本書のマーク
本書では、以下のマークを使用しています。
正しく動作させるための注意や制限です。 誤った操作をしないため、 必ずお読みください。
知っておくと便利なことや参考になることです。 お読みになることをお勧めします。

諸注意
本書について
1. 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。
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お気付きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡ください。
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了承ください。

マニュアルの版権について
すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を行なってはいけま
せん。
必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。
© 2013 Oki Data Corporation

商標について
OKI は沖電気工業株式会社の登録商標です。
Google、Google ドキュメント、Android、Gmail は、Google Inc. の商標です。
Google クラウド プリントは、Google Inc. の商標です。
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オープンソースライセンス公開
Google クラウドプリントを使用するために、以下のオープンソースソフトウェアが含まれています。
オープンソースライセンスに関する記述は以下の通りです。
json-c
---------------------------------------------------------------Copyright (c) 2009-2012 Eric Haszlakiewicz
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction, including without limitation
the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included
in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
THE SOFTWARE.

---------------------------------------------------------------Copyright (c) 2004, 2005 Metaparadigm Pte Ltd
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
to deal in the Software without restriction, including without limitation
the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included
in all copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
THE SOFTWARE.
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1. はじめに
Google クラウド プリントとは
Google クラウド プリントとは、携帯電話やスマートフォン、パソコンといったネットワーク端末
から印刷することができる、Google が提供する印刷サービスです。
印刷には、Google アカウントが必要です。Google アカウントを利用して登録したプリンターや
複合機で印刷します。その際、プリンタードライバーをインストールする必要はありません。
印刷指示

クラウド

印刷指示

パソコン、携帯端末

プリンター/複合機

Google クラウド プリントのイメージ

使用環境
プリンター / 複合機
印刷に使用する Google クラウド プリントに対応した沖データ製品です。
プリンター / 複合機は、インターネットに接続されている必要があります。
IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス、DNS サーバーなどを設定します。
Google クラウド プリントでは、インターネットを経由して通信を行うため、以下のセキュリティ
対策を実施することを推奨します。
・ ファイアウォールなどでインターネット側からの通信を制限する。
・ 複合機に用意されている管理者パスワードを初期値から変更する。

ネットワーク端末
インターネットに接続したパソコンや携帯端末です。Google クラウド プリントのセットアップや
対応アプリケーションからの印刷操作を行います。

Google アカウント
Google クラウド プリントのセットアップや、対応アプリケーションから印刷するときに必要な
アカウントです。

対応アプリケーション
ネットワーク端末で動作する Google クラウド プリントが可能なアプリケーションです。
対応している OS およびアプリケーションの詳細については、Google のウェブサイト（http://
www.google.com/cloudprint/learn/apps.html）をご覧ください。
ブラウザーは、Google Chrome を推奨します。

ネットワーク
ネットワーク端末とクラウド、クラウドとプリンター / 複合機の間の通信に使用します。
Google クラウド プリントでは、IPv6 には対応していません。
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2. 印刷の準備
Google クラウド プリントに沖データ製品を登録する手順を説明します。
ここでは MC562dnw を例にします。
操作パネルの画面表示やメニューはお使いの沖データ製品によって異なります。

1

Google アカウントを作成します。
すでにアカウントをお持ちの場合は、 新たにアカウントを作成する必要はありません。
パソコン、またはスマートフォンなどの携帯端末から Google のウェブサイト（https://
accounts.google.com/signup）にアクセスします。
表示されたページの指示にしたがって、アカウントを作成します。

2

沖データ製品に、IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスが正しく設定されてい
るか確認します。
すでに、ネットワークに接続して沖データ製品をお使いの場合は、正しく設定されています。
確認方法は、沖データ製品のユーザーズマニュアルをご覧ください。

3

沖データ製品の DNS サーバーの IP アドレスが正しく設定されているか確認します。
［機器設定］-［Google クラウドプリント］-［Google クラウドプリント設定］-［DNS
サーバ（プライマリ）］を選択し、設定されている値を確認します。
［0.0.0.0］となっている場合は、正しく設定されていませんので、ご利用の環境に合った
IP アドレスを設定してください。

セカンダリーの DNS サーバーも利用している場合は、
［機器設定］
［Google
クラウドプリント］
-［Google クラウドプリント設定］-［DNS サーバ（セカンダリ）］を選択し、IP アドレスを
設定します。
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4

お使いのネットワーク環境でプロキシサーバーを使用している場合は、以下の手順で設定します。
（1）［機器設定］-［Google クラウドプリント］-［Google クラウドプリント設定］‐
［プロキシ］を選択します。

（2）［利用する］を設定します。

（3）［プロキシサーバー］を選択し、サーバー名を入力します。

（4）［プロキシサーバーポート番号］を選択し、プロキシサーバーポート番号を入力します。

［プロキシユーザー ID］と［プロキシパスワード］を設定します。
設定値については、 ネットワークの管理者にお問い合わせください。
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5

Google クラウド プリントに沖データ製品を登録します。
［機器設定］［
- Google クラウドプリント］［
- Google クラウドプリントへの登録］を選択します。

6

［Google クラウドプリントに本装置を登録しますか？ ※登録には Google アカウント
が必要になります。］が表示されたら、［はい］を選択します。

7

認証先の URL が表示されるので、操作パネルの「OK」ボタンを押して印刷します。

登録 （認証） 処理には時間制限があります （約 10 分）。
時間内に手順 12 まで進み、 登録を完了してください。
時間内に完了できず、 エラーメッセージを表示した場合は、 手順 5 に戻り、 再度登録し
てください。
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9

パソコン、または携帯端末から、手順 7 で印刷した認証先の URL へアクセスします。

Google アカウントのログイン画面が表示されたら、Google アカウント情報を入力し、
［Sign in］をクリックします。
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10

登録の画面が表示されたら、［プリンタ登録を完了］ボタンをクリックします。

11 ［準備ができました］と表示するまで待ちます。

12

沖データ製品の操作パネルに登録内容と登録完了のメッセージが表示されたら、画面をスクロー

13

操作パネルの「OK」ボタンを押します。

ルしてメッセージを確認します。

これで登録は完了です。
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3. 印刷する
• プリンタードライバーを使用して印刷した場合や、 沖データ製品本体から印刷した場合の
印刷品質とは同一にならないことがあります。
• 透明効果を使用した PDF ファイルは、 正しく印刷されないことがあります。
• 暗号化 PDF は印刷されないことがあります。

自動で印刷する
Google クラウド プリントに登録した沖データ製品に印刷データを送信すると、自動的に印刷します。

1

沖データ製品の電源が入っていることを確認します。

2

パソコンや携帯端末で、Google Chrome、Gmail、Google ドライブ等の Google クラウド プ
リントに対応したアプリケーションを起動します。

3

アプリケーション内にあるレンチアイコンやプルダウンメニューをタップし、表示されたプルダ
ウンメニューから［印刷］を選択します。

4

表示された画面で、登録した沖データ製品を選択します。

5

印刷設定を行い、印刷をします。
印刷には、 沖データ製品を Google クラウド プリントに登録したときに使用した Google アカ
ウントを使用します。
その他の Google アカウントを使用して印刷したい場合は、 Google クラウド プリント サービ
スが提供する ［共有］ 設定を行う必要があります。

手動で印刷する
自動で印刷できないときや、データ送信後すぐに印刷を開始したいときは、手動で印刷します。

1
2

3

沖データ製品の電源が入っていることを確認します。
［装置情報］-［Google クラウドプリント］-［手動で印刷］を選択します。

Google クラウド プリント サービス上に印刷データがあれば、印刷を開始します。
手動で印刷するには、［クラウドサービスの利用］ を ［有効］、または、［停止］ に設定します。
［クラウドサービスの利用］ については、 「クラウド サービスの利用設定を変更する」
（15 ページ） をご覧ください。
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印刷設定を変更する
印刷の設定を変更したい場合は、対応アプリケーションから印刷するときに表示されるプリンターの
選択画面で、［オプション］を選択します。

印刷をキャンセルする
印刷中にキャンセルをしたい場合は、沖データ製品側でキャンセルします。
印刷を開始していない場合は、Google クラウド プリントの管理画面（https://www.google.
com/cloudprint）にアクセスし、印刷ジョブを削除します。
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4. こんなときには
沖データ製品を登録できないとき
Google クラウド プリントに沖データ製品を登録できないときは、「2. 印刷の準備」（6 ページ）
の手順に従い、最初から登録をやり直してください。

印刷できないとき
1 「Google クラウド プリントの登録を確認する」（14 ページ）を参照し、Google クラウド
プリントに、沖データ製品が正しく登録されているか確認します。

登録されていない場合は、「2. 印刷の準備」（6 ページ）の手順に従い、登録します。
登録されている場合は、手順 2 に進みます。

2

沖データ製品内蔵の Web ページ（http://（沖データ製品の IP アドレス））にアクセスし、接
続状況を確認します。
［管理者ログイン］-［装置情報］-［ネットワーク］-［Google クラウドプリント］の［XMPP
ステータス］または、［HTTP ステータス］が［Error（エラーコード）］となっている場合は、
「エラーコードが表示されたとき」(13 ページ ) に従って対処します。
工場出荷時の設定では、 ［管理者ログイン］ のユーザー名は 「root」、 パスワードは
「aaaaaa」 です。

企業内ネットワークでご利用の場合は、XMPP（5222）ポートが開放されているか確認してくだ
さい。
お使いのネットワークについての詳細は、 ネットワークの管理者にお問い合わせください。
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エラーコードが表示されたとき
エラーが発生した場合は、お使いの沖データ製品の操作パネルにエラーコード（８桁の英数字）を
表示します。エラーコードの 上 3 桁、または下 2 桁を確認し、エラーコード一覧表の対処方法に従っ
てください。

エラーコード一覧表
エラーコードの「x」は任意の英数字を表示します。
エラーコード

対処方法

00000000

正常に動作しています。

10axxx13

HTTP サーバーとの接続エラー（サーバー認証エラー）です。
沖データ製品内蔵の Web ページ（http://（沖データ製品の IP アドレス））に
アクセスし、インポートした CA 証明書を確認してください。または、ファー
ムウェアアップデートを行なってください。

10bxxx13
10cxxx13
10axxx16
10bxxx16
10cxxx16
103xxx83
10bxxx83
103xxx86
10bxxx86

プロキシサーバーとの接続エラー（サーバー認証エラー）です。
沖データ製品内蔵の Web ページ（http://（沖データ製品の IP アドレス））に
アクセスし、インポートした CA 証明書を確認してください。または、ファー
ムウェアアップデートを行なってください。
XMPP サーバーとの接続エラー（サーバー認証エラー）です。
沖データ製品内蔵の Web ページ（http://（沖データ製品の IP アドレス））に
アクセスし、インポートした CA 証明書を確認してください。または、ファー
ムウェアアップデートを行なってください。
プロキシサーバーの接続エラー（サーバー認証エラー）です。
沖データ製品内蔵の Web ページ（http://（沖データ製品の IP アドレス））に
アクセスし、インポートした CA 証明書を確認してください。または、ファー
ムウェアアップデートを行なってください。

xxxxxx11

DNS サーバーとのエラーが発生しました。
沖データ製品の DNS サーバーの設定を確認してください。(6 ページ）

xxxxxx12

HTTP サーバーとの接続に失敗しました。
ご使用のネットワーク環境が原因で接続に失敗しています。
ネットワークの管理者に確認してください。

xxxxxx13

HTTP サーバーとの接続エラーです。
ご使用のネットワーク環境が原因で接続に失敗しています。
ネットワークの管理者に確認してください。

xxxxxx14

DNS サーバーとのエラーが発生しました。
沖データ製品の DNS サーバーの設定、または、プロキシサーバー名の設定を確
認してください。（6 ページ、7 ページ）

xxxxxx15

プロキシサーバーとの接続に失敗しました。
沖データ製品のプロキシサーバーの設定を確認してください。（7 ページ）
それでも解決しない場合は、ネットワークの管理者に確認してください。

xxxxxx16

プロキシサーバーとの接続エラーです。
ご使用のネットワーク環境が原因で接続に失敗しています。
ネットワークの管理者に確認してください。

xxxxxx17

プロキシサーバーの認証エラーです。
沖データ製品のプロキシサーバーの設定を確認してください。（7 ページ）
それでも解決しない場合は、ネットワークの管理者に確認してください。
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エラーコード

対処方法

xxxxxx81

DNS サーバーとのエラーが発生しています。
沖データ製品の DNS サーバーの設定を確認してください。（6 ページ）

xxxxxx82

XMPP サーバーとの接続に失敗しました。
XMPP(5222) ポートが開放されているかを確認してください。
それでも解決しない場合は、ネットワークの管理者に確認してください。

xxxxxx83

XMPP サーバーとの接続に失敗しました。
XMPP(5222) ポートが開放されているかを確認してください。
それでも解決しない場合は、ネットワークの管理者に確認してください。

xxxxxx84

DNS サーバーとのエラーが発生しました。
沖データ製品の DNS サーバーの設定、または、プロキシサーバー名の設定を確
認してください。（6 ページ、7 ページ）

xxxxxx85

プロキシサーバーとの接続に失敗しました。
沖データ製品のプロキシサーバーの設定を確認してください。（7 ページ）
それでも解決しない場合は、ネットワークの管理者に確認してください。

xxxxxx86

プロキシサーバーの接続エラーです。
XMPP(5222) ポートが開放されているかを確認してください。
それでも解決しない場合は、ネットワークの管理者に確認してください。

xxxxxx87

プロキシサーバーの認証エラーです。
沖データ製品のプロキシサーバーの設定を確認してください。（7 ページ）
それでも解決しない場合は、ネットワークの管理者に確認してください。

Google クラウド プリントの登録を確認する
Google クラウド プリント の管理画面の場合
Google クラウド プリントの管理画面（https://www.google.com/cloudprint）にアクセ
スします。Google アカウント情報を入力し、［ログイン］をクリックします。
［プリンタ］をクリックすると、登録されているプリンターを表示します。

沖データ製品内蔵の Web ページの場合
沖データ製品内蔵の Web ページ（http://（沖データ製品の IP アドレス））にアクセスし、
［管理者ログイン］［
- 装置情報］［
- ネットワーク］［
- Google クラウドプリント］が［Registered］
と表示していることを確認します。
工場出荷時の設定では、 ［管理者ログイン］ のユーザー名は 「root」、 パスワードは
「aaaaaa」 です。

沖データ製品の操作パネルの場合
［機器設定］-［Google クラウドプリント］を選択し、下の 4 項目を表示していることを確認
します。
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クラウド サービスの利用設定を確認／変更する
クラウド サービスの利用設定を確認する
沖データ製品内蔵の Web ページ（http://（沖データ製品の IP アドレス））にアクセスし、
［管理者ログイン］-［装置情報］-［ネットワーク］-［Google クラウドプリント］-［クラウドサー
ビスの利用］を確認します。利用状況には、以下の 3 つがあります。
有効：自動、または手動で印刷できます。
停止：手動で印刷できます。自動で印刷したくない場合に設定します。
無効：印刷できません。Google クラウド プリントの利用を一時的に止めたい場合などに、
設定します。
工場出荷時の設定では、 ［管理者ログイン］ のユーザー名は 「root」、 パスワードは
「aaaaaa」 です。

クラウド サービスの利用設定を変更する
Google クラウド プリントのクラウド サービスの利用設定は、以下の手順で変更します。

沖データ製品内蔵の Web ページの場合
沖データ製品内蔵の Web ページ（http://（沖データ製品の IP アドレス））にアクセスし、
［管理者設定］-［ネットワーク管理］-［Google クラウドプリント］-［クラウドサービスの利用］
で設定を変更します。

沖データ製品の操作パネルの場合
［機器設定］-［Google クラウドプリント］-［Google クラウドプリントの設定］-［クラウドサー
ビスの利用］を選択し、設定を変更します。

スリープモード設定時の動作について
［クラウドサービスの利用］を［有効］に設定した場合、沖データ製品の［スリープモード］を［オン］
に設定していても、スリープモードに移行しません。
沖データ製品のスリープモードを使用する場合は、Google クラウド プリント サービスを［停止］、
または［無効］に設定してください。
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登録した情報を削除する
登録した情報を削除する
Google クラウド プリントに登録した沖データ製品の情報は、以下の手順で削除します。

1

沖データ製品がネットワークに接続されていることを確認します。
沖データ製品がネットワークに接続されていると、 Google クラウド プリントの管理画面
（https://www.google.com/cloudprint） の登録情報も同時に削除されます。

2

操作パネルから［機器設定］-［Google クラウドプリント］-［登録済みの情報の削除］を選択
します。

3 ［はい］を選択します。

4 削除が完了すると以下の画面を表示します。

削除ができたことを確認する
Google クラウド プリント の管理画面の場合
Google クラウド プリントの管理画面（https://www.google.com/cloudprint）にアクセ
スします。Google アカウント情報を入力し、［ログイン］をクリックします。
［プリンタ］をクリックし、登録したプリンターが削除されていることを確認します。

沖データ製品内蔵の Web ページの場合
沖データ製品内蔵の Web ページ（http://（沖データ製品の IP アドレス））にアクセスし、
［管理者ログイン］-［装置情報］-［ネットワーク］-［Google クラウドプリント］を確認します。
工場出荷時の設定では、 ［管理者ログイン］ のユーザー名は 「root」、 パスワードは
「aaaaaa」 です。
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沖データ製品の操作パネルの場合
［機器設定］-［Google クラウドプリント］を選択します。
削除されている場合は、［Google クラウドプリントの登録］と［Google クラウドプリントの
設定］の 2 項目を表示します。

Google クラウド プリントの管理画面に登録情報が残ってしまった場合
沖データ製品をネットワークに接続していない状態で、16 ページの「登録した情報を削除す
る」の手順にしたがって登録情報を削除した場合などに、Google クラウド プリントの管理画面
（https://www.google.com/cloudprint）に登録した沖データ製品が残ってしまうことがありま
す。その場合は、Google クラウド プリントの管理画面で沖データ製品を削除してください。

Google クラウド プリントの管理画面で削除してしまった場合
Google クラウド プリントの管理画面（https://www.google.com/cloudprint）で、登録した
沖データ製品を削除した場合は、沖データ製品に登録情報が残ってしまいます。その場合は、沖デー
タ製品の操作パネルからも登録済み情報を削除します。

1 ［機器設定］-［Google クラウドプリント］-［登録済みの情報の削除］を選択します。

2 ［はい］を選択します。

プロキシサーバーの CA 証明書のインポートについて
沖データ製品内蔵の Web ページ（http://（沖データ製品の IP アドレス））から CA 証明書のインポー
トができます。
プロキシサーバーが信頼する認証局発行の証明書を指定します。PEM、DER、および PKCS#7 ファ
イルをインポートできます。
お使いのネットワークについての詳細は、 ネットワークの管理者にお問い合わせください。
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