目をチェックしていなくてもク
ライアントから共有プリンタに印刷することはできます。

共有プリンタを提供するコンピュータがWindowsのログオン画面表示中（ユーザーがログオンしていな
い間）であっても他のコンピュータからPrintAgent機能は利用可能です。

本項目は、Windows NTでは、管理者レベルのユーザのみ設定を変更できます。
「共有プリンタを利用する」、「共有プリンタを提供する」の項目は、通常はチェックしたままで支
障ありませんが、次の場合はチェックをしないことをお勧めします。

蘆 ネットワークの回線速度が遅い

低速回線を経由する共有プリンタに対して、PrintAgentを使用すると、通信速度の関係で
PSWなどの操作がしにくかったり、状態の表示が遅れたりすることがあります。

蘆 コンピュータの処理能力が十分でない

コンピュータの性能があまり高くない場合、PrintAgentのご利用により、他の作業の処理
速度に影響する可能性があります。この設定を外してもローカルに接続しているプリンタで
は、引き続きPrintAgentがご利用になれます。

蘆 課金されるネットワークを使用している

プリントサーバとクライアントが電話回線やルータなどを介して通信する場合、
PrintAgentは共有プリンタを利用する時に印刷を行わなくても通信を行うため、予想以上
に課金されることがあります。ただし、PrintAgentのプロパティで共有プリンタを利用・
提供しない設定になっている場合は、これらの設定は何も影響を与えません。

チェック 

✔

チェック 

✔
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「リプリント機能を提供する」

リプリントを行う場合には、本項目をチェックしておきます。チェックすると、一度印刷したデータ
をコンピュータ上でプライベートスプールします。プライベートスプールするときの設定を行うには
以下のボタンをクリックします。プライベートスプールとは、リプリントを行うためにPrintAgentが
ドキュメントを保有することです。

［リプリント機能の設定］ボタン

クリックすると、下図に示すダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスでリプリ
ント機能に関する詳細な設定を行います。

「LANボード使用時のPSW表示」

［印刷終了まで表示］
自動起動の場合、印刷が終了するまでPSWを表示します。

［送信終了まで表示］
自動起動の場合、プリンタへの送信が終了するとPSWを閉じます。

スプールする最大ド
キュメント数を限定
します。*1

スプールしておく時
間を設定します。*1

スプールに使う最大
ディスク領域を設定
します。*1

スプールしてあるドキュメ
ントをすべて削除します。

スプールするフォルダを
変更します。*2

*1 ここで設定した値のうちのいずれかを超えると、すでにスプー
ルしているドキュメントの中から最も古いファイルの順に消去
されます。

*2 空き容量が不足した場合など、このボタンからスプール先の
フォルダを変更できます。ネットワークで接続されたフォルダ
やリムーバブルディスクはスプールするフォルダとして指定で
きません。
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プリンタの設定内容を読み込みます。

プリンタに設定内容を書き込みます。

設定値を工場出荷時の設定に戻します。

対象とするプリンタを変更します。クリックす
ると「プリンタの選択」ダイアログボックスが表
示されます。

ポインタでウィンドウ内の各部分をクリックす
ると対応するヘルプが表示されます。

リモートパネルでの設定
Windowsでは「MS-DOSプロンプト」や「DOS互換ボックス」を使ってMS-DOS用アプリケーションを
Windows上で起動させることができます。
印刷するときのプリンタの設定はプリンタの操作パネルを使った「メニューモード」かここで説明する「リ
モートパネル」から変更することができます（メニューモードについてはユーザーズマニュアル［1/2］を参
照してください）。

リモートパネルの設定項目には、Windows用アプリケーションからの印刷の際にも有効になる
機能が含まれています。

リモートパネルは次の2通りの方法から起動することができます。

蘆［スタート］ボタンまたは「プログラムマネージャ」から起動する

Windows 95またはWindows NT4.0なら［スタート］ボタンから、Windows NT3.51なら「プログラム
マネージャ」から「MultiWriter 2000X2」（または「MultiWriter 2200XE」か「MultiWriter 2200X2」）フォ
ルダの「リモートパネル」を開きます。

蘆 プリンタのプロパティから起動する

プリンタのプロパティダイアログボックス内の「プリンタの状態」シートにある［リモートパネル］ボタ
ンから起動します。

リモートパネルを起動すると次のダイアログボックスが表示されます。ここでは共通に使うボタン類の機
能について説明します。

プリンタに付けられた
名前を表示します。

ツリービュー

設定できる項目と現在の設定が表示
されます。項目名を直接クリックす
ると選択できます。

ステータスバー

現在のプリンタの状態、またはポインタが指
している機能の説明が表示されます。

ツリービューで選択した項目の説明
が表示され設定の変更ができます。

ヒント 

✎
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リモートパネルでの設定変更のしかた

リモートパネルを使った設定変更は以下の手順で行います。

1. 設定を変えたいプリンタかどうか確認する。

タイトルバーのプリンタ名で確認してください。もし希望のプリンタで
ない場合は「プリンタの変更」ボタンをクリックするか「プリンタ」メ
ニューから「プリンタの変更」をクリックして変更します。

2. ツリービューから希望の設定項目を選ぶ。

１回クリックしてください。クリックすると黒く反転表示になります。

もし設定項目が表示されない、見つからない場合は「設定読
み込み」ボタンをクリックするか「プリンタ」メニューから
「設定の読み込み」をクリックします。それでも表示されな
い場合はプリンタとコンピュータが双方向通信していない
可能性があります。176、177ページを参照して設定を確
認してください。

3. 設定ウィンドウで設定を変更する。

ダイアログボックスで設定を変えた場合、必ず最後に［OK］ボタンをク
リックします。

4. 変更した設定内容をプリンタに書き込む。

「設定書き込み」ボタンをクリックするか「プリンタ」メニューから「設定
の書き込み」をクリックします。

5. 「プリンタ」メニューの「終了」をクリックしてリモートパ
ネルを終了する。

これでプリンタの設定変更は終了です。

「設定書き込み」ボタン

選択された項目

現状の設定

プリンタ名

「プリンタ変更」ボタン

チェック 

✔
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リモートパネルでの設定項目

現在表示しているプリンタの名前を表示しま
す。

「Windows/DOS AP用設定」

この項目以下はWindows用アプリケーション
およびMS-DOS用アプリケーションのどちら
でも有効になります。

「自動縮小」

指定用紙サイズがなかった場合、自動縮
小して印刷するかどうかを選択します。

「節電モード」

節電モードを無効、5、10、30、60、90
分の中から選択します。選択された時間
プリンタが印刷を行わなかった場合、節
電モードに入ります。 無効が選択された
場合は、節電モードに入りません。

  「ブザー」

エラーその他でプリンタの状態が変化し
たときにブザーを鳴らすか鳴らさないか
を選択します。

「リレー給紙」

トレーやホッパに対してリレー給紙機能
を使用するかどうかを設定します。増設
されていないホッパは表示されません。

「ホッパの種類」

ホッパ2またはホッパ3の種類を選択しま
す。ホッパが増設されていない場合は表
示されません。ホッパの種類により選択
できる用紙が違います。

「トレーの用紙サイズ」

トレーの用紙サイズをレター、A3、A4,
縦、A4,横、A5、B4、B5、はがき、封
筒、往復はがきの中から選択できます。



194

「トレーの用紙の種類」

トレーで印刷する場合の用紙の種類を選
択します。

「ホッパの用紙サイズ」

ホッパの用紙サイズを選択します。レ
ター用紙をご使用にならない場合は、自
動設定にしてください。この設定はホッ
パの種類により、設定できない場合があ
ります。また、増設されていないホッパ
は表示されません。

「半角ゼロのスラッシュ」

半角の数字ゼロに使う字体を「0」か「ø」に
切り替えます。

「全角ゼロのスラッシュ」

全角の数字ゼロに使う字体を「0」か「ø」に
切り替えます。

「国別文字セット」

各国文字セットを日本、アメリカ、イギ
リス、ドイツ、スウェーデンの中から選
択します。

「B4→A4縮小率」

B4→A4縮小モードを設定したときに、縮
小率を2/3にするか4/5にするかを切り替
えます。

    「ページプロテクト」

プリンタが受信した印刷データをメモリ
にどのように蓄えるかを設定します。
設定を「無効にする」にすると、印刷デー
タは圧縮され、メモリに蓄えられます。
印刷データによるメモリ消費が少なくな
り、メモリを他の処理に有効に使用できるため処理性能が向上します。しかしデータが非常に
複雑な場合や両面印刷設定の場合、プリンタは操作パネルに“メモリオーバー”あるいは“インサ
ツフカ”を表示し、印刷を中止したり、正しく印刷されなかったりすることがあります。設定を
「有効にする」にすると、印刷データは圧縮処理されない状態で、メモリに蓄えられます。この
ため、どんなに複雑なデータであっても、メモリオーバーあるいはインサツフカで印刷を中止
することなく、印刷することができます。ただし、メモリ増設サイズによっては、両面印刷が
できない用紙サイズが存在します。
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ページプロテクトを有効にするためには8MB以上のメモリを増設する必要がありま
す。また、両面印刷をすべての用紙サイズで実行できるようにするためには、16ＭＢ
以上のメモリを増設することをお勧めします。詳細については「両面印刷機能」（214
ページ）をご覧ください。

「メモリ割り当て」

印刷する場合に、「ページプロテクト」で
印刷データのために割り当てられた容量
を除く残りのメモリをどのように利用す
るかを指定します。8MB以上のメモリを
増設した場合は、「標準」以外を選択する
ことができます。

蘆標準 通常の用途でもっとも性能が発揮できるように、それぞれのバッファ
にメモリを最適に割り当てます。通常はこの設定のままお使いくださ
い。

蘆受信バッファ優先 印刷データをプリンタ内部に蓄えるために用意されるメモリ（受信バッ
ファ）に優先してメモリを割り当てます。これにより、コンピュータが
印刷のために行う処理を少なくすることができます。

「受信バッファ優先」に設定した場合、ネットワーク用プリンタユーティリティ使用時
に表示される「メモリサイズ」の各々の項には実装されているメモリ容量よりも少ない
値が表示されます。NPDLのステータス印刷では正しい値が表示されます。

蘆文字キャッシュ優先 印刷データ中の文字データを認識するために使用されるメモリ（文字
キャッシュ）に優先してメモリを割り当てます。文字データの多いもの
（テキストデータなど）を印刷するときこの設定を指定しておくと、処
理能力が向上します。

蘆フォーム登録優先 フォーム登録のために使用されるメモリに優先してメモリを割り当て
ます。定型の印刷データを使う場合はこの設定に指定しておくと、多
量の印刷データを取り扱うことができます。フォーム登録についての
詳細は、別売の「日本語ページプリンタ言語NPDL（Level 2）リファレン
スマニュアル」を参照してください。

「DOS AP用設定」

この項目以下はDOS用アプリケーションのみ
有効になります。

この項目の下にある各設定はWindows用アプリケーションでは無効です。この場合、プ
リンタドライバでの設定が有効になります。

「用紙」

 この項目以下は用紙に関する設定です。

チェック 

✔

チェック 

✔

チェック 

✔
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「給紙方法」

使用するホッパ（トレー）をリストボック
スから選択します。リストボックスには
使用できる給紙方法が表示されます。プ
リンタとコンピュータで双方向通信が行
われていると、ホッパにセットされてい
る用紙サイズも表示します。

　「ジョブセパレート」

ジョブセパレート機能を有効にするか、
無効にするかを切り替えます。

「印刷部数」

印刷枚数を指定することができます。1～
99枚まで設定可能です。

「用紙方向」

ページを縦長（ポートレート）か横長（ラン
ドスケープ）で印刷するかを設定します。

「用紙の高度な設定」

［用紙の高度な設定］ボタンをクリックす
ると右のダイアログボックスが表示され
ます。印刷位置の調整、エミュレーショ
ンモードの選択など、用紙に関する詳細
な設定が行えます。

エミュレーションの設定

201PLエミュレーションかページプリン
タかを切り替えます。 以下の項目はエ
ミュレーションモードが201PLエミュ
レーションの場合のみ設定可能です。

蘆DC1,DC3コード DC1,DC3コード（セレクト／ディセレクトの設定）を有効にするか
無効にするかを切り替えます。

蘆グラフィックモード グラフィックモード（ドット列印刷）時に横ドット数をネイティブ
モードにするかコピーモードにするかを切り替えます。コピーモー
ドにすると横ドット数がネイティブモードのときの1/2になりま
す。

蘆8/7ビットモード インターフェースのデータが8ビット有効か7ビット有効かを切り替
えます。
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印刷位置調整

第一印刷位置を「レフトマージン初期設定」か「136桁モード」によって設定します。この項目は
エミュレーションモードが201PLエミュレーションの場合のみ設定可能です。

蘆 レフトマージン初期設定
選択すると最左端印刷位置を基準にし
てレフトマージンを1/10インチ単位
で設定できます。

レフトマージン量
レフトマージン量を1/10インチ単位
で設定します。設定範囲は0/10～15/
10インチです。この項目はレフト
マージン初期設定を選択時のみ有効で
す。

蘆 136桁モード
用紙を左端合わせにするか中央合わせ
にするか、位置調整の方向を右方向に
するか左方向にするかを切り替えま
す。
 ◇用紙位置中央合わせでは、A4サイ
ズの用紙を使用した場合、136桁
の仮想印刷範囲の30桁目から107
桁目までが印刷されます。

 ◇ 用紙位置左端合わせでは、136桁
の仮想印刷範囲と印刷用紙の左端
を合わせます。また、用紙位置調
整量によって、右の図のように仮
想印刷範囲を超えて用紙位置を設
定することもできます。

印刷位置調整量
位置調整量を1/10インチ単位で設定
します。設定範囲は0/10～15/10イ
ンチです。この項目は136桁モード選
択時のみ有効です。

A4ポートレート桁数

用紙がA4サイズ、ポートレート方向で使われるときの一行あたりの文字数をパイカ文字で78桁
にするか80桁にするかを設定します。

「フォント」

［フォント］ボタンをクリックすると右の
ダイアログボックスが表示され、フォン
トに関する設定を行うことができます。

0 
1/10インチ 
2/10インチ 
3/10インチ 
4/10インチ 
5/10インチ 
6/10インチ 
7/10インチ 
8/10インチ 
9/10インチ 

1インチ 
11/10インチ 
12/10インチ 
13/10インチ 
14/10インチ 
15/10インチ 

ABC�
 ABC�
  ABC�
   ABC�
    ABC�
     ABC�
      ABC�
       ABC�
        ABC�
         ABC�
          ABC�
           ABC�
            ABC�
             ABC�
              ABC�
               ABC

レフトマージン量 

最左端印刷位置 

＊　ABCはパイカ文字です。 

1インチ 

印刷用紙（A4） 

仮想印刷範囲 

1 29 30 107 108 136

印刷用紙（A4） 

仮想印刷範囲 
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半角フォント

コンボボックスの中から半角文字（1バイ
ト系のアルファベット、数字、カタカ
ナ）のフォントを選択します。

全角フォント

コンボボックスの中から全角文字（2バイ
ト系文字）のフォントを選択します。漢字アウトラインフォントカードのフォントを選択したい
ときは「漢字1」または「漢字2」を選択します。

蘆 漢字1のフォント
漢字1のフォントをコンボボックスに表示された漢字アウトラインフォントカードのフォン
トから選択できます。カードが未装着の場合はゴシック体のみが選択できます。

蘆 漢字2のフォント
漢字2のフォントをコンボボックスに表示された漢字アウトラインフォントカードのフォン
トから選択できます。カードが未装着の場合はゴシック体のみが選択できます。

文字セット

全角（2バイト系の文字）の文字セットをJIS1978、JIS1983、JIS1990の中から選択します。

「印刷品質」

［印刷品質］ボタンをクリックすると右の
ダイアログボックスが表示され、印刷品
質に関する設定を行うことができます。

解像度指定

プリンタの解像度を指定します。

印刷濃度

印刷濃度の設定を行います。

SET機能を使用する

SET機能を利用するかしないかを選択し
ます。SET機能を使用するとテキストやグラフィックのエッジのギザギザをなくし、画質を向
上させることができます。（詳細はユーザーズマニュアル［1/2］xivページ「SET」を参照してくだ
さい。）

トナー節約モードで使用する

トナー節約機能を使用するかしないかを切り替えます。

トナー節約機能を使用すると、細い線、濃度の薄い印刷、網掛け、およびグラデー
ションが不鮮明になることがあります。本機能は試し印刷などにご使用ください。ま
た、2200X2/2200XE/2000X2は内蔵の疑似OCR-Bフォントの印刷もできます
が、疑似OCR-Bフォントの印刷を行う場合にはトナー節約機能は使用しないでくださ
い。印刷がかすれ、OCR読取装置が読み取りエラーを起こすことがあります。

チェック 

✔
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グレイスケールの網点を細かく印刷する

グレイスケールのパターンを細かく印刷します。グレイの濃淡を白地に黒いドットで作られた
パターンで表現する際に、パターンの繰り返し周期が短くなります。お好みにより選択してく
ださい。

解像度が400dpiまたは240dpiに設定されている場合は、グレイ表示されて使用でき
ません。

「ポートエミュレーション」

［ポートエミュレーション］ボタンをク
リックすると右のダイアログボックスが
表示され、ポートエミュレーションに関
する設定を行うことができます。

リアポート、フロントポート、RS-232C

各ポートの動作エミュレーションを指
定します。コンボボックスには次の項
目が表示されます。
蘆 NPDL
蘆 ESC/P
蘆 HPGL*

*プロッタエミュレーションボード（オプショ
ン）を装着したときのみ表示されます。

また、自動切り替えチェックボックス
にチェックをすると送られてくる印刷
データから動作モードを判断し、自動
的にエミュレーションを切り替えて印
刷します。ただし、印刷データによっ
ては正しく印刷されない場合がありま
す。

ジョブタイムアウト

自動切り替えのタイムアウト時間を指定します。

チェック 

✔
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　「動作環境」

［動作環境］ボタンをクリックすると右の
ダイアログボックスが表示され、動作環
境に関する設定を行うことができます。

メモリオーバ時の動作

「ページプロテクト」を無効に設定して
いるときにメモリオーバーが起きた場
合の動作を指定します。「印刷停止」を
選択した場合、一時的に印刷を停止
し、“メモリオーバー”あるいは“インサ
ツフカ”のアラームを表示します（［印刷
可］スイッチを押すと解像度を落として
印刷を再開します）。「解像度を落とし
て印刷」を選択した場合、アラームを表
示せず解像度を落として印刷が継続さ
れます。

自動排出時間

自動排出の有効/無効、および設定時間を指定します。 データを送り終わったのに印刷を開始
しない状態が多く発生するアプリケーションを使用している場合、設定時間を選択することを
お勧めします。

「両面印刷」

［両面印刷］ボタンをクリックすると右のダ
イアログボックスが表示され、両面印刷に
関する設定を行うことができます。 ただ
し2200XE/2000X2では両面印刷ユニッ
トを装着した場合のみ表示されます。

両面印刷する

両面印刷を行う場合にチェックします。

とじしろ

用紙の両面に印刷した文書を本のように綴
じるときに、そのとじ方を選択します。 用
紙のとじ方には、用紙の長い辺でまとめて
とじる「長辺とじ（長い辺）」と、用紙の短い
辺でとじる「短辺とじ（短い辺）」の2種類あ
ります。また、それぞれのとじ方のなかで
も、どの辺（上下または左右の辺）をとじる
かを選択することができます。
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蘆「印刷の向き」が「縦（ポートレート）」のとき

長辺とじ1 長辺とじ2 短辺とじ1 短辺とじ2

蘆「印刷の向き」が「横（ランドスケープ）」のとき

長辺とじ1 長辺とじ2 短辺とじ1 短辺とじ2

とじしろ付加サイズ

印刷した用紙に穴を開けてファイルにとじた
いときなど、穴を開ける余白（とじしろ）の幅
を設定することができます。0ミリから20ミ
リまで1ミリ単位で余白の設定ができます。
プリンタには、用紙の上下左右に数ミリほど
印刷できない部分があります。「とじしろ付加
サイズ」で設定した値に、この印刷できない部
分の幅を加えた余白がとじしろになるため、
実際に印刷されたとじしろと「とじしろ付加サ
イズ」で設定した値は異なります（印刷できな
い部分についてはプリンタソフトウェアCD-
ROMの［MANUAL］をご覧ください）。

2
3
5

2

3
5

23
5

2

3
5

3

2

5

2
35

3

2

5

3
2 5

1

A
B

C

2

A
B

C

長辺とじの場合

1

2

A

A

B

B

C

C

A とじしろ付加サイズで設定した余白
B 印刷できない範囲
C 印刷後のとじしろ

短辺とじの場合
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クリップ機能を使用する

余白（とじしろ）を多く取り過ぎると印刷データが用紙の印刷範囲を超えてしまう場合がありま
す。この場合、印刷範囲からはみ出したデータを改行または次のページに印刷するか、はみ出
した分を消去してそのまま残りのページを印刷するかを選択します。本機能は両面印刷時のみ
有効です。

蘆 「クリップ」機能：OFF
プリンタ添付のプリンタドライバを使用して印刷したとき、「クリップ」をOFFにすると、
はみ出した部分は消去されます。また、両面印刷での裏面は印刷の右側のとじしろにか
かった部分が消去されます。（アプリケーションによっては、次の201エミュレーションや
ESC/Pエミュレーションで印刷したときのようになる場合があります）。

とじしろ とじしろ 

はみ出した部分は消去される。 

（表面） （裏面） 

印刷範囲 

裏面のとじしろはライト 
マージンを広げるように 
設定される。 

はみ出した部分は 
消去される。 

201エミュレーションやESC/Pエミュレーションで印刷したときは、はみ出した文字は改行
して次の行に印刷されます。図形ははみ出した部分が消去されます。（アプリケーションに
よっては、上記のプリンタ添付のプリンタドライバを使用して印刷したときのようになる場
合があります）。

とじしろ とじしろ 

図形は、はみ出した部分は消去。 

はみ出した文字は 
削除され、改行して 
もう一度印刷される。 

（表面） （裏面） 

はみ出した文字は 
削除され、改行して 
もう一度印刷される。 
 

印刷範囲 

蘆 「クリップ」機能：ON
印刷範囲をはみ出した部分は消去されますが、両面印刷での裏面はとじしろ部分を左にず
らすようにとり、左側の印刷範囲からはみ出した部分が削除されます。

とじしろ とじしろ 

（表面） （裏面） 

裏面のとじしろは 
印刷範囲を左に 
ずらすように取られる。 

はみ出した部分は 
消去される。 

はみ出した部分は 
消去される。 
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「その他」

［その他］ボタンをクリックすると右のダイア
ログボックスが表示され、その他の制御コー
ドに関する設定を行うことができます。

ESCc1（リセット）コードで登録データを消す

ESCc1コード（ソフトウェアリセット）で登録
データの初期化をするかどうかを切り替えま
す。チェックしない場合はESCc8コード（パ
ラメータリセット）と同じ機能になります。リ
セットされる内容についてはプリンタソフト
ウェアCD-ROMの「NPDLの初期状態」をご覧
ください。

FFコードで白紙を出力する

FFコード（改ページ司令）のみで白紙を出力するかどうかを切り替えます。チェックしない場合
はESCa、ESCbコード（未印刷データ排出）と同じ機能になります。

自動復帰改行

バッファフル印刷を行うとき、復帰のみにするか復帰改行をさせるかを切り替えます。この設
定はメモリスイッチ5-1がOFFのとき（同期コード無効）のみ有効です。

印刷開始コード

印刷をCRコード（印刷位置の復帰）のみで開始するか、CRを含んだその他のコード（LF、VT、
FF、US、ESCa、ESCb）で開始させるかを切り替えます。

CRコードの機能

CRコード（印刷位置の復帰）を受信したとき復帰のみをさせるか、復帰改行動作をさせるかを切
り替えます。
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PrintAgentが正しく動作しない
次の表にPrintAgentが正しく動作しないときの症状とその原因、対処方法を示します。それぞれの方法に
従って対処してください。

状　症 法方理処と因原

に上面画 tnegAtnirP コイアムテスシ
いないてれさ示表がン

「 tnegAtnirP 起に的動自をムテスシ「、でスクッボグロアイダ」ィテパロプの
。いないてしクッェチを」るす動

回次。いさだくてしクッェチ→ swodniW （時動起 59swodniW いるあ）合場の
（時ンオグロ回次は　 TNswodniW 。すまれさ示表に的動自らか）合場の

tnegAtnirP 。るいてし了終を
→ 59swodniW 、 0.4TN は合場の [ トータス [-] ムラグロプ 2X0002retirWitluM[-]
　( はたま 2X0022 か tnegAtnirP[-])EX0022 動起ムテスシ ] 。いさだくてし行実を
　 15.3TNswodniW は合場の [ ャジーネマムラグロプ (2X0002retirWitluM[-] ま

はた　 2X0022 か tnegAtnirP[-])EX0022 動起ムテスシ ] 。いさだくてし行実を

モリやウドンィウスターテスタンリプ
まーュニメ］トータス［がルネパトー
録登に］ャジーネマムラグロプ［はた

いないてれさ

。たっかなれさと象対ルートスンイ、てっよにルートスンイムタスカ
。いさだく談相ごに者理管のムテスシ→

。るいてれさ除削がルイァフな要必
→ tnegAtnirP 。いさだくてしルートスンイ再を

ーテスタンリプのタンリプいたし用使
選がルネパトーモリやウドンィウスタ

いなきで択

「にャジーネマトンリプはたまダルォフタンリプ 2X0002retirWitluMCEN
（ 2X0022 「は合場の 2X0022retirWitluMCEN 、 EX0022 「は合場の CEN

EX0022retirWitluM 。いないてれさ録登がタンリプの」）
。いさだくてしルートスンイをバイラドタンリプ→

。すまりあが性能可るいてれさ更変がバイラドタンリプ
「をバイラドタンリプ→ 2X0002retirWitluMCEN （ 2X0022 「は合場の CEN

2X0022retirWitluM 、 EX0022 「は合場の EX0022retirWitluMCEN 変に」）
。いさだくてしルートスンイ再はたま更

モリやウドンィウスターテスタンリプ
いなし動起がルネパトー

。いなが権スセクアのタンリプ
。いさだくてし認確を限権→

。るいてれさ除削がルイァフな要必
→ tnegAtnirP 。いさだくてしルートスンイ再を

。足不リモメのターュピンコ
。いさだくてし了終をンョシーケリプアいなの要必→

ィテリィテーユるす視監を態状のタンリプてしスセクア接直をトーポタンリプ
。るいてれさ用使が

を視監のタンリプ、てじ応にィテリィテーユるいてれさ用使でターュピンコ→
。いさだくてし定設にうよいなわ行　

。いなくし正が定設のトーポルレラパ
。いさだくてし更変を定設のトーポルレラパのターュピンコ→

示表のウドンィウスターテスタンリプ
がンョシーメニア、るあで正不が容内

いなれわ行

。るいてし信送にタンリプ接直をターデ刷印
。いさだくてし定設にうよるすループスを）ブョジ（ターデ刷印→

。るいてれさ更変が定設の］ィテパロプの式形知通［
。いさだくてし認確を容内定設→

リプがウドンィウスターテスタンリプ
いなし示表くし正を態状のタン

41 。るいてし続接をタンリプでスーェフタンイルレラパンピ
スタンリプずきでがとこるす得取を報情のタンリプはでスーェフタンイのこ→
ェフタンイ設増タンリプ。すまれさ限制に幅大が能機のウドンィウスターテ　

（スー　 49-1089-CP 。すましめ勧おをとこるなにい使おを）

チッイスリモメのタンリプ 1-5 が NO 。るいてっなに
チッイスリモメ→ 1-5 を FFO 、しだた。いさだくてしに SOTP-CP 、は合場の
チッイスリモメ　 1-5 を NO めたるあが要必るすに tnegAtnirP 　なにい使おは

、は合場のそ。んせまれ　 tnegAtnirP 。いさだくてしルートスンインアを
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状　症 法方理処と因原

がウドンィウスターテスタンリプ
なし示表くし正を態状のタンリプ

）き続（い

なに定設いなきでが信通向方双でターュピンコるいてっがなつ接直がタンリプ
。るいてっ

、で上ターュピンコるいてっがなつ接直がタンリプ→ SO 　に定設の下以りよに
。いさだくてし更変　

　 59swodniW のィテパロプのタンリプ　　： [ 細詳 [-] 定設のループス [-] プのこ
るすトーポサを能機信通向方双でタンリ　　　　　　　　　　 ] てしクッェチを

。いさだく　　　　　　　　　　
　 15.3TNswodniW ：[ 先刷印 ]を 1TPL （ 3TPL,2TPL 、らか） 1NTPL 　　　　

（　　　　　　　　　　 3NTPL,2NTPL 。いさだくてし更変に）
　 0.4TNswodniW のィテパロプのタンリプ： [ トーポ [-] 効有をトーポサ向方双

るすに　　　　　　　　　　 ] 。いさだくてしクッェチを

がターュピンコるいてっがなつ接直がタンリプ 0.4TNswodniW プタンリプ、で
。るいてし用使をルー

→ 0.4TNswodniW のタンリプのてべすの上 [ ィテパロプのタンリプ [-] トーポ -]
　[ るすに効有をループタンリプ ] 。いさだくてしずはをクッェチの

。るいてし信通とタンリプでンョシプオ信通線外赤
→ tnegAtnirP 　詳［のィテパロプのバイラドタンリプ。んせまれなにい使おは

］細　 - 　しトーポサを能機信通向方双のタンリプのこ［で］定設のループス［
。いさだくてし動起再、しクッェチを］いな　

のウドンィウスターテスタンリプ
いなれさ知通がジーセッメ声音

。るいてっなと定設いなし知通を声音
。いさだくてし認確を定設の］ィテパロプの式形知通［→

印をトンメュキドの分自［の］ィテパロプのウドンィウスターテスタンリプ［
。いないてっなにるす動起動自が］定設のきといないてし刷

し動起動自「はジーセッメ声音のきといないてし刷印をトンメュキドの分自→
ドンィウに時生発ーラエ「。んせまれさ知通はきとるいてれさ定設と」いな　
。すまれさ知通みの時ーラエはきとるいてれさ定設と」るす動起動自でウ　

、ムーュリボ swodniW 。るいてれさ更変が定設のドンウサの
。いさだくてし認確を定設→

上ウドンィウスターテスタンリプ
停時一のトンメュキド刷印らか

いなきでが除削、止

。たっましてれら送へタンリプにですがトンメュキド刷印
では除削、止停時一、はてし対にトンメュキドのみ済信送へタンリプにです→

。んせまき　

。いなが権スセクアのタンリプ
。いさだくてし認確を限権に者理管クーワトッネ→

。るあでタンリプ有共クーワトッネが先刷印
きでは止停時一りよにィテリュキセ、はてし対にタンリプ有共クーワトッネ→

。んせま　

TNswodniW 。るあで
→ TNswodniW 。んせまきでは止停時一りよにィテリュキセ、はで

がウドンィウスターテスタンリプ
してし動起動自／いなし動起動自

うま

［ WSP 。るいてれさ更変を定設の］ィテパロプの
。いさだくてし認確を定設→

NAL 。すまいてし用使をタンリプてし続接接直にドーボ
→ NAL ［、は合場るいてし用使にずさ介をバーサをドーボ WSP ］ィテパロプの

中刷印［てしと件条動起の］きといないてし刷印をトンメュキドの分自［で　
。んせまし動起動自に時刷印の人の他、もてし定設を］るす動起動自で…に　

。すまい行を動起動自はに時生発ーラエもで合場のこ、しだた　

際実が示表の報情成構のタンリプ
るいてっ違い食と成構の

はくしも。るいてれさ続接でスーェフタンイいなきで信通向方双、がタンリプ
。るいてれさ続接てし由経を等ァフッバがタンリプ

時いなきで信通向方双。んせまきでがとこむ込み読は定設の在現のタンリプ→
ンリプ、は成構の合場のこ。すまいてっ入が成構大最、てしと態状期初、は　
ごをプルヘのバイラドタンリプ、はくし詳。すで能可が定設らかバイラドタ　

。いさだく認確　

。いないてきで得取くまうを報情のタンリプ
。いさだくてし直れ入を源電のタンリプ→
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状　症 法方理処と因原

が定設のタンリプでルネパトーモリ
いなめ込み読

）態状トクレセィデ（。いないてれさ押がチッイス］可刷印［のタンリプ
ッイス］可刷印［。んせまめ込み読を定設のタンリプといなで態状トクレセ→

。いさだくてし押をチ　

。るあで中刷印がタンリプ
ィウスターテスタンリプ。んせまめ込み読は定設のタンリプは合場の中刷印→

。いさだくち待おを了終刷印、えうの認確ごでどなウドン　

ィテリィテーユるす視監を態状のタンリプてしスセクア接直をトーポタンリプ
。るいてれさ用使が

を視監のタンリプ、てじ応にィテリィテーユるいてれさ用使でターュピンコ→
。いさだくてし定設にうよいなわ行　

定設のへタンリプでルネパトーモリ
いなきでが

。いなが権スセクアのタンリプ
。いさだくてし認確を限権に者理管クーワトッネ→

）態状トクレセィデ（。いないてれさ押がチッイス］可刷印［のタンリプ
をチッイス］可刷印［。んせまきでが定設のタンリプといなで態状トクレセ→

。いさだくてし押　

。るあで中刷印がタンリプ
ウドンィウスターテスタンリプ。んせまきで定設にタンリプは合場の中刷印→

。いさだくち待おを了終刷印、えうの認確ごでどな　

。るいてし用使をタンリプクーワトッネ
。んせまきでりよにィテリュキセは定設のへタンリプクーワトッネ→

プの際実と示表のでルネパトーモリ
るな異が定設のタンリ

。いないてきでが信通向方双とタンリプ
。んせまきでがとこむ込み読は定設の在現のタンリプ→

。たれさ更変が定設接直でタンリプ、後示表をルネパトーモリ
み読を定設のタンリプてしクッリクをンタボみ込み読定設のルネパトーモリ→

。いさだくでん込　

tnegAtnirP 正がルートスンインアの
いなきで了終くし

？かすまいてし了終はルートスンインアのバイラドタンリプ
。いさだくてっ行に先をルートスンインアのバイラドタンリプ→

　 tnegAtnirP をバイラドタンリプにめじは、はきとるすルートスンインアを
。んせまりなばれけなかおてしルートスンインア　
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チェック 

✔

便利な機能

リプリント機能
一度印刷した文書を再度印刷できる機能です（Windows 95、Windows NT4.0、Windows NT3.51の
み）。
アプリケーションを閉じてしまったとき、アプリケーションを再び立ち上げてから印刷を実行することな
く、プリンタステータスウィンドウから直接実行できるため短時間で再印刷できます。

たとえば次のように利用すると短時間に印刷できるだけでなく、用紙の節約にもなります。

蘆 複数の部数を印刷するようなコピー印刷をするとき、1部だけ試しに印刷してフォントサイズや配置な
どを確認してから、残りの部数を印刷する

蘆 一度印刷した文書を追加印刷する

ご使用のコンピュータにPrintAgentおよびプリンタドライバがインストールされていることが
必要です。また、プリンタとコンピュータとの間で双方向通信が行われる環境で機能します。

ここではリプリント機能を使った印刷方法をWindows 95での操作を例に説明します。Windows NT4.0/
NT3.51でも同様の操作で印刷できます。

ネットワーク環境でリプリント機能を使用する場合、プリンタが接続されているサーバ上の
PrintAgentのプロパティの「リプリント機能を提供する」がチェックされている必要があります。チェック 

✔

MultiWriter 2200X2/2200XEをお使いのお客様へ

本書中にMultiWriter 2200X2/2200XE用の記述
がない場合は、2000X2の記述を2200X2または
2200XEと読み替えてください。
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1. PrintAgentのシステムメニューからPrintAgent
のプロパティを開き、「リプリント機能を提供す
る」をチェックする。

ネットワーク共有プリンタをご使用の場合は、
サーバコンピュータ上でのこの設定を確認する
必要があります。権限がない場合はサーバ管理
者にご連絡ください。

2. 「プロパティ」ダイアログボックスの［用紙］シー
トを開き、「リプリント機能を使用する」を
チェックする。

Windows NT4.0/NT3.51の場合は、「ドキュメ
ントプロパティ」ダイアログボックスの［用紙］
シートを開き、「リプリント機能を使用する」を
チェックします。

3. アプリケーションでドキュメントを印刷する。
手順1～2の設定後、印刷した文書をリプリント
することができます。

4. プリンタステータスウィンドウの「リプリント機
能」ダイアログボックスを開き、再印刷したいド
キュメントをプライベートスプールしてあるド
キュメントから選ぶ。
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6543 3 4 5 6

5. 再印刷する印刷範囲、印刷部数、丁合いを設定
し、印刷する。

蘆 リプリント機能で印刷できるページは手順3で実際に印刷したページから選べます。
たとえば10ページある文書の中から3～7ページを印刷した場合、リプリント機能で再印刷できるペー
ジは3～7ページの範囲です。1、2、8～10ページを再印刷することはできません。

蘆 リプリント機能で印刷するページを指定する場合、手順3で印刷したときの開始ページが「1ページ目」
として設定されます。
たとえば文書の3～6ページを印刷して、リプリント機能で3ページのみを印刷するときのページ指定は
「1」です。また、4、5ページを印刷するときの開始ページは「2」、終了ページは「3」です。

蘆 ネットワーク環境ではプリントサーバや2200X2/2200XE/2000X2を共有プリンタとして他のクライ
アント（利用者）に提供しているコンピュータにスプールされます。

蘆 両面印刷された文書をリプリントした場合、指定されていないページが印刷されることがあります。
たとえば文書の1～6ページを両面印刷して、リプリント機能で2～3ページのみを指定すると、1～4
ページが印刷されます。

1ページ目 2ページ目 3ページ目 4ページ目

印刷開始
ページ

アプリケーションからの印刷
（ページ指定:3～6）

リプリント機能での印刷
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ジョブセパレート機能
ソータ機能の代わりとして利用できる機能です。印刷ジョブ（ひとつのドキュメント）ごとに縦置きと横置
きで交互に印刷させて、排出される用紙をスタッカ上で仕分ける機能です。
複数のドキュメントを印刷する場合やネットワーク環境で複数のクライアントが1台のプリンタを共有し
て使用する場合、複数のドキュメントがスタッカ上で重なり、仕分けするのに手間がかかります。このよ
うな場合、この機能を使用すると印刷ジョブごとに印刷の向きに関係なく縦置き、横置きで交互にスタッ
カ上に排出するため、印刷後、ドキュメントごとに仕分ける手間がなくなります。

ジョブセパレート機能を使って印刷する

蘆 この機能はWindows 95、Windows NT4.0/3.51、Windows 3.1で動作しているコン
ピュータで利用できます。

蘆 ジョブセパレート機能は、A4用紙を縦置き、横置きに2か所以上セットしたときに機能しま
す。A4用紙以外の用紙サイズをホッパまたはトレーにセットしても機能しません。

蘆 トレーに用紙をセットした場合は、用紙サイズを「A4」、用紙種類を「普通紙」に設定してく
ださい。設定されていないと用紙サイズエラーとなり、ジョブセパレートが正しく機能しま
せん。

蘆 ネットワーク環境で複数のクライアントが1台のプリンタを共有して使用している場合に
ジョブセパレート機能を実現するためには、すべてのクライアントにおいて、「ジョブセパ
レート機能を使用する」および「給紙方法」の項目が「自動」に設定されている必要があります。

1. トレーとホッパにA4用紙を縦置き、横置きにそ
れぞれセットする。

トレーに「縦置き」にセットしたときはホッパに
は「横置き」で、トレーに「横置き」にセットした
ときはホッパには「縦置き」にセットします。

増設ホッパを装着しているときは、ホッパ1、
ホッパ2、ホッパ3ごとにA4用紙を縦置き、横置
きにセットしてもジョブセパレートは機能しま
す。

＜トレーの用紙を縦置きにセットした場合＞

縦置き

ホッパ内は横置き

チェック 

✔
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3. ジョブセパレート機能を設定する。
「プロパティ」ダイアログボックスの［用紙］シー
トを開き、「ジョブセパレート機能を使用する」
をチェックします。Windows 3.1では、「プリン
タの設定」ダイアログボックスを開き、「ジョブ
セパレート機能を使用する」をチェックします。

MS-DOS環境で印刷する場合はメニューモード
で設定してください。

4. ジョブセパレート機能を設定した後、印刷範
囲、印刷部数を指定して［OK］ボタンをクリック
する。

用紙サイズなど、さらに詳しい設定をしたい場
合は［プロパティ］ボタンをクリックし、設定変
更します。

→詳細については各OSの章の「プリンタドライ
バから設定する」をご覧ください。

印刷が始まり、給紙設定されている（プリンタの
ディスプレイに表示されている）給紙部から給紙
され、スタッカ上に排出されます。

2. 「プロパティ」ダイアログボックスの［用紙］シー
トを開き、ホッパの給紙方法が「自動」になって
いることを確認する。

Windows NT4.0/NT3.51は「ドキュメントプロ
パティ」ダイアログボックスの［用紙］シート、
Windows 3.1では「印刷設定」ダイアログボック
スで確認してください。
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丁合い機能と組み合わせて印刷する

ジョブセパレート機能は、丁合い機能と組み合わせて使用すると、あるドキュメントを複数の部数を印刷
（コピー印刷）するような場合、部単位ごとに用紙を縦置き、横置きと交互にスタッカ上に仕分けて排出し
ます。
部単位ごとに縦置き、横置きと交互にスタッカ上に仕分けて排出されますので、スタッカ上で重なって排
出された用紙を部単位ごとに仕分ける手間がなくなり、印刷された後の作業の効率化を図ることができま
す。

蘆 丁合い機能の選択は「プリンタプロパティ」で行ってください。アプリケーションによって
は、印刷機能で丁合いの指定ができる場合がありますが、これらの機能を使用しないでくだ
さい。アプリケーションの印刷機能で丁合いを指定した場合、正しく機能しない場合があり
ます。

蘆 この機能はWindows 95、Windows NT4.0/3.51で動作しているコンピュータで利用で
きます。また、コンピュータにPrintAgentおよびプリンタドライバがインストールされて
いること、プリンタとコンピュータとの間で双方向通信が有効であることを確認してくださ
い。

1. 「ジョブセパレート機能を使って印刷する」（210ページ）を参照しながら、プリンタにジョブセパレート
機能を設定する。

2. 「プロパティ」ダイアログボックスの［用紙］シー
トを開き、［丁合い］項目で、「あり」を選択す
る。

Windows NT4.0/NT3.51は「ドキュメントプロ
パティ」ダイアログボックスの［用紙］シートを開
いて選択します。

チェック 

✔

5. 次の文書の印刷範囲、印刷部数を指定して印刷
する。

印刷が始まり、前に印刷された用紙の置き方（横
置き）と別の置き方（縦置き）にセットされている
給紙部から給紙され、縦置きでスタッカ上に排
出されます。
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3. 指定範囲、印刷部数を指定して印刷する。
用紙サイズなど、さらに詳しい設定をしたい場
合は［プロパティ］ボタンをクリックし、設定変
更します。

→詳細については各OSの章の「プリンタドライ
バから設定する」をご覧ください。

部単位ごとに指定された部数を縦置き、横置き
で仕分けながらスタッカ上に排出されます。

1

1
2
3

2
3
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重要 

両面印刷機能
MultiWriter 2200X2は標準で、MultiWriter 2000X2およびMultiWriter 2200XEはオプションで両面印刷
機能をご利用になれます。この機能はA3、B4、A4、B5、A5、レターサイズの普通紙を選択していると
きに可能です。
厚紙、はがき、往復はがき、封筒、OHPフィルム、ラベル紙が選択されている場合は使用できません。用
紙に関してはユーザーズマニュアル［1/2］の「両面印刷時の用紙の規格」（133ページ）をご覧ください。

本書で指定している用紙を使用してください。また、両面印刷で使用する用紙は両面とも印刷さ
れていない用紙です。指定以外の用紙を使って印刷をしたり、すでに印刷されている用紙をセッ
トして両面印刷をすると紙づまりやプリンタの故障の原因となります。

両面印刷を行う印刷データが非常に複雑な場合、両面印刷を行う用紙サイズがB4、A3サイズのように大
きい場合は両面印刷が片面印刷になったり、表面が白紙になったりして正しく印刷できないことがありま
す。その場合には、メモリを増設し、ページプロテクトをONに設定することで解決できます。
用紙サイズに対して、どの程度メモリを増設すればよいかは以下に示す一覧表を参照してください。A4サ
イズより小さい用紙サイズでは、メモリを増設しなくても正しく印刷できます。

メモリ増設一覧表

◎ ：印刷が可能
○ ：印刷が可能。ただし、「メモリオーバー」「インサツフカ」になる場合がある。
△ ：両面印刷が不可の場合がある（片面印刷になる）
－ ：設定不可

ターデ刷印
ズイサ

ジーペ
トクテロプ

面両／面片

：段上（リモメのタンリプ 2X0022 ：段下、 2X0002/EX0022 ）

BM8 ）準標（
BM4 ）準標（

)BM8+(BM61
)BM8+(BM21

)BM61+(BM42
)BM61+(BM02

)BM23+(BM04
)BM23+(BM63

4A

FFO
面片 ◎ ◎ ◎ ◎

面両 ○ ○ ○ ◎

NO
面片 ― ◎ ◎ ◎

面両 ― ◎ ◎ ◎

4B

FFO
面片 ○ ○ ◎ ◎

面両 ○ ○ ○ ○

NO
面片 ― ◎ ◎ ◎

面両 ― ◎ ◎ ◎

3A

FFO
面片 ○ ○ ○ ◎

面両 ○ ○ ○ ○

NO
面片 ― ◎ ◎ ◎

面両 ― △ ◎ ◎



215

次の手順で両面印刷をします。

1. 両面印刷、綴じしろ、綴じ方向を設定する。
「プロパティ」ダイアログボックスを開きます。
Windows 3.1では、「プリンタの設定」ダイアロ
グボックスから「レイアウト」ダイアログボック
スを開きます。

MS-DOS環境で印刷する場合はメニューモード
で設定してください。

2. 印刷範囲、印刷部数を指定する。
用紙サイズなど、さらに詳しい設定をしたい場
合は［プロパティ］ボタンをクリックし、設定変
更します。

→詳細については各OSの章の「プリンタドライ
バから設定する」をご覧ください。

3. [OK]ボタンをクリックして印刷を開始する。
プリンタの両面ランプが点灯して両面印刷を始
めます。

両面印刷中のプリンタの動作について

両面印刷中は、片面印刷を終了した用紙が、いった
ん、スタッカ上に現れますが、再びプリンタ内部に
吸い込まれていきます。これは用紙を反転させるた
めの動作で、故障ではありません。片面印刷が終了
し、スタッカ上に現れた用紙を引き抜いたり、用
紙にさわったりしないでください。印刷範囲がず
れたり、思うように印刷できないばかりでなく、
紙づまりやプリンタの故障の原因となることがあ
ります。

ヒント 

✎
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クリッピング機能について

余白（とじしろ）を多く取り過ぎると印刷データが用紙の印刷範囲を超えてしまう場合がありま
す。この場合、印刷範囲からはみ出したデータを改行または次のページに印刷するか、はみ出し
た分を消去してそのまま残りのページを印刷するかを選択します。

「クリップ機能」をOFFにすると、はみ出した部分は消去されます。両面印刷時の裏面は、とじし
ろにかかった右側部分が消去されます。アプリケーションによっては、印刷結果が異なる場合が
あります。

ヒント 

✎

ページプロテクト機能について

ページプロテクト機能はプリンタが受信した印刷データをメモリにどのように蓄えるかを設定す
るものです。

設定を「OFF」にすると、印刷データは圧縮されてメモリに蓄えられます。印刷データによるメモ
リ消費が少なくなり、メモリを他の処理に有効に使用できるため処理性能が向上します。しかし
両面印刷設定の場合、プリンタは操作パネルに“メモリオーバー”あるいは“インサツフカ”を表示
し印刷を中止したり、正しく印刷されなかったりすることがあります。

設定を「ON」にすると、印刷データは圧縮処理されない状態で、メモリに蓄えられます。このた
めどんなに複雑なデータであっても、メモリオーバーあるいはインサツフカで印刷を中止するこ
となく、印刷することができます。ただし、両面印刷の場合最低8MBの増設が必要です。

メモリを増設しても、よほどデータの内容が簡素なものでないかぎり「ページプロテクト」はON
にして両面印刷することをお勧めします。

ヒント 

✎

とじしろ とじしろ 

はみ出した部分は消去される。 

（表面） （裏面） 

印刷範囲 

裏面のとじしろはライト 
マージンを広げるように 
設定される。 

はみ出した部分は 
消去される。 

「クリップ機能」をONにすると、はみ出した部分は消去されますが、両面印刷時の裏面は、とじ
しろ部分を左にずらすようにとり、左側の印刷範囲からはみ出した部分が削除されます。

とじしろ とじしろ 

（表面） （裏面） 

裏面のとじしろは 
印刷範囲を左に 
ずらすように取られる。 

はみ出した部分は 
消去される。 

はみ出した部分は 
消去される。  
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印刷ログ出力機能
印刷ログ出力機能は印刷した履歴をログ情報として、Windows NT4.0/NT3.51のPrintAgentをインストー
ルしたフォルダ上に出力し、記録させる機能です（この機能はプリンタ管理者のみご使用になれます）。
プリンタがどのクライアントに一番多く使用されているか、毎月何日頃に多く使用されているか、一回の
印刷で使用されている用紙の枚数はどの程度かなどを集計することができます。
これらの情報から、年間・月ごとやクライアント別のプリンタの使用頻度の統計、消耗品の準備時期など
の管理ができます。
この機能を使用できる環境は以下のとおりです。

Windows 95では、ローカル接続、ネットワーク接続に関係なくWindows 95上に印刷ログは
記録できません。

蘆 Windows NT4.0/NT3.51 サーバ経由での印刷（クライアントはWindows 95も可）

蘆 Windows NT4.0/NT3.51 のサーバ経由でマルチプロトコルLANボードによりネットワークに直結さ
れたプリンタへの印刷（[PrintAgentのプロパティ]-[ＬＡＮボード使用時のPSW表示]で、「印刷終了ま
で表示」がチェックされている必要があります。「送信終了まで表示」を選択した場合には印刷ログは記
録されません。）

Windows95

クライアント 

プリントサーバ 
（出力ログが記録される） 

プリントサーバに接続している 
共有プリンタ 

クライアント 

WindowsNT4.0/ 
WindowsNT3.51

WindowsNT4.0/ 
WindowsNT3.51

Windows95

クライアント 

プリントサーバ 
（出力ログが記録される） LANプリンタ 

クライアント 

WindowsNT4.0/ 
WindowsNT3.51

WindowsNT4.0/ 
WindowsNT3.51

チェック 

✔
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印刷ログ出力機能を設定する

印刷ログ出力機能を利用するときは、サーバとなる
Windows NT4.0/NT3.51の[コントロールパネル]-
[サービス]で「NEC Printing Information Logger」を
選択し、[開始]ボタンをクリックしてサービスを起
動してください。

次回起動時も自動的にサービスを起動するには、[ス
タートアップ]をクリックして［サービス］ダイアログ
ボックスを表示させます。次に［スタートアップの
種類］で「自動」を選んでください。

印刷ログファイルの内容

印刷ログ出力機能を利用する設定にして、サービス
が起動すると、PrintAgentをインストールしたフォ
ルダに「Log」というサブフォルダが作成されます。
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また印刷が行われると、その［Log］フォルダ内に
「NEC MultiWriter 2000X2.log」（2200X2の場合は
「NEC MultiWriter 2200X2.log」、2200XEの場合は
「NEC MultiWriter 2200XE.log」）というログファイ
ルが作成され、印刷履歴情報が記録されます。

AドライブのルートにPrintAgentをインストールし、2000X2で印刷を行ったとき、ログファイルは以下
のディレクトリに作成されます。

ログファイル：A:¥PrintAgent¥LOG¥NEC MultiWriter 2000X2.log
（2200X2の場合は、A:¥PrintAgent¥LOG¥NEC MultiWriter 2200X2.log）
（2200XEの場合は、A:¥PrintAgent¥LOG¥NEC MultiWriter 2200XE.log）

印刷するたびにログファイルには次のような情報が記録されます。

“プリンタ名”,“ドキュメント名”,“ドキュメント所有者名”,印刷開始日,印刷開始時刻,印刷終了日,
印刷終了時刻,印刷枚数

蘆 ログファイルはCSV形式で記録されます。このファイル形式は表計算ソフトやデータベースソフトな
どで読み込むことができます。

蘆 ログファイルのサイズが1MB を超えると自動的にバックアップされます。バックアップファイルの拡
張子は".log"から".001", "002"...のようになります。

（例）　ログファイルの内容

"NEC MultiWriter 2000X2", "お読みください - メモ帳", "鈴木", 97/04/25, 午後 07:12:20,97/04/25, 午後 19:12:44, 5,
"NEC MultiWriter 2000X2", "海辺の思い出", "山田", 97/04/25, 午後 07:13:53, 97/04/25, 午後 19:14:05, 1,
"NEC MultiWriter 2000X2", "NEC MultiWriter 2000X2 - メモ帳", "森", 97/04/25, 午後 07:17:49, 97/04/25, 午後 19:17:57, 1,
"NEC MultiWriter 2000X2", "network", "田中", 97/04/25, 午後 07:20:45, 97/04/25, 午後 19:21:40, 16,　
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用紙残量表示
ステータスウィンドウにはホッパにセットされた用紙の残量が4段階（用紙なし、1-24％、25-50％、51-
100％）に表示されます。

印刷する前にプリンタの用紙残量をデスクトップ上で確認することができるので、ネットワーク環境でプ
リンタを使用している場合、プリンタの設置場所まで行き、用紙の残量を確認する必要がありません。た
だし、トレーにセットされている用紙の残量は表示できません。
この表示により、使用するホッパの用紙残量をこまめに確認することができます。

ご使用のコンピュータにPrintAgentおよびプリンタドライバがインストールされていることが
必要です。また、双方向通信が可能でなければなりません。

用紙残量：
ホッパ1 51～100％
ホッパ2 25～50％
ホッパ3 （用紙なし）0％

チェック 

✔
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用語解説

Macintosh
アップル社が開発したパーソナルコンピュータ。Mac
OSには、あらかじめAppleTalkソフトウェアが組み
込まれており、LocalTalkケーブルシステムや
EtherTalkケーブルシステムを使ってネットワークを構
築する。本プリンタと接続する場合マルチプロトコル
LANボード「PC-PR-L01」と拡張プリンタドライバ
「PR2200NW2-21」が必要。

MS-DOS
Microsoft Disk Operating Systemの略。マイクロソ
フト社が開発したOS。双方向通信ができないため
PrintAgent機能はサポートされないが本プリンタへの
印刷は可能。ただしWindows 95、Windows NT4.0/
NT3.51から「MS-DOSプロンプト」や「DOS互換
ボックス」を使ってMS-DOSアプリケーションを使っ
ている場合はリモートパネルを使ったプリンタの設定
が可能。

NetBEUI
IBMによって開発された小規模LAN用のプロトコル。
おもにLAN ManagerをネットワークOSにしたとき
に用いられる。

NetWare
ノベル社が開発したネットワークOS。プロトコルには
IPX/SPXが用いられる。本プリンタの場合、マルチプ
ロトコルLANボード「PC-PR-L01」か「PC-PR-
L02」を装着することで対応可能。

NMPS
NEC MultiWriter Printing Systemの略。Windowsで
使用するプリンタの機能を向上させ、より速く印刷し、
より簡単に操作できるためのシステム。次の3要素を
含む。
� プリンタドライバ
� PrintAgent
� NEC TCP/IP Printing System

NPDL
NEC Printer Description Languageの略。NECプリ
ンタ記述言語。

OHPフィルム
OHP（オーバーヘッドプロジェクタ）用の透明なシー
ト。プレゼンテーションなどに使用する。印刷すると
きは、トレー給紙を用いる。

16進ダンプ印刷
プリンタが受信したデータを処理せず、そのまま16進
数で印刷すること。

201PL
NECのシリアルプリンタ用標準コードのこと。

AppleTalk
アップル社が開発したMacintosh専用のネットワーク
用ソフトウエアまたはプロトコル。本プリンタの場合
マルチプロトコルLANボード「PC-PR-L01」と拡張
プリンタドライバ「PR2200NW2-21」が必要。

DPI
Dots Per Inchの略。プリンタの解像度などを表す単
位。1インチ当たりのドット数。（→解像度）

EDO
Extended Data Outputの略。高速なアクセスを行う
メモリ素子の方式。本プリンタのメモリを増設する場
合このタイプの増設RAMサブボードを使用する。

ESC/P
セイコーエプソン社が開発したプリンタを制御する命
令（コマンド）の集まりのこと。

FF
改ページを行うこと。

IPX/SPX
NetWareをネットワークOSとしてインストールした
コンピュータが使用するプロトコル。

IrDA
Infrared Data Associationの略。［ポイントアンド
ビーム］データ転送に関する国際規格で、赤外線接続
によるコンピュータおよびプリンタ相互間の通信方式
を規定するもの。本プリンタの場合「赤外線通信アダ
プタPC-CA291」を接続することにより赤外線通信が
可能となる。PrintAgentのような双方向通信はサポー
トしていない。

LPI
Lines Per Inchの略。1インチ当たりの行数。
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OS
Operating Systemの略。コンピュータのハードウェ
ア、ソフトウェアを有効に利用するために総合的管理
を行うソフトウェアのこと。本書では特に区別して説
明する場合、MS-DOSやWindowsなどプログラムの
実行管理などを行う基本的なソフトウェアを「基本
OS」、Windows NTやNetWareなどネットワークを強
く意識したOSを「ネットワークOS」と呼ぶことがあ
る。

PrintAgent
NMPS機能の一部で双方向通信を可能にし、印刷状況
の確認、プリンタの設定をコンピュータ画面上から実
現したソフトウェア。

SET
Sharp Edge Technologyの略。NECのプリンタに採
用されている高精細印字機能の一種。

TCP/IP
Transmission Control Protocol/Internet Protocolの
略。ネットワークのプロトコルのひとつ。UNIXをはじ
めWindows NT、Windows 95、Macintoshなど、主
要なOSでサポートされる世界的な標準プロトコルに
なっている。

UNIX
AT&T社のベル研究所で開発された一般的にワークス
テーションで用いられるOS。プロトコルはTCP/IPを
用いるのが標準的。クライアント・サーバシステムに
おいてはUNIXマシンをサーバにする例が多い。

USB
Universal Serial Busの略。キーボード、マウス、ス
ピーカ、モデム、プリンタなどの周辺機器とコン
ピュータの間の接続をすべて同じコネクタとケーブル
で統一しようとするためのインタフェース。本プリン
タではUSBコネクタを装備しないがUSBプリンタ
ケーブル「PR-CA-U01」を使ってプリンタ装備のセン
トロニクス仕様準拠コネクタとコンピュータのUSBコ
ネクタを結ぶことができる。

Windows 95
マイクロソフト社が開発したOS。OS自身に通信ソフ
トウェアを持つためTCP/IPプロトコルを使ってネッ
トワークの構築が可能。さらにNetWare、LAN
ManagerなどのネットワークOSを使えば IPX/SPX、
NetBEUIプロトコルを使った通信が可能。

Windows NT
マイクロソフト社が開発したOS。本プリンタと通信可
能なバージョンはNT4.0、NT3.51でプロトコルには
DLC、TCP/IPを使う。

イニシャライズ
初期状態にすること。例えば、メモリの内容を全部ゼ
ロにしたり、プログラム中のカウンタをゼロにしたり
すること。

印刷の向き
用紙に対して文字やグラフィックが印刷される方向。
縦向きと横向きがある。

印刷範囲
プリンタ用紙に印刷ができる限界のこと。用紙の上下
および左右の余白部分を除いた印刷可能領域を指す。

インストール
一般には設定するという意味であるがここではソフト
ウェアをコンピュータに組み込むという意味。

インタフェース
2つの装置〈デバイス〉を通信できるように接続する
ための仕様、ケーブルシステム。本プリンタの場合、
標準のコネクタでセントロニクスデータコンピュータ
社に準拠したインタフェースが利用できる。さらにマ
ルチプロトコルLANボードを装着すれば10BASE-2、
10BASE-T、10BASE-TX、LocalTalkインタフェース
が利用できる。

ウォームアップ
ページプリンタの定着手段であるヒートローラが一定
の温度まで上昇して印刷が可能になるまでの状態のこ
と。

エミュレーション機能
他の装置（プリンタ）のために開発されたソフトウェ
アの制御コードが使用できる機能。PC-PR201系シリ
アルプリンタの制御コードが使用できる場合を201PL
エミュレーションと呼ぶ。

エリート文字
1インチ当たり12文字で印刷する文字のこと。

解像度
プリンタが文字や画像を印刷するときの細かさのこと。
1インチ当たりのドット数で表す（単位はDPI）。

拡張制御コード
制御コードのうち、ESC （1BH）､ FS （1CH）､ のよ
うに、あとに続くコードと組み合わせて機能を表す
コードをいう。

紙づまり
用紙がつまってプリンタが動作しなくなった状態をい
う。
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基本制御コード
制御コードのうち、CR （0DH）､ LF（0AH）のように
単独で機能を表すコード。

クライアント
ネットワークを介して他のコンピュータ（またはサー
バ）にアクセスしている利用者または、利用者のコン
ピュータ。

クライアント・サーバLAN
中規模/大規模のネットワークに適した接続形態。専
用のコンピュータ（サーバ）が共有の資源（ハード
ディスクやプリンタ）を管理し、接続を許されたコン
ピュータ（クライアント）が利用できるようにしたも
の。本書ではクライアント・サーバ型ネットワークと
も呼んでいる。（→ピア・ツー・ピアLAN）

現像ユニット
OPCドラム上に形成された潜像に、負帯電させたト
ナーを付着させる役目を持つ。EPカートリッジに内蔵
されている。

自動給紙
カット紙（単票用紙）を連続して自動的に給紙するこ
とをいう。

自動排出
コンピュータからのデータが一定時間なかったとき、
プリンタ内のデータを自動的に印刷して排出する機能。

制御コード
プリンタの動作を制御するためのコード。印刷データ
と異なり印刷されない。

セントロニクス・インタフェース
セントロニクスデータコンピュータ社が開発したプリ
ンタとコンピュータ間の通信仕様。８ビットパラレル
データに制御信号を加えてプリンタ用のインタフェー
ス規格として広く使用されている。本プリンタでは標
準の36ピン・パラレルコネクタで使用できる。

双方向通信
コンピュータとプリンタとの間で、情報のやり取りを
する通信形態。PrintAgent機能を実現するためには必
須な条件。コンピュータから印刷データが送られるだ
けでなく、プリンタからもコンピュータに情報を送る
ことができるので、印刷の状況がプリンタステータス
ウィンドウのアニメーションと音声で、正確にわかる。
双方向通信には双方向通信可能なプリンタインタ
フェースを装備したコンピュータであるかネットワー
クで接続されていることが必要。

ソフトウェア
コンピュータやプリンタなどハードウェアに作業を実
行させるための命令の集まり。プログラム、アプリ
ケーション、オペレーティングシステム、プリンタド
ライバなどが含まれる。

たて目
用紙の繊維の流れが長辺と平行に走っているもの。

定着ユニット
用紙上のトナーを熱によって溶かし、圧力を加えて用
紙に固定させる働きをする。

テストページ
プリンタが正常に動作していることを確認するための
もの。

ドライバ
プリンタドライバの項を参照。

ドライブ名
ドライブに割り当てられている文字。「A」や「C」な
ど。

ネットワーク
ケーブルまたは他の手段を用いて接続され、ソフト
ウェアを使って機器（プリンタなど）を共有し、情報
を交換できるようにしたコンピュータの集団。

ノンインパクト方式
光、電気、磁気、熱などを用いて印刷する方式。機械
的な衝撃によらない印刷方式。

パイカ文字
1インチ当たり10文字で印刷する文字のこと。

ハードウェア
コンピュータ本体、キーボード、マウス、コンピュー
タやプリンタなどコンピュータシステムを構成する
個々の機器またはそれらの総称。

バッファフル
ページバッファに1ページ分の印刷データがたまるこ
とをバッファフルという。バッファフルになると、自
動的にそのページの印刷を行う。これをバッファフル
印刷という。
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ピア・ツー・ピアLAN
小規模のネットワークに適した接続形態。専用のサー
バコンピュータを必要とせず、コンピュータどうし、
およびコンピュータとプリンタとの間で対等に通信が
可能となる。本プリンタをピア・ツー・ピア接続して
使用するためにはマルチプロトコルLANボード「PC-
PR-L01」か「PC-PR-L02」が必要。本書ではピア・
ツー・ピア型ネットワークとも呼んでいる。（→クライ
アント・サーバLAN）

ヒートローラ
定着ユニットにあり、プレッシャローラとともに熱と
圧力でトナーを定着させる働きをする。

フォント
同じ外観、サイズ、スタイルの文字、数字、記号また
その他のシンボル等の集合。

不揮発性メモリ
プリンタの電源をOFFにしても記憶した内容が残って
いるメモリ。

プリンタケーブル
コンピュータとプリンタを接続するケーブル。インタ
フェースケーブルとも呼ばれる。

プリンタドライバ
コンピュータとプリンタの間のやり取りを仲介するプ
ログラム。インタフェースやフォントの指定、インス
トールされたプリンタの機能などの情報を、Windows
に提供する。

プロポーショナル文字
印刷される文字により、印刷幅を変えて印刷する文字
のこと。

ページ記述言語
１ページ分のテキスト（文字）やグラフィック（図形）
のデータ、位置情報などを正確に表すための言語。

ページプリンタ
ページ単位で印刷を行うプリンタ。

ポイント（文字の）
印刷される活字の大きさの単位で、1ポイントは1/72
インチ。

ポート
プリンタなどの装置をコンピュータに接続するために
使うコネクタ。

ポートレート
用紙を縦長にした内容で印刷する印刷フォーマットの
一つ。

メニューモード
プリンタの設定をプリンタの操作パネルを使ってメ
ニュー形式で行うモード。

メモリ
データを保存する装置。または情報やプログラムの一
時的な記憶場所。

メモリスイッチ
不揮発性メモリを利用してプリンタのさまざまな設定
を行うスイッチ。機械的にオン／オフを切り替えるス
イッチではなく、電気的に切り替えるスイッチ。

ランドスケープ
用紙を横長にした内容で印刷する印刷フォーマットの
一つ。

リブプレート
転写後の用紙を定着ユニットまで正しく送り込むため
の用紙ガイド。

リプリント
一度印刷したデータを、再度印刷したいときに短時間
に印刷出力を可能にした印刷システム。

連量
用紙の重さを表す単位。一般に788×1091mmのサ
イズの用紙1000枚当たりの重さをいう（本マニュア
ルで使用している用紙の連量は、70kg）。
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