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用紙がつまったら

● 用紙がつまったら
1

印刷中に用紙がつまると、アラーム音が鳴り、タッチパネル
の画面に、［紙詰まり発生］のメッセージとともに、紙づまり
の起こった箇所を点滅して表示します。
以下の表の手順に従って、つまった用紙を取り除いてくださ
い。

 つまった用紙は、用紙がちぎれないよう、ゆっくりと丁寧
に取り除いてください。用紙がちぎれた場合は、全ての紙
片を取り除いてください。紙片が本機内に残ると、紙づま
りや本機の故障の原因となります。

①
2

用紙づまりのときは

②

トレイで紙づまりが起こったとき
ここではトレイ 1 を例にしています。

1

トレイからカセットを引き出します。

2

つまった用紙を取り除きます。

3

用紙ガイドの位置を確認して、カセットを元に
戻します。

3

⑨
5

⑩
⑪
⑫
⑬

③
④

つまっている用紙が取りにくいときは、用紙を無理に
ひっぱらずに手順 5 へ進んでください。

⑭
⑤

⑮

⑥
6

⑦
⑧

エラー詳細

7

紙づまりの箇所

参照ページ

トレイの紙づまり

⑤、⑥、⑦、⑧

 P.6

マルチパーパストレイの
紙づまり

③、④

 P.8

本機内部の紙づまり

⑪、⑫、⑬、⑮

 P.8

両面印刷ユニットの紙づ
まり

⑭

 P.11

内蔵フィニッシャ
⑨、⑩
（MC780dnf）の紙づまり
RADF の紙づまり

①、②

 P.12
 P.13
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用紙がつまったら

4

トップカバーを開閉します。
操作パネルの画面に紙づまりが表示されていなければ、
紙づまりの処理は完了です。操作パネルに別の場所で紙
づまりが発生している表示がされている場合は、その箇
所の紙を取り除きます。

8

フロントカバーを閉じます。
1

フロントカバー

トップカバー

2

9

トップカバーオープン
ボタン

5

マルチパーパストレイ（MP トレイ）を閉じま
す。

マルチパーパストレイ（MP トレイ）の両側を
持ち、手前に開きます。

3

MP トレイ

マルチパーパストレイ
（MP トレイ）

6

中央の青色のレバーを上方向に引き、フロント
カバーを開きます。
5

レバー

6
フロントカバー

7

つまった用紙をゆっくりと引っ張り、取り除き
ます。
7

フロント
カバー
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2

マルチパーパストレイで紙づまりが起こっ
たとき
1

1

マルチパーパストレイに残っている用紙を取
り除きます。

2

中央の青いレバーを上方向に引き、フロントカ
バーを開きます。

トップカバーオープンボタンを押し、トップカ
バーを開けます。

トップカバー

2
レバー

トップカバーオープン
ボタン

3

3
フロントカバー

3

定着器ユニット左右の固定レバー（青色）を矢
印の方向に引きます。

つまった用紙をゆっくりと引っ張り、取り除き
ます。

定着器
ユニット
固定レバー
（青色）

定着器
ユニット
固定レバー
（青色）

5

4

フロントカバー
用紙の先端が本機内部へ入り、用紙の後端が見えている
場合は、無理にとらず、トップカバーを開け、本機の内
側から用紙を取り除いてください。
 P.8 「本機内部で紙づまりが起こったとき」

6

定着器ユニットのハンドルを握り、注意して定
着器ユニットを引き出し、平らな場所に置きま
す。

 定着器ユニットをLEDヘッドに当てないよう注意して
ください。

本機内部で紙づまりが起こったとき

定着器ユニットは高温になって
いますので、触らないでくださ
い。やけどのおそれがあります。

 定着器付近で紙づまりが起こったとき

1
7

ハンドルを持ち、スキャナ部を持ち上げます。

LED ヘッド

スキャナ部
ハンドル
ハンドル
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用紙がつまったら

5

9

ジャム解除レバーを下に押しながら、ゆっくり
と矢印の方向（手前方向）につまっている用紙
を引き出します。

スキャナ部を元の位置に戻します。スキャナ部
を上からおさえ、本機に固定します。
1

スキャナ部

ジャム解除レバー

2

6

定着器ユニットのハンドルを持ち、定着器ユ
ニットを本機の中へ静かに戻します。

これで手順は終了です。

3

ハンドル
 定着器ユニット部のつまった用紙を取り除いた後は、
定着器ユニット内部に未定着のトナーが残っているこ
とがあるため、白紙を数枚印刷してください。

7

定着器ユニット左右の固定レバー（青色）を奥
側に倒し、固定します。

 イメージドラム付近で紙づまりが起こっ
たとき

1
定着器
ユニット
固定レバー
（青色）

定着器
ユニット
固定レバー
（青色）

8

ハンドルを持ち、スキャナ部を持ち上げます。

スキャナ部

5
ハンドル

2

トップカバーを閉じます。

トップカバーオープンボタンを押し、トップカ
バーを開きます。

6

7
トップカバー

トップカバー

トップカバーオープン
ボタン
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3
1

6

イメージドラムカートリッジ（4 個）を取り出
し、平らな場所に置きます。

イメージドラムカートリッジを戻します。
イメージドラム
カートリッジ

トップカバー
イメージドラム
カートリッジ

2

3

4

7

取り出したイメージドラムカートリッジに光
が当たらないように、紙をかぶせます。

トップカバーを閉じます。

トップカバー

 イメージドラム（緑色の筒の部分）は、非常に傷つき
やすいため取り扱いには十分注意してください。
 イメージドラムカートリッジは直射日光や強い光（約
1500 ルクス以上）に当てないでください。室内の照
明の下でも、5 分間以上は放置しないでください。

5

5

8

つまっている用紙をゆっくり引き出します。
 用紙の先端が見えている場合

スキャナ部を元の位置に戻します。スキャナ部
を上からおさえ、本機に固定します。
スキャナ部

6

これで完了です。
 用紙の後端が見えている場合

7

定着器ユニットジャム
解除レバー（青色）
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5

両面印刷ユニットで紙づまりが起こったとき
両面印刷ユニットに紙づまりがあります。

1

本機の背面にある両面印刷ユニットのジャム
解除レバーをつまんで押し下げ、両面印刷ユ
ニットカバーを開けます。

6

本機の電源を切ります。
「ピッ」という音が聞こえるまで、
［電源］ボタンを押して
ください。
「シャットダウン中です」というメッセージが
しばらく表示されます。その後、表示が消えたら、電源
スイッチの OFF を押します。
詳しくは、設置編「電源を入れる／切る」をご覧ください。

用紙を自動的に排出しない場合は、両面印刷ユ
ニットを引き抜きます。

 両面ユニットを引き抜く前に、必ず本機の電源を切っ
てください。電源を切らずに両面印刷ユニットを引き
抜くと故障の原因となるおそれがあります。

両面印刷ユニットカバー

1

2

ジャム解除レバー

2

つまっている用紙を取り出します。
両面印刷ユニット

つまっている用紙が見えない場合は手順 5 に進んでくだ
さい。

3

7

カバーを上げて、つまっている用紙を取り除き
ます。

両面ユニットカバー

3

両面印刷ユニットカバーを閉じます。

カバー
つまっている用紙

5
両面印刷ユニットカバー

4

トップカバーを開閉します。
操作パネルの画面に紙づまりが表示されていなければ、
紙づまりの処理は完了です。操作パネルに別の場所で紙
づまりが発生している表示がされている場合は、その箇
所の紙を取り除きます。

8

両面印刷ユニットを外した状態で、本機内部に
用紙が無いか確認します。

9

カバーを閉じ、両面印刷ユニットを元に戻しま
す。
6

カバー

トップカバー

7
トップカバーオープン
ボタン

両面印刷ユニット

10 本機の電源を入れます。

- 11 -

用紙がつまったら

つまっている用紙を取り除いてもエラーが
消えないとき
1

2

フィニッシャカバーを閉じます。

5

スキャナ部を元の位置に戻します。

複数の箇所で用紙がつまっている場合は、最初に表示された
場所につまっている用紙を取り除いてカバーを閉じると、次
に優先される紙づまりの起こった箇所を点滅して表示します。
画面の表示に従って、紙づまり箇所の用紙を取り除いてくだ
さい。
 P.6 「用紙がつまったら」

内蔵フィニッシャで紙づまりが起こったと
き
内蔵フィニッシャ付近に紙づまりがあります。

1
3

ハンドルを持ち、スキャナ部を持ち上げます。

スキャナ部

ハンドル

2

フィニッシャカバーを開きます。

5
カバー

6

4

3

つまっている用紙を取り除きます。

7
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(2) つまっている用紙の先端が見える場合は、
静かに引き出します。

原稿がつまったとき

1

原稿がつまったときは、アラームが鳴り、メッセージがタッ
チパネルに表示されます。

1

原稿カバーを開き、つまっている用紙を取り除
きます。
(1) 原稿カバーオープンレバーを引いて、原
稿カバーを開きます。
つまっている用紙

(3) 原稿を取り除くことができた場合は、内部
のカバーを閉じ、手順 3 へ進みます。

3

2

原稿カバーを閉じます。
つまっている用紙が見えない場合は何もせずに手順 4 に
進んでください。

3

(2) つまっている用紙を取り除きます。つまっ
ている用紙を取り除くことができない場
合は手順２へ進みます。

 無理に原稿を取り除かないでください。
これで手順は終了です。

4

スキャナ部を開けます。
スキャナ部

5

(3) 原稿を取り除くことができた場合は、手順
3 へ進みます。

2

内部のカバーを開き、つまっている用紙を引き
出します。
(1) 内部のカバーを開きます。

(1) レバーを下げて、原稿押さえパッドを開
けます。

内部のカバー

6

レバー

7
内部のカバー
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(2) つまっている用紙をゆっくりと引いて、取
り除きます。

ステイプルがつまったとき

1

内蔵フィニッシャ（MC780dnf のみ）で
ステイプルづまりが起きたとき

1
2

ハンドルを持ち、スキャナ部を持ち上げます。

スキャナ部

(3) 原稿押さえパッドを元の位置に戻します。

ハンドル

3

2
5

フィニッシャの背面カバーを開けます。

スキャナ部を閉じます。
カバー
スキャナ部

3

カートリッジを取り外します。

4

レバーを持ち、ステイプル針でけがをしないよ
うに注意してガイドを下ろします。

5

これで手順は終了です。

6

 コピー中にエラーが起きた場合は、コピーはキャンセ
ルされます。

7
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5

いちばん上のステイプル針のシートを取り除
きます。
1

6

2

レバーを持ち、ガイドを上げて元の位置に戻し
ます。

3

7

カートリッジを戻します。

8

フィニッシャカバーを閉じます。

5

6

9

スキャナ部を元の位置に戻します。

7

- 15 -

本機に関するトラブル

● 本機に関するトラブル
1

この画面が表示されたとき
本機の状態によりタッチパネルに様々な画面が表示されます。このセクションでは、いくつかの画面例とともに問題を解決する方
法を記載します。
画面

説明 / 対処方法

問題をユーザーに通知するメッセージが画面の
上部に表示されます。代表的な例については、
以下のページを参照してください。
 P.17 「タッチパネルに表示されるメッセー
ジ」

2

3

5

6

7
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本機に関するトラブル

タッチパネルに表示されるメッセージ
問題をユーザーに通知するメッセージが画面の上部に表示されます。代表的な例や解決方法を下記の表に記載します。
メッセージ

発生の状況

対処方法

＊＊＊カバーを閉めてください

＊＊＊で示されているカバーが開い
ています。

タッチパネルで該当箇所のカバーを確認し、閉じてください。
 TopAccess 編「[ 装置 ] タブ」→「表示アイコンの説明」

＊＊＊で紙づまりです

本機の内部で紙づまりが起こりまし
た。

タッチパネルに表示されているガイダンスに従って、つまった用
紙を取り除いてください。
 P.6 「用紙がつまったら」
 TopAccess 編「[ 装置 ] タブ」→「表示アイコンの説明」

＊＊＊トナーがなくなりました 新
しいカートリッジと交換してくださ
い

トナーが無くなりました。＊＊＊は、 タッチパネルで色の表示を確認し、トナーカートリッジを交換し
色を示しています。
てください。
（二つ以上のトナーが無くなった時に （このメッセージが表示された後でもおよそ 50 ページは印刷で
は色は省略して表示されます。Y: イ きます。印刷条件により枚数は変わります。）
エロー、M: マゼンタ、C: シアン、
 P.66 「トナーカートリッジを交換する」
K: ブラック）
 TopAccess 編「[ 装置 ] タブ」→「表示アイコンの説明」

＊＊＊トナーが認識されません
トナーカートリッジを確認してくだ
さい

＊＊＊で示す色のトナーカートリッ
トナーカートリッジを正しく装着してください。
ジが装着されていないか、あるいは、  P.66 「トナーカートリッジを交換する」
不適切に装着されています。
 TopAccess 編「[ 装置 ] タブ」→「表示アイコンの説明」
弊社指定のトナーカートリッジが使
用されていません。

弊社指定のトナーカートリッジを使用してください。
 P.66 「トナーカートリッジを交換する」

トナーカートリッジのテープを剥が
し忘れています。

トナーカートリッジのテープを剥がし、正しく装着してくださ
い。

＊段目カセットの用紙サイズが間
違っています 用紙の向きとサイズ
をご確認ください。

N トレイにセットした用紙サイズと
本機で N トレイに登録したサイズが
合わないため紙づまりが起こりまし
た。

トレイを引き出して用紙を取り除き、正しい用紙のむきに紙を
セットし、用紙サイズダイヤルを合わせてください。

おまちください
です

画質を維持するため、本機は画質の
調整を行っています。

調整が終わり、メッセージが消えるまでお待ちください。

クリーニングの時期です。前面カ
バーを開けて、ガイダンスに従い操
作してください。

LED プリントヘッドを清掃する必要
があります。

LED プリントヘッドを清掃してください。
 P.86 「LED ヘッドを清掃する」

原稿の状態を確認して入れ直してく
ださい

自動両面原稿送り装置の内部で原稿
がつまりました。

タッチパネルのガイダンスに従って、つまった原稿を取り除いて
ください。
 P.13 「原稿がつまったとき」

自動両面原稿送り装置にセットした
原稿サイズまたは方向が正しくあり
ません。

原稿のサイズと方向を確認し、自動両面原稿送り装置にセットし
なおしてください。その後、もう一度操作をしてください。
 基本操作編「コピーのとりかた」→「原稿をセットする」→
「自動両面原稿送り装置（RADF）を使う」
 設置編「原稿をセットする」

原稿の向きを変えてください

ガラス面にセットした原稿の向きが
正しくありません。

原稿の向きを 90 度変えて、ガラス面にセットしてください。
 基本操作編「コピーのとりかた」→「原稿をセットする」→
「ガラス面に原稿をセットする」
 設置編「原稿をセットする」

この用紙サイズは印刷できません
別のカセットを選択してください

印刷を試みましたが失敗しました。
用紙サイズとトレイが合わないため
選択したトレイからは用紙を排出で
きませんでした。

失敗した印刷ジョブを削除し、適切な用紙トレイを選択してから
再度印刷をおこなってください。
 便利な機能 / 本体の設定編「印刷状況などの確認」→「印刷状
況を確認する」→「給紙カセットの確認」

この用紙タイプは印刷できません
別の用紙タイプを設定してください

印刷を試みましたが失敗しました。
用紙の種類とトレイが合わないため
選択したトレイからは用紙を排出で
きませんでした。

失敗した印刷ジョブを削除し、適切な用紙トレイを選択してから
再度印刷をおこなってください。
 便利な機能 / 本体の設定編「設定項目（ユーザ設定）
」→「ト
レイ」

コピー可能枚数を超えました
を中止します

原稿を読み込んでいる途中で、部門
やユーザーに設定されているコピー
可能枚数の上限を超えました。

コピー可能枚数の設定の詳細については、管理者にお問い合わせ
ください。
 便利な機能 / 本体の設定編「カウンタの管理（カウンタメ
ニュー）」

セルフチェック中

動作

コピーできます（＊＊＊トナーが認
識されません）
トナーカートリッジを確認してくだ
さい

1

＊＊＊で示す色のトナーカートリッ
トナーカートリッジを正しく装着してください。
ジが装着されていないか、あるいは、  P.66 「トナーカートリッジを交換する」
不適切に装着されています。
推奨されたトナーカートリッジが使
用されていません。

コピーできます（ステイプル針確認） フィニッシャのステイプラでステイ
プルづまりが起こりました。
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推奨されているトナーカートリッジを装着してください。
 P.66 「トナーカートリッジを交換する」
つまっているステイプルを取り除いてください。
 P.14 「ステイプルがつまったとき」

2

3

5

6

7

本機に関するトラブル

メッセージ

1

2

発生の状況

対処方法

コピーできます（ステイプル針無し） フィニッシャのステイプラにステイ
プルがありません。

ステイプルを補充してください。
 P.80 「フィニッシャ用ステイプルカートリッジの交換
（MC780dnf 用）
」

コピーできます（フィニッシャフル） フィニッシャの排出トレイが用紙で
いっぱいです。

本機の排出トレイから用紙を取り除いてください。
 TopAccess 編「[ 装置 ] タブ」→「表示アイコンの説明」

コピーできます（フェイスダウンス
タッカーフル）

本機のスタッカーが用紙でいっぱい
です。

本機のスタッカーから用紙を取り除いてください。
 TopAccess 編「[ 装置 ] タブ」→「表示アイコンの説明」

トナーカートリッジを確認してくだ
さい。

トナーカートリッジのターミナル部
が汚れていいます。

ターミナル部をやわらかい布で拭いてください。
トナーカートリッジの清掃箇所と清掃方法については、お客様相
談センターに連絡してください。

コピーできません
確認してください

原稿を読み込んでいる途中で、部門
やユーザーに設定されているコピー
可能枚数の上限を超えました。

コピー可能枚数の設定の詳細については、管理者にお問い合わせ
ください。

トレイまたはマルチパーパストレイ
（MP トレイ）に用紙がありません。

トレイまたはマルチパーパストレイ（MP トレイ）に用紙をセッ
トしてください。タッチパネルでどのトレイ（またはマルチパー
パストレイ（MP トレイ））が用紙切れかが表示されます。
 設置編「用紙のセットしかた」

本機は当社指定の保守サービス会社
によるメンテナンスまたは修理が必
要です。

タッチパネルの右側に表示されているエラーコードを、お客様相
談センターに連絡してください。
 TopAccess 編「[ 装置 ] タブ」→「表示アイコンの説明」

部門カウンタを

コピー用紙を補給してください

サービスマンコール

3

警告
ご自身で本機を修理、分解または改造しないでください。
火災、感電のおそれがあります。
本機の内部部品のメンテナンスや修理については、お客様相談セ
ンターに連絡してください。
ステイプラーの針を補給してくださ
い

フィニッシャのステイプラにステイ
プルがありません。

ステイプルを補充してください。
 P.80 「フィニッシャ用ステイプルカートリッジの交換
（MC780dnf 用）
」

ステイプラーをお確かめください

フィニッシャのステイプラでステイ
プルづまりが起こりました。

つまっているステイプルを取り除いてください。
 P.14 「ステイプルがつまったとき」

節電しています
押してください

スタートボタンを

一定の時間本機が使用されなかった
ので、節電モードに入りました。

正しいサイズのカセットをいれてく
ださい

原稿に合うサイズの用紙がセットさ
れていません。

原稿に合うサイズの用紙をセットしてください。
 設置編「用紙のセットしかた」

原稿が自動両面原稿送り装置から斜
めに送られているため、原稿のサイ
ズが正しく検出されていません。

自動両面原稿送り装置のサイドガイドを原稿の幅に合わせ、原稿
をまっすぐにセットしなおしてください。
 基本操作編「コピーのとりかた」→「原稿をセットする」→
「自動両面原稿送り装置（RADF）を使う」

停電が発生しました

停電やその他の理由でジョブが中断
されました。

印刷ジョブまたはファクスジョブが完了していない可能性があり
ます。［状況確認］を押して、ジョブの状況を確認してください。
メッセージをクリアするには、［リセット］ボタンを 2 回押して
ください。
 便利な機能 / 本体の設定編「操作パネルから印刷ジョブを管理
する」→「印刷ジョブの実行状況を確認する」

データ消去中です

データを消去しています

データ消去オプションがインストールされている場合このメッ
セージが表示されます。メッセージが表示されている間も本機を
操作することができます。

手差しの用紙サイズが間違っていま
す 用紙の向きとサイズをご確認く
ださい。

マルチパーパストレイ（MP トレイ） 用紙サイズを正しく登録してください。
適切なサイズの用紙をセットしてください。
にセットした用紙サイズと本機でマ
 設置編「用紙のセットしかた」→「マルチパーパストレイ
ルチパーパストレイに登録したサイ
ズが合わないため紙づまりが起こり
（MP トレイ）を使う」
ました。

手差しの用紙をいれ直してください

マルチパーパストレイ（MP トレイ） つまった用紙を取り除き、用紙をセットしなおしてください。
にセットした用紙がつまりました。
 P.8 「マルチパーパストレイで紙づまりが起こったとき」

5

6

7
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［スタート］
、［コピー］、［ファイリングボックス］
、［スキャン］
、
［印刷］、
［ファクス］、［節電］ボタンのいずれかを押して、節電
モードを解除してください。
 設置編「本機を使用していない時の消費電力を節約する（節
電モード）」

本機に関するトラブル

メッセージ

発生の状況

手差し用紙の向きとサイズをご確認
ください

対処方法

マルチパーパストレイ（MP トレイ） 用紙の方向とサイズを確認し、マルチパーパストレイ（MP トレ
にセットした用紙の方向またはサイ
イ）にセットしなおしてください。
ズが正しくありません。
 設置編「用紙のセットしかた」→「マルチパーパストレイ
（MP トレイ）を使う」

1

マルチパーパストレイ（MP トレイ） マルチパーパストレイ（MP トレイ）の手差しガイドを用紙の長
の手差しガイドが用紙の長さに合っ
さに揃えてください。
ていません。
電源を入れ直してください

トナーが少なくなっています（＊＊
＊）

本機でエラーが起こり、通常の操作
ができなくなりました。

本機の電源を入れ直すことでエラーを解消できる可能性がありま
す。電源を切り、その後、［電源］ボタンを押して電源を再度入
れてください。
 基本操作編「電源を入れる」

トナーが少なくなりました。＊＊＊
は、色を示しています。
（二つ以上のトナーが少なくなった時
には色は省略して表示されます。Y:
イエロー、M: マゼンタ、C: シアン、
K: ブラック）

このメッセージが表示されている間は、トナーがトナーカート
リッジに残っています。トナーカートリッジを交換する必要はあ
りません。
タッチパネルでトナーの色を確認し、トナーカートリッジを準備
してください。
およそ 200 枚印刷することができます。印刷条件により、ト
ナーカートリッジがほとんど無くなるまでこのメッセージが表示
されないことがあります。
 便利な機能 / 本体の設定編「操作パネルから印刷ジョブを管理
する」→「消耗品の状況を確認する」
 P.65 「トナーカートリッジの交換」
 トナーが完全に無くなってからトナーカートリッジを交換して
ください。
［＊＊＊トナーカートリッジを交換してください］と
いうメッセージが表示された時が、トナーカットリッジの交換
時期です。
 他ブラック以外の色が無くなってもモノクロ印刷できます。ブラッ
クトナーが無くなるとカラー印刷もモノクロ印刷もできません。

複製禁止の原稿を検出しました

コピー禁止の原稿をコピーしようと
しました。

この原稿はコピーできません。
 設置編「はじめに」→「紙幣、有価証券などの印刷について」

部門割当がなくなりました。管理者
にお問い合わせください。

部門に割当てられたコピー、印刷、
スキャンの割当数量が無くなりまし
た。

割当の設定の詳細については、管理者にお問い合わせください。
 便利な機能 / 本体の設定編「カウンタの管理（カウンタメ
ニュー）」→「部門管理」

メモリ容量が足りません
だ原稿を印刷しますか？

原稿を読み込んでいる途中で、内蔵
メモリがいっぱいになりました。

メッセージが表示されるまでに保存（スキャン）された原稿の
データを印刷するには、タッチパネルで［はい］を押します。保
存データを削除するには、［いいえ］を押します。
 ファイリングボックス編「システム管理」→「ファイリング
ボックスのハードディスク管理」

読み込ん

ユーザ割当がなくなりました。管理
者にお問い合わせください。

ユーザーに割当てられたコピー、印
刷、スキャンの割当数量が無くなり
ました。

割当の設定の詳細については、管理者にお問い合わせください。
 便利な機能 / 本体の設定編「カウンタの管理（カウンタメ
ニュー）」

ユーザ割当と部門割当がなくなりま
した。管理者にお問い合わせくださ
い。

ユーザーと部署に割当てられたコ
ピー、印刷、スキャンの割当数量が
無くなりました。

割当の設定の詳細については、管理者にお問い合わせください。
 便利な機能 / 本体の設定編「カウンタの管理（カウンタメ
ニュー）」

読み込み可能枚数を超えました
み込み済みデータを削除します

原稿を読み込んでいる途中で、一度に
読み込める原稿の枚数（1000 枚）を
超えました。（マガジンソート機能や
ページ付加機能を使用している場合）

読み込む原稿枚数を減らし、コピーしなおしてください。

原稿を読み込んでいる途中で、一度
に読み込める原稿の枚数（1000
枚）を超えました。
LAN ケーブル接続が検出されませ
ん。

メッセージが表示されるまでに保存（スキャン）された原稿の
データを印刷するには、タッチパネルで［はい］を押します。保
存データを削除するには、［いいえ］を押します。
以下の項目を確認します。
• LAN ケーブルが装置に接続されていることを確認します。
• LAN ケーブルのコネクターに損傷がないことをチェックします。
• LAN ケーブルが断線していないかを確認します。
• LAN ケーブルがハブに接続されていることを確認します。コネ
クターに損傷がないことを確認します。
• LAN ケーブルがハブに接続されているハブ向けの電源がオンで
あることを確認します。
• 装置向けの通信速度およびイーサネット構成の設定、ハブが配
置されていることを確認します。

読

読み込み可能枚数を超えました 読
み込んだ原稿を印刷しますか？
LAN ケーブルが検出されません

エラーコード
本機の状態を示すエラーコードは、タッチパネルに表示されます。第 7 章にエラーコードの一覧を掲載しています。
 P.51 「エラーコード一覧」
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2

3

5

6

7

印刷に関するトラブル

● 印刷に関するトラブル
1

印刷ジョブの問題
このセクションでは、印刷ジョブエラーを解除する方法を記載します。

印刷ジョブエラーが発生したとき
2

発生の状況
コンピューターからプリントしたときに、コンピューターで指定した用紙が本機のトレイにセットされていないと、印刷ジョブエ
ラーが起こり、［状況確認］が点滅します。

3

対処方法
以下の手順に従って、エラーを解除してください。
マルチパーパストレイ（MP トレイ）に用紙をセットして印刷するには

5

1

点滅している［状況確認］を押します。

2

マルチパーパストレイ（MP トレイ）にコンピューターで指定したサイズの用紙をセットし、
［スタート］
ボタンを押します。

6

7

印刷が実行されます。印刷が終了したら、［状況確認］を押します。
他のトレイにセットした用紙サイズを選択して印刷する
トレイにセットした用紙で印刷することもできます。画像のある部分は印刷されない可能性があります。ただし、これはトレイの
用紙サイズが指定したサイズより小さい場合です。
タッチパネルで使用するトレイのボタンを押して、［スタート］ボタンを押します。
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印刷に関するトラブル

プライベート印刷ジョブの文書パスワードを忘れてしまったとき
発生の状況

1

プライベート印刷ジョブの文書パスワードを忘れてしまい、印刷できない。

対処方法
一度ジョブが本機に送信されると、プライベート印刷ジョブの文書パスワードは決して表示されません。
印刷に失敗したプライベート印刷ジョブを印刷するには、新たなプライベート印刷ジョブとして、再度文書を送信してください。
印刷に失敗したプライベート印刷ジョブはジョブキューに残ります。これを削除するには、以下の方法のいずれかが必要となりま
す。本機の管理者にお問い合わせください。
 タッチパネルのプライベート印刷ジョブ一覧で管理者パスワードを入力し、ジョブを削除します。
詳しくは、便利な機能 / 本体の設定編を参照してください。
 管理者パスワードで TopAccess にログインし、印刷ジョブ一覧でジョブを削除します。
詳しくは、TopAccess 編を参照してください。

2

画像を多く含んだ文書の印刷に時間がかかりすぎるとき
3

発生の状況
PCL ドライバーから画像を多く含んだ文書の印刷に時間がかかる。

対処方法
グラフィックが多いドキュメントを早く印刷するには、［デバイス設定］タブの［カスタマイズ設定］画面にある［プリンタ言語設
定］タブの「画像を JPEG に圧縮する」のチェックボックスをオフにして、文書を印刷してください。

プリンタードライバーの問題
このセクションではプリンタードライバーに関するトラブルを記載します。

印刷できない（ポート設定の問題）
発生の状況

5

印刷が実行できない。

対処方法
クライアントコンピューターに誤ったネットワークのポートが割り当てられている場合、ジョブは現在のジョブキューには表示さ
れず、印刷もされません。以下の手順に従って、問題を解決してください。
1.［スタート］-［デバイスとプリンター］を選択します。
2. プリンタードライバーのアイコンを右クリックします。
3. ショートカットメニューから［プリンターのプロパティ］を選択します。
4.［ポート］タブを選択します。
5. 必ず本機のパスとデバイス名が正しいことを確認してください。
￥￥< 装置名 >￥print
< 装置名 > は、タッチパネルから設定したデバイス名と同じです。
6.［全般］タブをクリックし、［テストページの印刷］をクリックし、設定が正しいことを確認します。

6

印刷できない（SNMP コミュニティ名の問題）
7

発生の状況
印刷が実行できない。

対処方法
SNMP コミュニティ名が以下の 3 つの設定で同じかを確認してください。
 本機
 プリンタードライバーの［ポート］タブの TCP/IP ポート
 プリンタードライバーの［カスタム］タブの［SNMP 設定］ダイアログボックス
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印刷に関するトラブル

コマンドラインオプションが処理されない
1

発生の状況
印刷オプションはすべて印刷ジョブの始めに本機に送信されます。印刷ファイルがすでに印刷コマンドを含んでいる場合、設定し
たコマンドオプションを上書きします。例えば、印刷ファイルがレター用紙を指定していて、lp コマンドで A4 用紙を指定した場
合、文書はレターサイズ用紙に印刷されます。

対処方法
印刷する文書のプロパティを変更して、新たな印刷ファイルを作成します。追加のパラメーターを設定せずに lp コマンドを使って
印刷ジョブを送信します。

2

プリンター設定の取り込みに失敗した
発生の状況
プリンタープロパティにアクセスすると、「プリンター設定の取り込みに失敗しました」が表示される。

対処方法

3

プリンタードライバーが本機と通信できていません。以下のチェックリストの手順をおこなってください。
No

チェック項目

はい

いいえ

対処方法

1

本機の電源が入っていいますか？

次の手順




本機の電源を入れてください。

2

コンピューターと本機を TopAccess を経
由して接続できますか？

次の手順




本機を再起動してください。

3

プリンタードライバーのプロパティにアク
セスすると同じメッセージが再度表示され
ますか？



終了

プリンタードライバーポートの割当てを確
認し、正しいことを確認してください。

［デバイス設定］タブで設定を変更できない
発生の状況

5

［デバイス設定］タブがグレー表示になり、設定を変更できない。

対処方法
プリンタードライバー設定の変更をする権限を持たないユーザーは［デバイス設定］タブで設定を変更できません。管理者権限で
コンピューターにログインしてください。

ネットワーク接続の問題
6

このセクションでは、ネットワーク接続環境の印刷に関するトラブルを記載します。

 P.42 「印刷の問題（ネットワーク関連）」の印刷の種類と操作システム別のチェックリストもご覧ください。

本機で印刷できない（ネットワーク接続の問題）
7

発生の状況
本機で印刷を実行できない。

対処方法
問題の原因がネットワークに起因しているかを確認するため、以下のチェックリストをご覧ください。
問題の原因がネットワークに起因している場合、P.42 「印刷の問題（ネットワーク関連）
」をご覧ください。同セクションには、
OS 別、印刷方法別のチェックリストが記載され、適切な対処方法を見つけることができます。
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印刷に関するトラブル

No.

チェック項目

はい

いいえ

対処方法

1

お使いのネットワークやクライアントのプロトコ
ルに合ったプロトコルが設定されていますか？

次の手順




適切なプロトコルを設定してください

2

対応するプリントサービスに適切な種類を設定し
ていますか？

次の手順




お使いの印刷環境に必要な設定を確認してくださ
い。

3

Novell 印刷サービスを使用している場合、プリ
ントサーバーの作成や印刷キューの添付など、
ネットワーク印刷の Novell 側の設定をしました
か？

次の手順




4

Novell 印刷サービスを設定する場合、
PCONSOLE や NWAdmin を使って印刷ジョブ
を確認することができますか？

次の手順




5

本機のゲートウェイとサブネットマスクの設定
が、印刷をしようとしているクライアントのネッ
トワークのゲートウェイに含まれていますか？

次の手順




6

ネットワーク上の他のサービスや通信が正常で予
期した結果を得られますか？

終了



1

NetWare サーバーを設定してください。

これらのユーティリティーの使用については、お
使いの Novell PCONSOLE や NWAdomin の
取扱説明書を参照してください。

2

TCIP/IP を正しく設定してください。

お使いのネットワーク資料を参考にするか、ネッ
トワーク診断ユーティリティーを使って、ネット
ワークの問題を特定してください。

3

SMB 印刷ができない
発生の状況
SMB 接続で文書を印刷しようとすると、ジョブは印刷できず、「このリモートコンピューターにはこれ以上接続できません」や
「あなたのファイルはエラーのため印刷できませんでした。」などのメッセージがくり返し表示される。

対処方法
SMB 印刷は小規模なネットワークで使用することを想定しています。Windows Vista、Windows 7、Windows 8、
Windows 8.1、Windows Server 2008、または Windows Server 2012 をプリントサーバーとして使用できる場合は、
Windows プリントサーバー経由で印刷することをおすすめします。お使いのネットワークで Windows プリントサーバーを使用
できない場合は、LPR 印刷を代わりにお使いください。

クライアントの問題
このセクションでは、本機に接続されたクライアント * によって引き起こされた問題をどのように特定して、修正するかを説明し
ます。
*

5

クライアントの一般的な例の 1 つは印刷ジョブを本機に送って、ジョブの印刷を実行するコンピューターです。

クライアントステータスの確認
印刷の問題はプリンタードライバー設定、ネットワーク設定、ネットワーク接続におけるエラーなどが原因です。最初に、管理者
に連絡して、このような問題があるかどうか確認するか、または以下のセクションを見てください。

6

 P.21 「プリンタードライバーの問題」
 P.22 「ネットワーク接続の問題」
 P.42 「印刷の問題（ネットワーク関連）
」
考えられる別の原因は、クライアントと関係があるものです。ネットワーク内の特定のクライアントから送信されたプリントジョ
ブが失敗した場合は、問題はクライアントによるものかもしれません。

7

発生の状況
クライアントから送信されたジョブが印刷できない。

対処方法
以下のチェックリストは、エラーの原因を特定するのに役立ち、問題を解決する情報を提供します。以下の手順に従っても問題が
解決しない場合は、お客様相談センターへお問い合わせください。
No.

チェック項目

はい

1

本機は適切に作動していますか？コピージョブは
正しく出力されていますか？

次の手順


いいえ
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対処方法
TopAccess のデバイスページに表示されてい
るデバイスのステータスを確認してください。

印刷に関するトラブル

No.

チェック項目

はい

いいえ

対処方法

2

TopAccess の［装置］ページを確認してくだ
さい。ジョブに対して指定されているオプション
はハードウェア設定でサポートされていますか？

次の手順




サポートされていなければ、ジョブを消去し、必
要な構成部品をインストールしてから再度お試し
ください。詳しくは、お客様相談センターへお問
い合わせください。

次の手順




以下のセクションを参照して、問題を解決してく
ださい。
 P.22 「本機で印刷できない（ネットワーク
接続の問題）」

1
3

他のクライアントからジョブを印刷できますか？

4

このクライアントからの印刷に成功したことがあ
りますか？

次の手順




以下のセクションを参照して、問題を解決してく
ださい。
 P.21 「印刷できない（ポート設定の問題）」

5

SMB 接続以外でプリンタードライバーを設定し
ましたか？

次の手順




以下のセクションを参照して、問題を解決してく
ださい。
 P.23 「SMB 印刷ができない」

6

この時点で、問題は、クライアント側のエラーに関係している可能性が最も高いです。基本操作編を参照し、問題を解決し
てください。

2

3

本体に関する問題
このセクションでは、本体が原因のトラブルについて記載します。
エラーを示すアイコンやメッセージが表示されない、またはプリンタードライバーやネットワーク接続における問題が特定できな
い場合は、ハードウェアの問題がトラブルの考えられる原因として考えられます

出力されないプリントジョブ
発生の状況
ネットワーク内のすべてのクライアントがプリントジョブを本機から出力できない。

対処方法

5

6

プリンタードライバー等のソフトウェアの不適切な設定が問題の原因となった可能性があります。ただし、どのクライアントから
もジョブを印刷できないのであれば、ハードウェアエラーの可能性があります。以下のチェックリストの手順を試してください。
すべての手順に従っても問題が解決しなければ、お客様相談センターにお問い合わせください。
No

チェック項目

1

接続しているすべてのクライアントコンピュー
ターからの印刷が禁止されていますか？

2

TopAccess または PCONSOLE やプリントマ
ネージャーなどの印刷監視ユーティリティーから
ジョブを確認することができますか？

3

エラーメッセージやエラーコードで問題を特定
し、解決することができますか？

はい

いいえ

対処方法

次の手順




以下のセクションを参照して、問題を解決してく
ださい。
 P.22 「ネットワーク接続の問題」

次の手順




以下のセクションを参照して、問題を解決してく
ださい。
 P.39 「本機の検出に関する問題」

終了



以下のセクションを参照して、問題を解決してく
ださい。
 P.50 「エラーメッセージ」
 P.51 「エラーコード一覧」

ソフトウェアの設定が原因の出力エラーを解決する詳細については、基本操作編を参照してください。

7
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コピーに関するトラブル

● コピーに関するトラブル
1

コピーの問題
コピー機能の動作に問題があるときや、コピーの結果が思わしくない場合は、以下の一覧を参照して対処を行ってください。
発生の状況
コピー機能が設定できない

原因

対処方法

同時に使用できない他の機能をすでに設定し
ている。

機能によっては、他の機能と同時に使用できないものがあり
ます。
詳しくは、便利な機能 / 本体の設定編を参照してください。
 便利な機能 / 本体の設定編「その他」→「コピー機能組み
合わせ一覧」

原稿読み込み中に動作が停止す
る（画面に［原稿枚数が制限を
超えています。保存した原稿を
印刷しますか？］と表示され
る。
）

最大読み込み可能枚数を超えた。

読み込んだところまでコピーするときは［はい］を押してく
ださい。読み込んだ内容を取り消すときは［いいえ］を押し
てください。

原稿読み込み中に動作が停止す
る（画面に［原稿を保存するの
に十分な作業スペースがありま
せん。保存した原稿を印刷しま
すか？］と表示される。
）

本機の内蔵メモリーの空き容量が不足した。

読み込んだところまでコピーするときは［はい］を押してく
ださい。読み込んだ内容を取り消すときは［いいえ］を押し
てください。
 ファイリングボックス編「システム管理」→「ファイリン
グボックスのハードディスク管理」

コピーが薄い。

トナーがなくなった。

トナーがなくなると、画面に［新しいブラック（シアン、マ
ゼンタ、もしくはイエロー）カートリッジを装着してくださ
い。］と表示されます。メッセージで表示されている色のト
ナーカートリッジを交換してください。
 P.66 「トナーカートリッジを交換する」

コピー濃度が薄めに設定されている。

手動で濃度を濃くするか、自動濃度モードでコピーしてくだ
さい。
 基本操作編「基本的なコピーモード」→「濃度を調整す
る」

コピーが濃い。

コピー濃度が濃いめに設定されている。

手動で濃度を薄くするか、自動濃度モードでコピーしてくだ
さい。
 便利な機能 / 本体の設定編「便利な使いかた」→「原稿周
辺の黒を消去する」

コピーが汚れる。

自動両面原稿送り装置が確実にしまっていな
い。

確実に閉めて、外からの光を遮断してください。

ガラス面、ガラス面シート、スキャンエリア
および原稿ガイドが汚れています。

ガラス面、ガラス面シート、スキャンエリアおよび原稿ガイ
ド部を清掃してください。
 P.82 「ガラス面を清掃する」

コピー濃度が濃いめに設定されている。

手動で濃度を薄くするか、自動濃度モードコピーしてくださ
い。
 基本操作編「基本的なコピーモード」→「濃度を調整す
る」

OHP フィルムやトレーシングペーパーなど、 原稿と同じかそれ以上の大きさの白紙を原稿の上に載せてコ
透明度が高い原稿を使っている。
ピーしてください。
 基本操作編「コピーのとりかた」→「原稿をセットする」
→「ガラス面に原稿をセットする」
コピーが傾く。

自動両面原稿送り装置にセットした原稿が斜
めに送られた。

自動両面原稿送り装置のサイドガイドを原稿の幅に揃えて原
稿をまっすぐセットしてください。
 基本操作編「コピーのとりかた」→「原稿をセットする」
→「自動両面原稿送り装置（RADF）を使う」

コピーが欠ける。

用紙と原稿のサイズや向き、コピー倍率の設
定が正しくない。

原稿と同じサイズの用紙にコピーするか、用紙サイズに合っ
たコピー倍率に設定してください。
 設置編「用紙のセットしかた」

とじしろ幅が広過ぎる。

とじしろ幅を設定し直してください。
詳しくは、便利な機能 / 本体の設定編の第 2 章を参照してく
ださい。
 便利な機能 / 本体の設定編「応用機能」→「とじしろ」

印刷可能な範囲からはみ出ている。

印刷可能な範囲からはみ出た部分は印刷されません。
 設置編「用紙について」→「用紙の印刷可能領域」
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2

3

5

6

7

コピーに関するトラブル

発生の状況
コピーがぼやける。

原因

対処方法

ガラス面上に置いた原稿が浮いている。

ガラス面に原稿が密着するように、自動両面原稿送り装置を
閉めてください。
 基本操作編「コピーのとりかた」→「原稿をセットする」

用紙が湿っている。

乾いた用紙と交換してください。
 設置編「原稿について」→「原稿の条件」

ガラス面又は自動両面原稿送り装置がよごれ
ています。

原稿読み取り部およびガイド部を清掃してください。
 P.82 「ガラス面を清掃する」

LED ヘッドが汚れています。

LED ヘッドを清掃してください。
 P.86 「LED ヘッドを清掃する」

1

2
横方向に黒いスジが入る。

3
用紙の送り方向

縦方向に白いスジや色スジが入
る。

用紙の送り方向

5
カラーモードを［オートカラー］ 以下のような原稿は、カラー原稿であっても
に設定して、カラー原稿をコ
白黒コピーされる場合があります。
ピーしたのに白黒コピーされる。  カラー部分が極端に少ない原稿
 全体的に黒っぽい原稿
 色が薄い原稿

カラーモードを［フルカラー］に設定してコピーしてくださ
い。
 基本操作編「基本的なコピーモード」→「カラーモードを
切り替える」

カラーモードを［オートカラー］ 以下のような原稿は、白黒原稿であってもカ
に設定して、白黒原稿をコピー
ラーコピーされる場合があります。
したのにカラーコピーされる。
 黄ばんだ原稿
 下地色のある原稿

カラーモードを［ブラック］に設定してコピーしてください。
 基本操作編「基本的なコピーモード」→「カラーモードを
切り替える」

6

7
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白黒原稿かカラー原稿かを判定する基準を変更することがで
きます。
詳しくは、便利な機能 / 本体の設定編を参照してください。
 便利な機能 / 本体の設定編「設定項目（ユーザ設定）」→コ
ピー設定

白黒原稿かカラー原稿かを判定する基準を変更することがで
きます。
詳しくは、便利な機能 / 本体の設定編を参照してください。
 便利な機能 / 本体の設定編「設定項目（ユーザ設定）」→コ
ピー設定

ファクスに関するトラブル

● ファクスに関するトラブル
1

トラブルシューティング
エラーコード一覧
リストおよびレポートに記載されるエラーコードの一覧です。
エラーコード

説明

対処方法

2

0012

紙づまり

つまった原稿を取り除いてください。
 P.6 「用紙がつまったら」

0013

カバーオープン

開いているところを確実に閉じてください。
 TopAccess 編「[ 装置 ] タブ」→「表示アイコンの説明」

0020

停電発生

停電発生レポートを確認してください。
 便利な機能 / 本体の設定編「操作パネルから印刷ジョブを管理する」→
「印刷ジョブの実行状況を確認する」

0030

送信の中断

0033

ポーリングエラー

ポーリングオプション設定（セキュリティコードなど）を確認し、ポーリング原稿
があるか確認してください。
 便利な機能 / 本体の設定編「便利な使いかた」→「ポーリング通信」

0042

メモリーオーバー

メモリが空くまでしばらく待ってから再度通信をするか、不要なジョブを削除して
から再度通信してください。
 ファイリングボックス編「システム管理」→「ファイリングボックスのハード
ディスク管理」

0050

回線使用中

通信をやり直してください。

0051

ファクス回線ケーブルが切断されて
います。

ファクス回線ケーブルが接続されているかを確認する。メッセージをクリアするに
は、
［リセット］ボタンを 2 回押します。

0053

中継またはメールボックス送信でセ
キュリティの不一致があります。

相手側のセキュリティコード、システムパスワード、お客様の設定を確認してくだ
さい。

通信エラー

通信をやり直してください。

00B0 - 00E8

通信が中止されます。つまった原稿を取り除いてください。
（ダイレクト送信中の紙づまりによる中断）
 P.6 「用紙がつまったら」

3

5
 上記以外のエラーコードが記載された場合は、当該通信をやり直してください。それでも継続してエラーが発生する場合は、お
客様相談センターへ連絡してください。

エラーメッセージ
タッチパネルに表示されるエラーメッセージの一覧です。これらのエラーメッセージが表示された場合は、操作パネルの［リセッ
ト］ボタンを押してメッセージを消した後、「対処方法」欄に記載されている対処を行ってください。
メッセージ

原因

6

対処方法

メモリオーバーです

原稿を読み込むときにメモリー容量不足になったため。 メモリーが空くのを待つか、状況確認で予約ジョブを
削除してメモリーを空けてください。
 ファイリングボックス編「システム管理」→「ファ
イリングボックスのハードディスク管理」

通信をやり直してください

ダイレクト送信のときに通信の異常が発生したため。

通信をやり直してください。

予約が一杯です

予約ジョブ数が最大数を超えたため。

予約ジョブが終了するのを待つか、状況確認で予約
ジョブを削除してください。
 基本操作編「通信を確認・キャンセルする」→「通
信を確認する」

宛先が一杯です

予約ジョブに対する総宛先数が最大数を超えたため。

予約ジョブが終了するのを待つか、状況確認で予約
ジョブを削除してください。
 基本操作編「通信を確認・キャンセルする」→「通
信を確認する」

使用できません

通信の最中にオンフックまたはダイレクト送信を行っ
たため。

通信が終わるのを待ってからやり直してください。
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7

ファクスに関するトラブル

メッセージ

対処方法

現在は設定できません

ポーリング送信が予約されているときにさらにポーリ
ング送信予約を行ったため。

ポーリング送信ジョブが終了するのを待つか、状況確
認で予約ジョブを削除してからやり直してください。
 基本操作編「通信を確認・キャンセルする」→「通
信を確認する」

宛先桁数オーバーです

チェーンダイヤルで 128 桁以上の桁数を登録してし
まったため。

ダイヤル桁数を確認のうえ、再度ダイヤル登録をして
ください。
 便利な機能 / 本体の設定編「便利な使いかた」→
チェーンダイヤル

1

2

原因

送信 / 受信のトラブル
送信 / 受信中に関する動作トラブルの一覧です。

送信トラブル
トラブル
［スタート］ボタンを押しても［送信中
です］が表示されない。

3

5

チェックポイント





モジュラーコードが外れていませんか？
電話はかかりますか？
受信側に異常はありませんか？受信側に確認してください。
設置編「ケーブルを接続する」→「電話線ケーブルを接続する」

原稿が斜めになって送られる。

 自動両面原稿送り装置のスライドを原稿の幅に合わせてセットしていますか？
 原稿は送信できる原稿の条件に合っていますか？
 基本操作編「コピーのとりかた」→「原稿をセットする」→「自動両面原稿送り装置（RADF）を
使う」

原稿が 2 枚重ねて送られる。






送信しているのに相手側の記録紙に印刷
されない。

原稿のセットの向きは正しいですか？
原稿をガラス面に置く場合は、原稿のサイズを指定してください。
 基本操作編「コピーのとりかた」→「原稿をセットする」→「ガラス面に原稿をセットする」
 設置編「原稿をセットする」
 設置編「用紙について」→「用紙の印刷可能領域」

送信した画像に黒い線が入る。

自動両面原稿送り装置の読み取り部が汚れていませんか？
柔らかい布で清掃してください。
 P.82 「ガラス面を清掃する」

通常の操作をしても送信されない。

相手先は本機と通信できる装置ですか？
本機は G3 通信に対応しており、G2 や G4 通信には対応していません。

海外に送信できない。

QualityTX を指定してから、再度送信してください。
 基本操作編「ファクスを送受信する」

一度にセットする原稿の枚数が最大セット枚数を超えていませんか？
原稿は送信できる原稿の条件に合っていますか？
原稿を自動両面原稿送り装置に強く押し込んでいませんか？
基本操作編「コピーのとりかた」→「原稿をセットする」→「自動両面原稿送り装置（RADF）を使う」

受信トラブル
トラブル

6

［受信できます］が表示され、［スター
ト］ボタンを押しても受信できない。
用紙が出力されない。
受信原稿が黒くなって読みにくい。線が
入る。

7

チェックポイント
 モジュラーコードが外れていませんか？
 送信側に異常はありませんか？送信側に確認してください。
 設置編「ケーブルを接続する」→「電話線ケーブルを接続する」
用紙がなくなっていませんか？
 設置編「用紙のセットしかた」
 コピーをとり、印字状態を確認してください。
 送信原稿がコピーなどで汚れていませんか？送信側に確認してください。
 送信側のファクスに異常や操作の誤りがありませんか？送信側に確認してください。

記録紙が出力されるが印刷されない。

 トナーはありますか？
 送信側の原稿は正しくセットされていますか？送信側に確認してください。
 P.66 「トナーカートリッジを交換する」

記録紙の紙づまりが頻繁に発生する。






トレイのサイズ設定は正しいですか？
トレイがきちんとセットされていますか？
指定の記録紙が使用されていますか？
便利な機能 / 本体の設定編「設定項目（ユーザ設定）
」→「トレイ」

 上記の対処を行っても動作トラブルが解決しなかったり、上記以外の動作トラブルが発生したりする場合は、お客様相談センター
へお問い合わせください。
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スキャンに関するトラブル

● スキャンに関するトラブル
1

スキャンデータの問題
このセクションでは、スキャンデータの使用に関するトラブルと対処方法について説明します。

スキャンデータを E メールで送信できない
2

発生の状況
文書を読み取って、E メールにコピーを添付して送信したが、送信先 E メールアドレスに届かない。

対処方法
以下を確認してください。
 正しい E メールアドレスに送信している。
 本機のネットワークへの接続および設定が適切に行われている。
 SMTP クライアント設定で、SMTP サーバーアドレスが正しく設定されている。
 SMTP クライアント設定で、ポート番号が正しく設定されている。
 SMTP クライアント設定で、SSL や認証の設定が正しく設定されている。
 添付ファイルのデータサイズが受信側の受信可能データサイズを超えていない。

3

ネットワーク設定についての詳細は、TopAccess 編を参照してください。
スキャンデータの E- メール送信についての詳細は、基本操作編を参照してください。

共有フォルダに保存したスキャンデータが見つからない
発生の状況
原稿をスキャンして本機の共有フォルダに保存したが、保存したファイルの場所を特定できない。

対処方法
 Windows をお使いの場合は、エクスプローラの検索機能を使って、ネットワーク上の本機を検索してください。データは「FILE̲SHARE」
という名称の共有フォルダに保存されています。
 Macintosh をお使いの場合は、Finder の検索機能を使って、「FILE̲SHARE」という共有フォルダを検索してください。
 ネットワーク上で本機を検索できない場合は、TopAccessでSMBサーバープロトコル設定が有効になっていることを確認して
ください。

5

ネットワーク設定についての詳細は、TopAccess 編を参照してください。
スキャンデータの保存についての詳細は、基本操作編を参照してください。

6

7
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印刷品質が良くないとき

● 印刷品質が良くないとき
1
発生の状況
縦方向に白いスジが入る。

2
用紙の送り方向

縦方向にかすれる。

原因

対処方法

LED ヘッドが汚れています。

柔らかいティッシュペーパーで拭いてください。
 P.86 「LED ヘッドを清掃する」

トナーが残り少なくなっています。

トナーカートリッジを交換してください。
 P.66 「トナーカートリッジを交換する」

異物がつまっています。

イメージドラムカートリッジを交換してください。
 P.69 「イメージドラムカートリッジの交換」

イメージドラムカートリッジの遮光フィルムが汚
れています。

柔らかいティッシュペーパーで拭いてください。
 P.69 「イメージドラムカートリッジの交換」

イメージドラムカートリッジが正しくセットされ
ていません。

イメージドラムカートリッジを正しくセットしてください。
 P.69 「イメージドラムカートリッジの交換」

自動両面原稿送り装置のガラス面が汚れていま
す。

自動両面原稿送り装置のガラス面を清掃してください。
 P.82 「ガラス面を清掃する」

LED ヘッドが汚れています。

柔らかいティッシュペーパーで拭いてください。
 P.86 「LED ヘッドを清掃する」

トナーが残り少なくなっています。

トナーカートリッジを交換してください。
 P.66 「トナーカートリッジを交換する」

用紙が適していません。

推奨紙を使用してください。
 設置編「用紙について」→「使用できる用紙」

トナーカートリッジが正しくセットされていませ
ん。

トナーカートリッジを取り付け直してください。
 P.66 「トナーカートリッジを交換する」

トナーが残り少なくなっています。

トナーカートリッジを交換してください。
 P.66 「トナーカートリッジを交換する」

用紙が湿気を含んでいます。

適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。
 設置編「原稿について」→「原稿の条件」

用紙が適していません。

推奨紙を使用してください。
 設置編「用紙について」→「使用できる用紙」

3

用紙の送り方向
印刷が薄い。

用紙が適していません。用紙の厚さや種類の設定 ［設定 / 登録］を押し、
［ユーザ設定］タブの［トレイ］画面
が不適切です。
で、用紙サイズや用紙タイプを適切な設定にしてください。
または、［用紙タイプ］の［用紙種類］を現在の設定より厚
い設定にしてください。
 設置編「用紙について」→「使用できる用紙」

5

再生紙を使用しています。

6

7

部分的にかすれる。ベタを印刷
すると白い点や線が現れる。

［設定 / 登録］を押し、
［ユーザ設定］タブの［トレイ］画面
で、［用紙タイプ］の［用紙種類］を現在の設定より厚い設
定にしてください。
 設置編「用紙について」→「使用できる用紙」

トナー節約になっています。

トナー節約のチェックをはずしてください。
 便利な機能 / 本体の設定編「Windows アプリケーション
から印刷する」→「[ カスタム ] タブ」
 便利な機能 / 本体の設定編「Macintosh アプリケーショ
ンから印刷する」→「カラー設定」

ファクスで送信された原稿に黄色や緑色などが使
われています。

ファクス受信の場合は、相手先に原稿の色を黒系統に変えて
いただくように依頼してください。（コピーをとられること
をおすすめします）

用紙が湿気を含んでいるか、乾燥しています。

適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。
 設置編「原稿について」→「原稿の条件」
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印刷品質が良くないとき

発生の状況
縦方向にスジが入る。

原因

対処方法

イメージドラムカートリッジに傷がついていま
す。

イメージドラムカートリッジを交換してください。
 P.69 「イメージドラムカートリッジの交換」

トナーが残り少なくなっています。

トナーカートリッジを交換してください。
 P.66 「トナーカートリッジを交換する」

自動両面原稿送り装置のガラス面、原稿搬送ロー
ラーなどが汚れています。

ガラス面、原稿搬送ローラーを清掃してください。
 P.82 「ガラス面を清掃する」
 P.83 「原稿搬送ローラーと原稿押さえローラーを清掃
する」

約 94mm 周期の場合は、イメージドラムの緑色
の筒の部分に傷または汚れがついています。

傷がついていたら、イメージドラムカートリッジを交換して
ください。
 P.69 「イメージドラムカートリッジの交換」

約 40mm 周期の場合は、イメージドラムカート
リッジ内にゴミが混入しています。

トップカバーの開閉を行い、イニシャル動作を繰り返してく
ださい。

約 87mm 周期の場合は、定着器ユニットに傷が
ついています。

定着器ユニットを交換してください。
 P.72 「定着器ユニットの交換」

イメージドラムカートリッジが光にさらされまし
た。

イメージドラムカートリッジを本体の内部に戻し、数時間本
機を使用しないでください。それでも直らない場合は、イ
メージドラムカートリッジを交換してください。
 P.69 「イメージドラムカートリッジの交換」

用紙の送り方向
横方向にスジや点が周期的に入
る。

用紙の送り方向

白地の部分が薄く汚れる。

文字の周辺がにじむ。

用紙搬送路に汚れが付着しています。

数枚テストコピーをしてください。

用紙が静電気を帯びています。

適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。
 設置編「原稿について」→「原稿の条件」

厚い用紙を使用しています。

より薄手の用紙を使用してください。
 設置編「用紙について」→「使用できる用紙」

トナーが残り少なくなっています。

トナーカートリッジを交換してください。
 P.66 「トナーカートリッジを交換する」

LED ヘッドが汚れています。

柔らかいティッシュペーパーで拭いてください。
 P.86 「LED ヘッドを清掃する」

用紙が適していません。

推奨紙を使用してください。
 設置編「用紙について」→「使用できる用紙」

用紙が湿気を含んでいます。

新しい用紙と交換してください。
 設置編「原稿について」→「原稿の条件」

はがき、封筒またはコート紙を はがき、封筒に印刷すると、全体的にトナーが付
印 刷 す る と 全 体 的 に 薄 く 汚 れ 着（かぶり）することがあります。
る。擦ると文字の周辺が汚れる。

1

2

3

5

この症状は故障ではありません。

6

コート紙に印刷すると薄くトナーが付着（かぶり） コート紙はなるべく使用しないでください。
することがあります。
 設置編「用紙について」→「使用できる用紙」

7
擦るとトナーがとれる。

用紙の厚さや種類の設定が不適切です。

プリンタードライバーの「基本」タブで、
［印刷用紙サイズ］
や［用紙タイプ］を適切な設定にしてください。または、
［用
紙タイプ］を現在の設定より厚い設定にしてください。
 設置編「用紙について」→「使用できる用紙」

再生紙を使用しています。

プリンタードライバーの「基本」タブで、［用紙タイプ］を
現在の設定より厚い設定にしてください。
 設置編「用紙について」→「使用できる用紙」
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印刷品質が良くないとき

発生の状況

原因

対処方法

光沢にムラが出る。

用紙の厚さや種類の設定が不適切です。

プリンタードライバーの「基本」タブで、
［印刷用紙サイズ］
や［用紙タイプ］を適切な設定にしてください。または、
［用
紙タイプ］を現在の設定より厚い設定にしてください。
 設置編「用紙について」→「使用できる用紙」

思った色合いで印刷されない。

トナーが残り少なくなっています。

トナーカートリッジを交換してください。
 P.66 「トナーカートリッジを交換する」

カラーバランスがとれていません。

操作パネルで濃度補正を実行してください。
 便利な機能 / 本体の設定編「設定項目（管理者設定）」→
「印刷調整」

色ずれが起こっています。

トップカバーを開閉してください。または、操作パネルで色
ずれ補正調整をしてください。
 便利な機能 / 本体の設定編「設定項目（管理者設定）」→
「印刷調整」

CMY 各色 100％のベタが薄
い。

CMY 各色の濃度の設定が薄くなっています。

コピー機能画面の［画像調整］を押し、［カラーバランス］
で各色の調整をしてください。
 便利な機能 / 本体の設定編「画像調整機能」→「画像調
整機能を使う」

黒点や白点が現れる。

用紙が適していません。

推奨紙を使用してください。
 設置編「用紙について」→「使用できる用紙」

約 94mm 周期の場合は、イメージドラムの緑色
の筒の部分に傷または汚れがついています。

イメージドラムカートリッジを交換してください。
 P.69 「イメージドラムカートリッジの交換」

ガラス面、原稿押さえパッドが汚れています。

ガラス面、原稿押さえパッドを清掃してください。
 P.82 「ガラス面を清掃する」

用紙が湿気を含んでいます。

新しい用紙と交換してください。
 設置編「原稿について」→「原稿の条件」

用紙が適していません。

推奨紙を使用してください。
 設置編「用紙について」→「使用できる用紙」

ガラス面、原稿押さえパッドが汚れています。

ガラス面、原稿押さえパッドを清掃してください。
 P.82 「ガラス面を清掃する」

機器の故障が考えられます。

お客様相談センターまでご連絡ください。

1

2

3

5

汚れが印刷される。

6

7

用紙全体が黒く印刷される。
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印刷品質が良くないとき

発生の状況

原因

何も印刷されない。

対処方法

一度に複数枚の用紙が搬送されました。

?

用紙をよくさばいてからセットし直してください。
 基本操作編「コピーのとりかた」→「原稿をセットす
る」→「自動両面原稿送り装置（RADF）を使う」

機器の故障が考えられます。

お客様相談センターまでご連絡ください。

原稿を裏表逆にセットしています。

正しく原稿をセットしてください。
 基本操作編「コピーのとりかた」→「原稿をセットす
る」→「ガラス面に原稿をセットする」
 設置編「原稿をセットする」

用紙が湿気を含んでいます。

新しい用紙と交換してください。
 設置編「原稿について」→「原稿の条件」

用紙が適していません。

推奨紙を使用してください。
 設置編「用紙について」→「使用できる用紙」

ガラス面が汚れています。

ガラス面を清掃してください。
 P.82 「ガラス面を清掃する」

1

2
白抜けがおこる。

3
全体が汚れる。

周りが汚れる。

A
A

画像が傾く。

ガラス面が汚れています。

ガラス面を清掃してください。
 P.82 「ガラス面を清掃する」

両面が印刷されている原稿の裏面が写っていま
す。

薄い紙の両面原稿ですと、裏面の原稿内容が透けて、表の原
稿に写ってしまうことがあります。濃度を薄くするか、色合
いを調整してください。
 基本操作編「基本的なコピーモード」→「濃度を調整す
る」

原稿押さえローラー、原稿押さえパッドが汚れて
います。

原稿押さえローラー、原稿押さえパッドを清掃してくださ
い。
 P.83 「原稿搬送ローラーと原稿押さえローラーを清掃
する」

原稿サイズより大きな用紙にコピーしています。 原稿サイズと同じ大きさの用紙を選択します。
（倍率 100％時）
 設置編「用紙のセットしかた」
原稿と用紙の向きが違っています。

同じ向きの用紙を選択します。または、原稿の向きを用紙に
合わせてセットします。
 設置編「用紙のセットしかた」

用紙サイズに合った倍率で縮小していません。

用紙サイズにあった倍率で縮小してください。
 設置編「用紙のセットしかた」

原稿が正しくセットされていません。

原稿を正しくセットしてください。
 設置編「用紙のセットしかた」

自動両面原稿送り装置に適した原稿がセットされ
ていません。

自動両面原稿送り装置部にセット可能な原稿を使用してく
ださい。
 基本操作編「コピーのとりかた」→「原稿をセットす
る」→「自動両面原稿送り装置（RADF）を使う」
 設置編「原稿をセットする」

自動両面原稿送り装置部のガラス面に異物があり
ます。

自動両面原稿送り装置部のガラス面を清掃してください。
 P.82 「ガラス面を清掃する」
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5

6

7

原稿送り・用紙送りがおかしいとき

● 原稿送り・用紙送りがおかしいとき
1
発生の状況

原因

対処方法

原稿が出てこない。

原稿が詰まっています。

詰まった原稿を取り出し、セットし直してください。
 P.6 「用紙がつまったら」

原稿がよくつまる。

原稿が適切ではありません。

適切な原稿を使用してください。

原稿ガイドの位置がずれています。

原稿ガイドを原稿に沿わせてセットしてください。
 基本操作編「コピーのとりかた」→「原稿をセットす
る」→「自動両面原稿送り装置（RADF）を使う」
 設置編「原稿をセットする」

自動両面原稿送り装置に紙片が残っています。

原稿カバーを開けて確認してください。
 P.13 「原稿がつまったとき」

原稿搬送ローラーが汚れています。

原稿搬送ローラーを清掃してください。
 P.83 「原稿搬送ローラーと原稿押さえローラーを清掃
する」

本機が傾いています。

安定した水平な場所に設置してください。
 設置編「設置条件」

用紙が薄すぎるか厚すぎます。

本機に適した用紙を使用してください。
 設置編「用紙について」→「使用できる用紙」

用紙が湿気が含んでいたり、静電気を帯びていま
す。

適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。
 設置編「原稿について」→「原稿の条件」

用紙に折り目やシワや反りがあります。

本機に適した用紙を使用してください。
反りがある場合は修正してください。
 設置編「用紙について」→「使用できる用紙」

裏面が印刷された用紙を使用しています。

一度印刷した用紙は用紙トレイからは印刷できません。マ
ルチパーパストレイ（MP トレイ）から印刷してください。
 設置編「用紙のセットしかた」

用紙がそろっていません。

用紙の上下左右をそろえてからセットしてください。
 設置編「用紙のセットしかた」

用紙を 1 枚だけセットしています。

用紙は複数枚でセットしてください。
 設置編「用紙のセットしかた」

用紙トレイ、マルチパーパストレイ（MP トレ
イ）に用紙が入ったまま追加しています。

先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左右
をそろえてからセットしてください。
 設置編「用紙のセットしかた」

用紙がまっすぐにセットされていません。

用紙トレイの用紙ストッパーと用紙ガイドを用紙に合わせ
てください。マルチパーパストレイ（MP トレイ）の手差
しガイドを用紙に合わせてください。
 設置編「用紙のセットしかた」

はがきや封筒のセット方向が間違っています。

正しくセットしてください。
 設置編「用紙のセットしかた」

用紙厚が 176 〜 200g/m2（連量 151 〜
172kg）の用紙、はがき、封筒、ラベル紙を用
紙トレイにセットしています。

用紙厚が 176 〜 200g/m2（連量 151 〜 172kg）の用
紙、はがき、封筒、ラベル紙は用紙トレイから印刷できま
せん。マルチパーパストレイ（MP トレイ）にセットし、
フェイスアップスタッカーへ排出してください。詳しくは
設置編「用紙の排出」をご覧ください。
 設置編「用紙について」→「使用できる用紙」

給紙ローラーが汚れています。

給紙ローラーを清掃してください。

フェイスダウンスタッカーのフェイスダウンカ
バーを正しく閉じていません。

フェイスダウンカバーを正しく閉じてください。

ベルトユニットが正しく取り付けられていませ
ん。

ベルトユニットを正しく取り付け直してください。

イメージドラムカートリッジが正しく取り付けら
れていません。

イメージドラムカートリッジを正しく取り付け直してくだ
さい。

プリンタードライバーの［給紙方法］の選択が間
違っています。

用紙をセットしてある給紙方法を選択してください。
 設置編「用紙のセットしかた」

プリンタードライバーで手差しの指定をしていま
す。

マルチパーパストレイ（MP トレイ）に用紙をセットして、
操作パネルの［印刷再開］を押してください。またはプリ
ンタードライバーの「マルチパーパストレイ設定」の［手
差しとして扱う］のチェックを外してください。
 設置編「用紙のセットしかた」

2

3

紙づまりがよく起きる。複数枚
同時に引き込まれる。斜めに引
き込まれる。

5

6

7

用紙が送られない。
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原稿送り・用紙送りがおかしいとき

発生の状況

原因

対処方法

つまった用紙を取り除いても復
旧しない。

用紙を取り除くだけでは復旧しません。

トップカバーを開閉してください。

用紙がまるまってしまう。シワ
が出る。

用紙が湿気を含んでいたり、静電気を帯びていま
す。

適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。
 設置編「原稿について」→「原稿の条件」

定着器ユニットのローラーへ用
紙が巻きつく。

異常音がする。

薄い用紙を使用しています。

［設定 / 登録］を押し、
［ユーザ設定］タブの［トレイ］画
面で、
［用紙タイプ］の［用紙種類］を現在の設定より厚い
設定にしてください。
 設置編「用紙について」→「使用できる用紙」

用紙の厚さや種類の設定が不適切です。

［設定 / 登録］を押し、
［ユーザ設定］タブの［トレイ］画
面で、用紙サイズや用紙タイプを適切な設定にしてくださ
い。または、
［用紙タイプ］の［用紙種類］を現在の設定よ
り厚い設定にしてください。
 設置編「用紙について」→「使用できる用紙」

薄い紙を使用しています。

より厚手の用紙を使用してください。
 設置編「用紙について」→「使用できる用紙」

用紙先端部にベタに近い塗りつぶしがあります。

用紙先端部に余白を入れてみてください。両面印刷の場合、
後端部にも余白を入れてみてください。
 設置編「用紙について」→「用紙の印刷可能領域」

ベルトユニットが正しく取り付けられていませ
ん。

ベルトユニットを取り付け直してください。

1

2

3

5

6

7
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ファイリングボックスに関するトラブル

● ファイリングボックスに関するトラブル
1

ファイリングボックス Web ユーティリティーの問題
このセクションでは、Web ブラウザー上で操作するファイリングボックス Web ユーティリティーのトラブルと対処方法について
説明します。エラーメッセージ一覧とそれぞれの対処方法も調べることができます。

ファイリングボックス Web ユーティリティーのセッションが終了する
2

発生の状況
「この操作はファイリングボックスのセッションを終了させます」というメッセージが表示され、ファイリングボックス Web ユー
ティリティーはトップページに戻る。

対処方法 1

3

ブラウザーの［戻る］、［更新］、［ホーム］ボタンや［ログイン］リンクをクリックすると、ファイリングボックス Web ユーティ
リティーはトップページに戻ります。
この場合は、途中で終了した操作をはじめからやり直してください。

対処方法 2
ブラウザーの［X］ボタンをクリックしてウィンドウを閉じると、「この操作はファイリングボックスのセッションを終了させま
す」というメッセージが表示され、ファイリングボックスセッションが終了します。ウィンドウは、行っている操作が終了してか
ら閉じてください。

対処方法 3
サブウィンドウが開いているときにメインウィンドウを操作すると、「この操作はファイリングボックスのセッションを終了させま
す」というメッセージが表示され、サブウィンドウに表示されている処理が終了します。メインウィンドウでの操作をするときは、
サブウィンドウに表示されている処理が終了するまでお待ちください。

多数のサブウィンドウが繰り返し表示される
発生の状況

5

多数のサブウィンドウが繰り返し表示され、ファイリングボックスが操作できない。

対処方法
すべてのウィンドウを閉じ、ブラウザーを終了してください。その後、ブラウザーを再起動し、「インターネットオプション」
（Internet Explorer の場合）を開いて Cookie ファイルを削除してください。

コンテンツフレームの項目の表示に時間がかかる
6

発生の状況
コンテンツフレームの項目の表示に時間がかかる。

対処方法
コンテンツフレームに 100 以上の項目がある場合、表示に時間がかかる場合があります。項目数を少なくすると表示の時間を短
縮することができます。

7

エラーメッセージ
メッセージが表示された場合は、以下の表を参考に問題を解決してください。
メッセージ

対処方法

致命的なエラーが発生しました。ファイリングボックスをリスタート
して下さい。

本機の電源入れ直し、再度ファイリングボックスにアクセスしてくだ
さい。エラーメッセージが引き続き表示される場合は、ネットワーク
管理者に連絡するか、お客様相談センターにご相談ください。
 設置編「電源を入れる / 切る」
 ファイリングボックス編「本機による操作」→「文書の印刷」
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ファイリングボックスに関するトラブル

メッセージ

対処方法

セッションタイムアウトです。ファイリングボックスをリスタートし
てください。

ファイリングボックスを終了し、TopAccess 管理者モードの設定
ページでセッション確保時間を長く設定してから、再度アクセスして
ください。
 ファイリングボックス編「本機による操作」→「文書の印刷」

そのアイテムは更新中です。

他のユーザーが操作中です。他のユーザーが終了してから再度ファイ
リングボックスにアクセスしてください。
 ファイリングボックス編「本機による操作」→「文書の印刷」

スタート出来ません。ディスクがいっぱいです。

タッチパネルから必要のないデータを削除してください。タッチパネ
ルからデータを削除する方法についての詳細は、ファイリングボック
ス編を参照してください。
 ファイリングボックス編「システム管理」→「ファイリングボック
スのハードディスク管理」

ボックスは作成出来ません。ディスクがいっぱいです。

管理者機能を使って不要なデータを削除するか、ボックス内のデータ
を削除してハードディスクに空きを作ってください。
 ファイリングボックス編「システム管理」→「ファイリングボック
スのハードディスク管理」

フォルダは作成出来ません。ディスクがいっぱいです。

管理者機能を使って不要なデータを削除するか、ボックス内のデータ
を削除してハードディスクに空きを作ってください。
 ファイリングボックス編「システム管理」→「ファイリングボック
スのハードディスク管理」

文書は編集出来ません。ディスクがいっぱいです。

管理者機能を使って不要なデータを削除するか、ボックス内のデータ
を削除してハードディスクに空きを作ってください。
 ファイリングボックス編「システム管理」→「ファイリングボック
スのハードディスク管理」

ページは挿入出来ません。ディスクがいっぱいです。

管理者機能を使って不要なデータを削除するか、ボックス内のデータ
を削除してハードディスクに空きを作ってください。
 ファイリングボックス編「システム管理」→「ファイリングボック
スのハードディスク管理」

文書は圧縮出来ません。ディスクがいっぱいです。

管理者機能を使って不要なデータを削除するか、ボックス内のデータ
を削除してハードディスクに空きを作ってください。
 ファイリングボックス編「システム管理」→「ファイリングボック
スのハードディスク管理」

圧縮ファイルは展開出来ません。ディスクがいっぱいです。

管理者機能を使って不要なデータを削除するか、ボックス内のデータ
を削除してハードディスクに空きを作ってください。
 ファイリングボックス編「システム管理」→「ファイリングボック
スのハードディスク管理」

切り取りに失敗しました。ディスクがいっぱいです。

管理者機能を使って不要なデータを削除するか、ボックス内のデータ
を削除してハードディスクに空きを作ってください。
 ファイリングボックス編「システム管理」→「ファイリングボック
スのハードディスク管理」

コピーに失敗しました。ディスクがいっぱいです。

管理者機能を使って不要なデータを削除するか、ボックス内のデータ
を削除してハードディスクに空きを作ってください。
 ファイリングボックス編「システム管理」→「ファイリングボック
スのハードディスク管理」

貼り付けに失敗しました。ディスクがいっぱいです。

管理者機能を使って不要なデータを削除するか、ボックス内のデータ
を削除してハードディスクに空きを作ってください。
 ファイリングボックス編「システム管理」→「ファイリングボック
スのハードディスク管理」

保存に失敗しました。ディスクがいっぱいです。

管理者機能を使って不要なデータを削除するか、ボックス内のデータ
を削除してハードディスクに空きを作ってください。
 ファイリングボックス編「システム管理」→「ファイリングボック
スのハードディスク管理」

フォルダは作成出来ません。最大フォルダ数に達しました。

不要なフォルダを削除して、再度操作を行ってください。101 以上の
フォルダを 1 つのボックス内に作成することはできません。
 ファイリングボックス編「ユーザボックス / フォルダの管理」→
「フォルダを削除する」

文書は作成出来ません。最大文書数に達しました。

不要な文書を削除して、再度操作を行ってください。401 以上の文書
を 1 つのボックスまたはフォルダ内に作成することはできません。
 ファイリングボックス編「文書の管理」→「文書の削除」

ページは挿入出来ません。最大ページ数に達しました。

不要なページを削除して、再度操作を行ってください。201 以上の
ページを 1 つの文書内に作成することはできません。
 ファイリングボックス編「文書の編集」→「文書からページを削
除」
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1

2

3

5

6

7

ファイリングボックスに関するトラブル

メッセージ

対処方法

貼り付けに失敗しました。最大ページ数に達しました。

不要なページを削除して、再度操作を行ってください。201 以上の
ページを 1 つの文書内に作成することはできません。
 ファイリングボックス編「文書の編集」→「文書からページを削
除」

切り取りに失敗しました。項目は削除または更新されています。

表示を更新し、項目が削除されていないかまたは編集中でないか確認
してください。

コピーに失敗しました。項目は削除または更新されています。

表示を更新し、項目が削除されていないかまたは編集中でないか確認
してください。

貼り付けに失敗しました。項目は削除または更新されています。

表示を更新し、項目が削除されていないかまたは編集中でないか確認
してください。

削除に失敗しました。項目は削除または更新されています。

表示を更新し、項目が削除されていないかまたは編集中でないか確認
してください。

1

2

3

正しいパスワードを入力して下さい。

正しいパスワードを入力してください。

同じ名称のフォルダがあります。名称を変更して入力して下さい。

ボックスに存在しない名前で再度操作を行ってください。

他のユーザが圧縮 または 展開中です。時間をおいて再度操作してくだ
さい。

他のユーザが圧縮または展開中です。しばらくしてから、再度操作を
行ってください。

アーカイブ可能なファイルサイズを越えています。アーカイブするこ
とができません。

2GB 以上のアーカイブファイルは作成できません。大きいものは小さ
いファイルグループにしてアーカイブし、アーカイブファイルが 2GB
未満になるようにしてください。

ボックス内の文書が使用中のため、使用中のボックスが削除できませ
んでした。

ボックス内の文書を他のユーザが操作中です。しばらくしてから、再
度操作を行ってください。

その文書は使用中です。時間をおいて再度操作してください。

文書を他のユーザが操作中です。しばらくしてから、再度操作を行っ
てください。

ファイル形式が違います。管理者に連絡を取ってください。

管理者に連絡し、アーカイブファイルを変換し、再度操作を行ってく
ださい。

ファイリングボックス操作の準備ができていません。時間をおいて再
度操作してください。

ファイリングボックスは起動中です。しばらくしてから再度操作を
行ってください。

5

6

7
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ネットワーク接続に関するトラブル

● ネットワーク接続に関するトラブル
1

本機の検出に関する問題
本機をネットワークで検出できない
発生の状況
ネットワークで本機を検出できない。

2

対処方法
設定が適切でないことに起因すると考えられます。以下のチェックリスト確認し、対処を行ってください。問題が解決しない場合
は、お客様相談センターへお問い合わせください。
No.

チェック項目

はい

いいえ

対処方法

1

テストページを印刷できますか？印刷できない場合は、
オンライン状態になるまで待ちます。テストページが印
刷されたら、プロトコル設定を調べます。プロトコルは
正しいですか？

次の手順




正しいプロトコルを設定してください。
 TopAccess 編「第 8 章：
［管理者］タブ」→「［セッ
トアップ］項目説明一覧」→「ネットワーク設定」

次の手順




必要に応じて正しいプロトコルを設定してください。
本機を検出できたら、機器のポート設定を正しく設定し
てください。
 TopAccess 編「第 8 章：
［管理者］タブ」→「［セッ
トアップ］項目説明一覧」→「ネットワーク設定」

次の手順




クライアントコンピューターのネットワーク設定を確認
し、本機のネットワーク設定に互換性があることを確認
してください。

次の手順




2

設定ページを印刷してください。
必要に応じて、現在のネットワーク設定とお使いのネッ
トワーク環境の間には、相違や矛盾が無いことを確認し
てください。お使いの Windows コンピューターから検
索ユーティリティーを使ってデバイス名から本機が検出
できましたか？

3

同じネットワークに接続されている他のコンピューター
を探すことができますか？

4

本機やクライアント装置のハブや NIC のリンク LED の
動作を確認してください。ハードウェアコンポーネント
は正しく機能していますか？

5

イーサネットケーブルは正常かを確認してください。現
在のイーサネットスピードはイーサネット設定画面
（
［設定 / 登録］−［管理者設定］−［ネットワーク設
定］−［ETHERNET］
）に表示されていますか？
また、お使いのハブがフルモードに対応しているかを確
認してください。ハブはフルモードに対応しています
か？

6

7

次の手順


本機の装置名がネットワーク内で重複していないことを
確認し、WINS サーバーや DNS サーバーのデータベー
スでデジタル複写機のネットワーク設定と名前が競合し
ていないことを確認してください。必要に応じて、本機
のネットワーク設定を変更します。通信がオンラインに
戻ったら、ネットワークで本機を見つけることができま
したか？

次の手順


複雑なサブネットまたはスーパーネットで構成されてい
るネットワーク環境の場合、本機に使われている IP ア
ドレスは、有効な範囲のアドレスを使用していますか？

終了





3

お客様相談センターへお問い合わせください。

［リンクを検出できませんでした］がイーサネット設定
画面に表示される場合は、ケーブルの接触不良または切
断の可能性があります。
この場合、ケーブルを確認し、必要であれば、新しいも
のと交換してください。
また、ハブがフルモードに対応していない場合は、プリ
ンターをスイッチングハブに接続してください。スイッ
チのポート設定を半二重通信で固定するときは、10/
100/1000 Mbps のいずれかで、全二重通信モードま
たはオートネゴシエーションに変更してください。
詳しくは、ネットワーク管理者にお問い合わせくださ
い。
 便利な機能 / 本体の設定編
「機器設定 / レポート印刷」
→「設定項目（管理者設定）」→「ネットワーク設
定」→「Ethernet 速度の設定」

5

6

装置の NetBIOS 名を正しく設定してください。
 TopAccess 編「第 8 章：
［管理者］タブ」→「［セッ
トアップ］項目説明一覧」→「ネットワーク設定」
→「SMB の設定」

7
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詳しくは、ネットワーク管理者にお問い合わせくださ
い。

ネットワーク接続に関するトラブル

本機をローカル検索で検出できない
1

発生の状況
ローカル検索によって本機を検出することができない。

対処方法

2

本機は通常、SNMP によって自動的に検索されますが、TWAIN ドライバ、File Downloader、Address Book Viewer、
e-Eiling Backup/Restore、Remote Scan Driver、N/W-Fax ドライバー、プリンタードライバーがネットワークで本機を自動
的に見つけることができないときは、コンピューターがサポートしているプロトコルの制限が原因だと考えられます。場合によっ
ては、ネットワークコンピューターを追加または更新する必要があります。まず以下のチェックリスト確認し、対処を行ってくだ
さい。
No.
1

3

2

チェック項目

はい

いいえ

対処方法

次の手順




SNMP（MIB）を有効にしてください。
 TopAccess 編「第 8 章：
［管理者］タブ」→「［セッ
トアップ］項目説明一覧」→「ネットワーク設定」
→「SNMP の設定」



SNMP V1/V2: 本機とソフトウェアの通信名が同じ
かを確認してください。
SNMP V3: 本機とソフトウェアのの SNMP 設定の各
項目が同じかを確認してください。
 TopAccess 編「第 8 章：
［管理者］タブ」→「［セッ
トアップ］項目説明一覧」→「ネットワーク設定」
→「SNMP の設定」

SNMP は本機で有効になっていますか？

本機とソフトウェアの SNMP 設定は同じですか？
次の手順


3

5

クライアントコンピューターにインストールされている
プロトコル群が特定のオペ ― レーティングシステムの
最新のソフトウェアで更新されていることを確認してく
ださい。お使いのネットワークが IPX/SPX プロトコル
のみに対応している場合は、必ず Novell クライアント
ソフトウェアの最新のバージョンがインストールしてく
ださい。

次の手順




4

本機でテストページを印刷してください。
本機でネットワークと同じプロトコルをサポートしてい
ますか？

次の手順




5

必要に応じて、TopAccess からプロトコル設定を変更
し、変更を有効にするためにプリンターを再起動しま
す。手順 2 を繰り返します。本機は検出できました
か？

終了

次の手順


次の手順




プロトコルを正しく設定してください。
 TopAccess 編「第 8 章：
［管理者］タブ」→「［セッ
トアップ］項目説明一覧」→「ネットワーク設定」

TCP/IP 設定を正しく設定してください。
 TopAccess 編「第 8 章：
［管理者］タブ」→「［セッ
トアップ］項目説明一覧」→「ネットワーク設定」

6

テストページを確認してください。IP アドレスとサブ
ネットマスク設定は正しいですか？

7

ルーターを確認し、プリンターパケットをフィルターア
ウトしていないことを確認してください。ルーターはプ
リンターパケットを正しく処理していますか？

次の手順




8

同じセグメント内の他のコンピューターはプリンターを
見つけることができますか？

次の手順




以下を参照して、問題を解決してください。
 P.39 「本機をネットワークで検出できない」

9

テストページを確認してください。ユニットシリアル番
号は装置名の一部になっていますか？

次の手順




お客様相談センターにお問い合わせください。

10

本機に使用されているポートでリンクの状態とプリン
ターをネットワークに接続するネットワークケーブル、
ハブ、またはスイッチの整合性を確認してください。異
常だと判断した場合は、ネットワークコンポーネントを
交換してください。

終了



6

7

製品の更新や技術サポートについての詳細は、沖データ
のホームページ（http://www.okidata.co.jp/）をご覧
ください。
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ルーターの設定を調整してください。

ネットワーク接続に関するトラブル

本機が ping コマンドに応答しない
発生の状況

1

本機が ping コマンドに応答しない。

対処方法
以下のチェックリストに従ってネットワーク設定を確認してください。
No.

チェック項目

1

TCP/IP プロトコル群がクライアントコンピューターに
インストールされていることを確認してください。

2

NIC 設定ページを確認し、TICP/IP 設定が正しいこと
を確認してください。IP アドレスを入力しています
か？そして、有効ですか？ゲートウェイとサブネット設
定は正しいですか？

3

本機を再起動してください。印刷したテストページを確
認してください。TCP/IP 設定は正しいですか？

4
5

いいえ

対処方法



OS 解説書のネットワークの記載を参照してください。

次の手順




正しい TCIP/IP 設定を入力してください。
 便利な機能 / 本体の設定編
「機器設定 / レポート印刷」
→「設定項目（管理者設定）」→「リスト印刷 / レ
ポート設定」→「リスト印刷」
 便利な機能 / 本体の設定編
「機器設定 / レポート印刷」
→「設定項目（管理者設定）」→「ネットワーク設
定」→「TCP/IP プロトコルの設定（IPv4）
」

次の手順




設定が反映されていません。お客様相談センターへお問
い合わせください。

再度、本機に ping を実行してください。本機は ping
に応答しますか？

終了

次の手順


同じネットワーク内で別のコンピューターから本機に
ping を実行できますか？もしできない場合は、プリン
ターで範囲外または無効な IP アドレスになっている可
能性があります。

次の手順




6

同じネットワーク内の別のコンピューターに対して
ping を実行できますか？

次の手順




コンピューターのプロトコル設定を確認し、ゲートウェ
イとサブネット設定が正しいことを確認してください。

7

装置名を変更した場合は、初期設定を回復することで
NIC が機能しているかを確認できます。プリンターが自
動的に再起動し、NIC 設定ページを印刷した際に、装置
名には NIC のユニットシリアル番号が入っています
か？



NIC が異常か、または正常にインストールされていませ
ん。お客様相談センターにお問い合わせください。
 便利な機能 / 本体の設定編
「機器設定 / レポート印刷」
→「設定項目（管理者設定）」→「リスト印刷 / レ
ポート設定」→「リスト印刷」

8

本機に使用されているポートでリンクの状態とプリン
ターをネットワークに接続するネットワークケーブル、
ハブ、またはスイッチの整合性を確認してください。異
常だと判断した場合は、ネットワークコンポーネントを
交換します。本機は ping に応答しますか？

はい
次の手順


次の手順


2

3

コンピューターの有効な IP アドレスについては、社内
ネットワーク管理者にお問い合わせください。

お客様相談センターにお問い合わせください。
終了

5



LDAP 検索と認証に関する問題
ネットワークが停止する、または LDAP 検索後にタッチパネルがロックする

6

発生の状況
LDAP 検索を行うと、ネットワークが停止する、またはタッチパネルが無効になる。

対処方法
以下のチェックリストを確認し、対処を行ってください。問題が解決しない場合は、お客様相談センターへお問い合わせください。

7
No.

チェック項目

1

LDAP サーバーは正常に動作していますか？

2

LDAP サーバー設定は正しく設定されていますか？

はい

いいえ

対処方法

次の手順




LDAP サーバーが正常に動作していることを確認してく
ださい。



正しい LDAP 設定を入力してください。パスワードは
アスタリスクで表示されるため、注意して正しいパス
ワードを再入力してください。
 TopAccess 編「第 8 章：［管理者］タブ」→「
［保
守］設定／操作方法」→「LDAP サービスを登録す
る」

終了
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ネットワーク接続に関するトラブル

LDAP 認証に時間がかかる
1

発生の状況
タッチパネルでの LDAP 認証に時間がかかる。

対処方法
以下のチェックリストを確認し、対処を行ってください。問題が解決しない場合は、お客様相談センターへお問い合わせください。
No

2

チェック項目

1

LDAP サーバーは正常に動作していますか？

2

LDAP サーバー設定は正しく設定されていますか？

はい
次の手順


終了

いいえ

対処方法



LDAP サーバーが正常に動作していることを確認してく
ださい。



正しい LDAP 設定を入力してください。パスワードは
アスタリスクで表示されるため、注意して正しいパス
ワードを再入力してください。
 TopAccess 編「第 8 章：［管理者］タブ」→「
［保
守］設定／操作方法」→「LDAP サービスを登録す
る」

3

印刷の問題（ネットワーク関連）
ネットワークで本機を使用する方法がいくつかある中で、最も単純な方法は、DHCP サーバーを使用して TCIP/IP 環境で本機を
設定して、IP アドレスを動的に本機に割当てる方法です。初期設定を使用すると、より簡単なネットワーク確実に実行できます。
ただし、特定の環境に合わせて設定を対応させるためにカスタマイズする必要がある場合があります。
環境を設定するのに必要な手順と共に、共通のネットワーク設定を以下にいくつか表示します。適用できるチェックリストの手順
を全て行っても、満足できる印刷を本機から行えなかった場合は、お客様相談センターへお問い合わせください。
 本機のタッチパネル、または TopAccess（管理者ページ）でネットワークプロトコル設定を変更できます。
 プリンタードライバーのインストール中に表示されるエラーメッセージについては、基本操作編を参照してください。

Windows 環境の SMB 印刷
5

 基本操作編「コピーする」→「基本的なコピーモード」→「共有フォルダに保管する」→「共有フォルダを設定する」
 TopAccess 編「第 8 章：［管理者］タブ」→「［セットアップ］項目説明一覧」→「ネットワーク設定」→「SMB の設定」
No
1

6

チェック項目
IP アドレスのプロパティは正しく設定されています
か？

2

Microsoft コンピューター名（デバイス名）は固有のも
のですか？

3

ワークグループ名は有効で正しく入力されていますか？

はい

いいえ

対処方法

次の手順




IP アドレスを正しく設定してください。
 便利な機能 / 本体の設定編
「機器設定 / レポート印刷」
→「設定項目（管理者設定）」→「ネットワーク設
定」→「TCP/IP プロトコルの設定（IPv4）
」

次の手順




デバイス名を正しく設定してください。



ワークグループを正しく設定してください。
 TopAccess 編「第 8 章：
［管理者］タブ」→「［セッ
トアップ］項目説明一覧」→「ネットワーク設定」
→「SMB の設定」

次の手順




IPv4 に対応している場合：WINS サーバーを正しく設
定するか、WINS サーバーに「0.0.0.0」を入力して、
WINS サービスを無効にしてください。
 便利な機能 / 本体の設定編
「機器設定 / レポート印刷」
→「設定項目（管理者設定）」→「ネットワーク設
定」→「TCP/IP プロトコルの設定（IPv4）
」
IPv6 に対応している場合：TopAccess 編を参考に、
IPv6 設定の LLMNR を有効にしてください。
 TopAccess 編「第 8 章：
［管理者］タブ」→「［セッ
トアップ］項目説明一覧」→「ネットワーク設定」
→「IPv6 の設定」

次の手順




IPv4 に対応している場合：WINS サーバーを設定し、
本機で有効にして、異なるセグメントからもユーザーが
アクセスできるようにしてください。

次の手順

4

7

5

IPv4 に対応している場合：WINS サーバーアドレスは
正しく設定されていますか？
IPv6 に対応している場合：IPv6 設定の LLMNR は有
効になっていますか？

IPv4 に対応している場合：クライアントコンピュー
ターが異なるセグメントで見つかった場合、WINS サー
ビスは正しく提供されていますか？
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No
6

7

8

チェック項目
ネットワークコンピュータで本機を確認できますか？

正しいプリンタードライバーがインストールされていま
すか？

はい

いいえ

次の手順




以下のセクションを参照して、問題を解決してくださ
い。
 P.39 「本機の検出に関する問題」



基本操作編を参照し、正しいプリンタードライバーをイ
ンストールしてください。
 基本操作編「印刷する」→「お使いのコンピュー
ターにドライバーをインストールする」



基本操作編を参照し、正しいポートを設定してくださ
い。
 基本操作編「印刷する」→「お使いのコンピュー
ターにドライバーをインストールする」



以下のセクションを参照して、問題を解決してくださ
い。
 P.22 「本機で印刷できない（ネットワーク接続の
問題）」

次の手順


ドライバーのポート名は有効ですか？
次の手順


9

本機で印刷できますか？
終了

対処方法

1

2

Windows 環境の Raw TCP または LPR 印刷
 TopAccess 編「第 8 章：
［管理者］タブ」→「［セットアップ］項目説明一覧」→「プリントサービス設定」→「Raw TCP 印
刷の設定」
 TopAccess 編「第 8 章：
［管理者］タブ」→「
［セットアップ］項目説明一覧」→「プリントサービス設定」→「LPR 印刷の設
定」
No
1

チェック項目

はい
次の手順


2

5

6





Raw TCP 印刷サービスを正しく設定してください。
 TopAccess 編「第 8 章：
［管理者］タブ」→「［セッ
トアップ］項目説明一覧」→「プリントサービス設
定」→「Raw TCP 印刷の設定」



LPD 印刷サービスを正しく設定してください。
 TopAccess 編「第 8 章：
［管理者］タブ」→「［セッ
トアップ］項目説明一覧」→「プリントサービス設
定」→「LPD 印刷の設定」



基本操作編を参照し、正しいプリンタードライバーをイ
ンストールしてください。
 基本操作編「印刷する」→「お使いのコンピュー
ターにドライバーをインストールする」



基本操作編を参照し、正しいポートを設定してくださ
い。
 基本操作編「印刷する」→「お使いのコンピュー
ターにドライバーをインストールする」



以下のセクションを参照して、問題を解決してくださ
い。
 P.22 「本機で印刷できない（ネットワーク接続の
問題）」

LPR/LPD 印刷は正しく設定されていますか？
次の手順


4

対処方法
IP アドレスを正しく設定してください。
 便利な機能 / 本体の設定編
「機器設定 / レポート印刷」
→「設定項目（管理者設定）」→「ネットワーク設
定」→「TCP/IP プロトコルの設定（IPv4）
」

Raw TCP 印刷は正しく設定されていますか？
次の手順


3

いいえ

IP アドレスプロパティは正しく設定されていますか？

適切なプリンタードライバーをインストールしました
か？

Raw TCP または LPR ポートは正しい IP アドレスで設
定されていますか？

次の手順


次の手順


本機に印刷できますか？
終了

Windows 環境の IPP 印刷

1

チェック項目
IP アドレスのプロパティは正しく設定されています
か？

5

6

7

 TopAccess 編「第 8 章：
［管理者］タブ」→「
［セットアップ］項目説明一覧」→「プリントサービス設定」→「IPP 印刷の設
定」
No.

3

はい
次の手順
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いいえ

対処方法



IP アドレスを正しく設定してください。
 便利な機能 / 本体の設定編
「機器設定 / レポート印刷」
→「設定項目（管理者設定）」→「ネットワーク設
定」→「TCP/IP プロトコルの設定（IPv4）
」

ネットワーク接続に関するトラブル

No.
2

チェック項目

はい

次の手順


2
5

適切なプリンタードライバーをインストールしました
か？

次の手順




IPP 印刷サービスを正しく設定してください。
 TopAccess 編「第 8 章：
［管理者］タブ」→「［セッ
トアップ］項目説明一覧」→「プリントサービス設
定」→「IPP 印刷の設定」



基本操作編を参照し、正しいプリンタードライバーをイ
ンストールしてください。
 基本操作編「印刷する」→「お使いのコンピュー
ターにドライバーをインストールする」



基本操作編を参照し、正しいポートを設定してくださ
い。
 基本操作編「印刷する」→「お使いのコンピュー
ターにドライバーをインストールする」



以下のセクションを参照して、問題を解決してくださ
い。
 P.22 「本機で印刷できない（ネットワーク接続の
問題）」

正しい URL で IPP ポートを設定していますか？
次の手順


6



HTTP ネットワークサービスで HTTP サーバーを有効
にしてください。
 TopAccess 編「第 8 章：
［管理者］タブ」→「［セッ
トアップ］項目説明一覧」→「ネットワーク設定」
→「HTTP の設定」

IPP 印刷は正しく設定されていますか？
次の手順


4

対処方法

本機の HTTP サーバーは有効ですか？

1

3

いいえ

本機に印刷できますか？
終了

3

NetWare 環境の Novell 印刷
 便利な機能 / 本体の設定編「機器設定 / レポート印刷」→「設定項目（管理者設定）
」→「ネットワーク設定」→「NetWare 構
成の設定」
 TopAccess 編「第 8 章：
［管理者］タブ」→「［セットアップ］項目説明一覧」→「プリントサービス設定」→「NetWare 印刷
の設定」

5

6

No.

チェック項目

1

IPX/SPX プロトコルは有効ですか？正しいフレームタ
イプを選択していますか？

2

いいえ

対処方法

次の手順




IPX/SPX を正しく設定してください。
 便利な機能 / 本体の設定編
「機器設定 / レポート印刷」
→「設定項目（管理者設定）」→「ネットワーク設
定」→「IPX/SPX プロトコルの設定」

次の手順




NetWare サーバーを適切に設定してください。
 TopAccess 編「第 8 章：
［管理者］タブ」→「［セッ
トアップ］項目説明一覧」→「ネットワーク設定」
→「IPX/SPX の設定」

3

NetWare 接続の本機を設定しましたか？

次の手順




NetWare のネットワーク設定を正しく設定してくださ
い。

4

NetWare 印刷サービスの本機を設定しましたか？

次の手順




NetWare 印刷サービスを正しく設定してください。

5

適切なプリンタードライバーをインストールしました
か？



基本操作編を参照し、正しいプリンタードライバーをイ
ンストールしてください。
 基本操作編「印刷する」→「お使いのコンピュー
ターにドライバーをインストールする」

次の手順




基本操作編を参照し、正しいポートを設定してくださ
い。
 基本操作編「印刷する」→「お使いのコンピュー
ターにドライバーをインストールする」

次の手順




SMB プロトコルがクライアントコンピューターで有効
かを確認してください。



以下のセクションを参照して、問題を解決してくださ
い。
 P.22 「本機で印刷できない（ネットワーク接続の
問題）」

6

7

該当する場合、キューベースの印刷の設定に成功しまし
たか？

はい

次の手順


正しい URL で IPP ポートを設定していますか？

7

ネットワークコンピュータで本機を確認できますか？

8

本機に印刷できますか？
終了
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Macintosh 環境
No.
1

チェック項目
IP アドレスのプロパティは正しく設定されています
か？

2

Macintosh コンピューターから他のネットワークデバ
イスにアクセスできますか？

3

ネットワーク上の他の Macintosh コンピューターは本
機に印刷できますか？できる場合は、設定を比較して、
この装置からの印刷に対応するためにどれを変更すべき
かを決定してください。

はい

いいえ

対処方法

次の手順




IP アドレスを正しく設定してください。
 便利な機能 / 本体の設定編
「機器設定 / レポート印刷」
→「設定項目（管理者設定）」→「ネットワーク設
定」→「TCP/IP プロトコルの設定（IPv4）
」

次の手順




Macintosh ネットワークマニュアルを参照してくださ
い。

終了



Macintosh ネットワークマニュアルを参照してくださ
い。

1

2

N/W-Fax ドライバーに関する問題
このセクションは、N/W-Fax（ネットワークファクス）に関する問題と対処方法について説明します。

3

N/W-Fax ドライバーのインストールエラーメッセージ

 トラブルシューティングの文中、「プリンタ」と表記されている部分は、必要に応じて「N/W-Fax」と読み換えてください。
N/W-Fax ドライバーのインストールの情報については、基本ガイドを参照してください。

 Windows NT ファイルをコピーしてください
発生の状況
誤ったポートタイプがプリンターポートダイアログから選択された。

対処方法
1. プリンターの追加ウィザードが終了するまで「キャンセル」をクリックします。
2. デバイスとプリンターフォルダで［プリンタの追加］を選択し、プリンターの追加ウィザードを起動し、再度インストールを開
始します。
3. ポートの選択画面が表示されたら、［ローカルポート］を選択し、プリンターを追加します。

5

 クライアントソフトウェア DVD が必要です
発生の状況
プリンタの追加を行っているときに、ディスク使用からプリンタを選択せず、プリンタの一覧からプリンタを選択した。

6

対処方法
1. プリンターの追加ウィザードを終了します。
2. デバイスとプリンターフォルダで［プリンタの追加］を選択し、プリンターの追加ウィザードを起動し、再度インストールを開
始します。
3. プリンターの選択画面が表示されたら、［ディスク使用］を選択します。
4.［現在のドライバを使う］を選択し、既存のドライバーのコピーを追加するか、またはインストールするプリンタの INF ファイ
ル（＊ .inf）のあるサブディレクトリを開き INFァイルを選択し、プリンタの追加を行います。

 クライアント DVD に File *.D がありません
発生の状況
プリンターの追加を行っているときに、ディスク使用からプリンターを選択せず、プリンターの追加一覧からプリンターを選択し
た。
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対処方法

1

1. プリンターの追加ウィザードを終了します。
2. デバイスとプリンターフォルダで［プリンタの追加］を選択し、プリンターの追加ウィザードを起動しインストールを開始しま
す。
3. プリンターの選択画面が表示されたら、［ディスク使用］を選択します。
4. インストールするプリンターの INF ファイル（＊ .inf）のあるサブディレクトリーを開き INF ファイルを選択し、プリンター
の追加を行います。

 指定された場所にはハードウェア情報がありません
2

発生の状況
ドライバーのインストール中に INF ファイルを指定したパス名が長過ぎる。または、パス名の文字数が多過ぎる。

対処方法
ローカルドライブに INF ファイルを含むディレクトリをコピーし、インストールを行います。

 このポートは現在使っているので、削除できません
3

発生の状況
ポートを削除しようとしたとき、ドライバーが開いているか、ジョブを印刷中か、もしくはポートが他のドライバーで使用されて
いる。

対処方法
ポートを削除する前にすべての印刷ジョブが完了したことを確認してください。問題がまだ解決しない場合、すべてのアプリケー
ションを終了し、再度試してください。
各ドライバーを確認して、別のドライバーが同じポートを使用しているかを確認してください。その場合は、最初にドライバーの
ポート設定を変更し、ポートを削除してください。

 現在のプリンター設定は正常ではありません
発生の状況
インストールが正常に完了していないため、ドライバーが正しく設定されなかった。

5

対処方法
ドライバーを削除し、ソフトウェア DVD-ROM からドライバーを再インストールするか本機からダウンロードしてください。

N/W-Fax ドライバーのエラー
6

「MFP 装置に接続できませんでした」とエラーメッセージが表示される
発生の状況
N/W-Fax ドライバーのプロパティにアクセス中に、「MFP 装置に接続できませんでした」とエラーメッセージが表示される。

対処方法

7

N/W-Fax ドライバーと本機の通信に失敗しました。本機が作動していること確認してください。していない場合は、電源を入れ
てください。
TopAccess を介して N/W-Fax ドライバーを本機と接続してください。通信に失敗したら、コンピューターと本機を再起動して
ください。

「ログ - 送信」に該当ジョブの結果が記載されていない
発生の状況
TopAccess の「ログ - 送信」で送信確認をしたとき、該当ジョブの結果が記載されていない。
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対処方法
ログ一覧に関連するファクスジョブが含まれていない場合、お客様の送信ジョブは行われなかった可能性があります。この場合、
タッチパネルの上の「状況確認 --FAX」で部門コードのないジョブを検索してください。それから関連のファクスジョブを選択し、
［送信］ボタン押して、再送信してください。

1

 送信状を付けるとファクスを送信できない
発生の状況
IPP ポートに設定されている N/W-Fax ドライバーにおいて、ファイル名が 54 文字以上から成るプリンタードライバーが既定の
プリンターに指定されていて、Microsoft Excel からカバーシートを付けた状態で Fax が送信されると、カバーシートが排出され
ず、XL エラーがファクス送信時に起こる。

2

対処方法
プリンタードライバーのファイル名を 30 文字以下に設定してください。

無線 LAN の問題
3

このセクションでは、無線 LAN に関するトラブルについて記載します。
メッセージ

対処方法

不正な証明書を使用しています。

対応していない証明書がインストールされています。適切な証
明書を再度インストールしてください。本機は md5RSA と
sha1RSA 証明書のみに対応しています。

SSL レコードの MAC が不正です。

SSL 鍵交換に失敗しました。電源を入れ直し、本機を再起動し
てください。

証明書の期限が切れています。

証明書の期限が切れました。時間を正しく設定するか証明書の
期限が切れているかどうかを必ず確認してください。

証明書が失効しています。

証明書は取り消されました。ネットワーク管理者にお問い合わ
せください。

登録されていない証明書です。

インストールした CA 証明書がサーバー証明書として機能しま
せん。必ず正しい CA 証明書をインストールしてください。
 便利な機能 / 本体の設定編「機器設定 / レポート印刷」→「設
定項目（管理者設定）」→「セキュリティ設定」→「証明書
管理」→「証明書をインポートする」

復号エラーです。

本機は SSL 圧縮に対応していません。RADIUS サーバーで
SSL 圧縮を無効にしてください。

SSL ハンドシェークエラー。

対応していない暗号化がサーバーで設定されている可能性があ
ります。必ず対応している暗号化方法を使用してください。

不正なパラメータが使用されました。

対応していない TLS プロトコルのバージョンを使用している
可能性があります。必ず対応している TLS プロトコルバー
ジョンを使用してください。

証明書がありません。

証明書をインストールしていないか証明書ファイル名を指定し
ていません。必ず証明書をインストールして証明書ファイル名
を正しく指定してください。
 便利な機能 / 本体の設定編「機器設定 / レポート印刷」→「設
定項目（管理者設定）」→「セキュリティ設定」→「証明書
管理」→「証明書をインポートする」

ピアの証明書のエラーです。

インストールした CA 証明書が RADIUS サーバーで、サー
バー証明書を確認できません。
必ず正しい CA 証明書をインストールしてください。
 便利な機能 / 本体の設定編「機器設定 / レポート印刷」→「設
定項目（管理者設定）」→「セキュリティ設定」→「証明書
管理」→「証明書をインポートする」

ピアの証明書がありません。

RADIUS サーバーは TLS プロトコルを使用する章目所との通
信を操作します。

ピアの暗号が一致しません。

RADIUS サーバーは、本機に対し、対応していない暗号化を
要求します。
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5

6

7
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メッセージ

1

2

3

対処方法

ピアの証明書のタイプはサポートしていません。

本機は RADIUS サーバーが対応していない証明書を使用して
います。

ピアが予期しないメッセージを送っています。

RADIUS サーバーは TLS 標準ではないメッセージを送信して
います。RADIUS サーバーの設定を確認してください。

不正な Alert メッセージです。

RADIUS サーバーは違法な TLS の警告メッセージを送信して
います。

サポートされていない証明書です。

本機は RADIUS サーバーが対応していない証明書を使用して
います。

知らない CA 証明書です。

インストールした CA 証明書が RADIUS サーバーで、サー
バー証明書を確認できません。
必ず正しい CA 証明書をインストールしてください。
 便利な機能 / 本体の設定編「機器設定 / レポート印刷」→「設
定項目（管理者設定）」→「セキュリティ設定」→「証明書
管理」→「証明書をインポートする」

接続できません。

管理者にお問い合わせください。

クライアントソフトウェア認証に関する問題
クライアントソフトウェアでログインできない
発生の状況
クライアントソフトウェアから本機にログインできない。

対処方法
クライアントソフトウェアから本機にログインできない場合は、本機の管理者にお問い合わせください。自動ログインの場合は、
クライアントソフトウェアが記憶したユーザ名とパスワードを用いて認証を行うため、ログイン画面が表示されない場合がありま
す。

5

6

7
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● TopAccess を使って装置の状態を確認する
TopAccess の［装置］タブの状態表示アイコン

1

TopAccess の［装置］タブの本機機体イラスト表示部には、本機にエラーが発生したときやメンテナンスが必要なときに、その
内容を示すアイコンが表示されます。以下にアイコンの意味と対処方法を説明します。
TopAccess の［装置］タブの詳細は、TopAccess 編を参照してください。

プリンターエラー１

2

推奨トナーカートリッジ以外を使用したため、印刷を中止したときに表示されます。
 P.66 「トナーカートリッジを交換する」

プリンターエラー 2

3

以下の場合に表示されます。
 排紙トレイから用紙を取り除く必要がある場合。
 フィニッシャのトレイから用紙を取り除く必要がある場合。
 フィニッシャでつまったステイプル針を取り除く必要がある場合。
 P.12 「内蔵フィニッシャで紙づまりが起こったとき」
 推奨トナーカートリッジ以外を使用している場合。
 P.66 「トナーカートリッジを交換する」
 用紙を本機のフェイスダウン / フェイスアップスタッカーに排出できません。

カバーオープン

5
カバーが開いている場合に表示されます。

トナー切れ

トナーがなくなった場合に表示されます。また、なくなった色のトナーも表示します。
 P.66 「トナーカートリッジを交換する」

6

用紙切れ

7

トレイの用紙がなくなった場合に表示されます。

紙づまり

本機機体イラストの、紙づまりが発生したと考えられる場所に表示されます。
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ステイプル切れ

1
フィニッシャにステイプル針がなくなった場合に表示されます。

サービスマンコール

2

お客様相談センターへ連絡し、プリンターの点検を依頼してください。

エラーメッセージ
以下のメッセージが TopAccess の［装置］タブにメッセージが表示された場合は、以下の表に従って対処方法をとってくださ
い。

3

5

TopAccess メッセージ

対処方法

フロントカバーが開いています - カバーを閉じてください。

フロントカバーを閉じてください。
 設置編「製品の確認」→「各部の名称および機能」→「装置」

手差しカバーが開いています - カバーを閉じてください。

手差しカバーを閉じてください。
 設置編「製品の確認」→「各部の名称および機能」→「装置」

排紙カバーが開いています - カバーを閉じてください。

排紙カバー閉じてください。

プラテンカバーが開いています - カバーを閉じて下さい。

スキャナ部を閉じてください。
 設置編「製品の確認」→「各部の名称および機能」→「装置」

1 段目トレイが開いています - トレイを閉めてください。

トレイを閉じてください。
 設置編「製品の確認」→「各部の名称および機能」→「装置」

2 段目トレイが開いています - トレイを閉めてください。

トレイを閉じてください。
 設置編「製品の確認」→「各部の名称および機能」→「装置」

3 段目トレイが開いています - トレイを閉めてください。

トレイを閉じてください。
 設置編「製品の確認」→「各部の名称および機能」→「装置」

4 段目トレイが開いています - トレイを閉めてください。

トレイを閉じてください。
 設置編「製品の確認」→「各部の名称および機能」→「装置」

自動両面ユニットのカバーが開いています - カバーを閉じてください。 自動両面印刷ユニットカバーを閉じてください。
 設置編「製品の確認」→「各部の名称および機能」→「装置」
排紙トレイで用紙がいっぱい積まれています - 用紙を取除いて下さい。 排紙トレイから用紙を取り除いてください。

6

7

フィニッシャートレイ 1 で用紙がいっぱい積まれています - 用紙を取
除いて下さい。

排紙トレイから用紙を取り除いてください。

1 段目トレイで用紙切れです - 用紙を追加して下さい。

トレイに用紙をセットしてください。
 設置編「製品の確認」→「各部の名称および機能」→「装置」

2 段目トレイで用紙切れです - 用紙を追加して下さい。

トレイに用紙をセットしてください。
 設置編「製品の確認」→「各部の名称および機能」→「装置」

3 段目トレイで用紙切れです - 用紙を追加して下さい。

トレイに用紙をセットしてください。
 設置編「製品の確認」→「各部の名称および機能」→「装置」

4 段目トレイで用紙切れです - 用紙を追加して下さい。

トレイに用紙をセットしてください。
 設置編「製品の確認」→「各部の名称および機能」→「装置」

インナートレイで紙詰まりです - 用紙を取除いてください。

タッチパネルのガイダンスを参照し、つまった用紙を取り除いてくだ
さい。
 P.6 「トレイで紙づまりが起こったとき」

自動両面ユニットで紙詰まりです - 用紙を取除いてください。

タッチパネルのガイダンスを参照し、つまった用紙を取り除いてくだ
さい。
 P.11 「両面印刷ユニットで紙づまりが起こったとき」

給紙部で紙詰まりです - 用紙を取除いてください。

タッチパネルのガイダンスを参照し、つまった用紙を取り除いてくだ
さい。
 P.8 「マルチパーパストレイで紙づまりが起こったとき」

機体内部で紙詰まりです - 用紙を取除いてください。

タッチパネルのガイダンスを参照し、つまった用紙を取り除いてくだ
さい。
 P.8 「本機内部で紙づまりが起こったとき」

フィニッシャーで紙詰まりです - 用紙を取除いてください。

フィニッシャからつまった用紙を取り除いてください。
 P.12 「内蔵フィニッシャで紙づまりが起こったとき」
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TopAccess メッセージ

対処方法

ステイプル切れです - カートリッジをお取替え下さい。

フィニッシャのステイプル針を補充してください。
 P.14 「ステイプルがつまったとき」

トナーが認識されません - トナーを確認してください。

トナーカートリッジを確認し、調整してください。

ブラックトナーがなくなりました - トナーを補給してください。

ブラックトナーを交換してください。
 P.66 「トナーカートリッジを交換する」

シアントナーがなくなりました - トナーを補給してください。

シアントナーを交換してください。
 P.66 「トナーカートリッジを交換する」

マゼンタトナーがなくなりました - トナーを補給してください。

マゼンタトナーを交換してください。
 P.66 「トナーカートリッジを交換する」

イエロートナーがなくなりました - トナーを補給して下さい。

イエロートナーを交換してください。
 P.66 「トナーカートリッジを交換する」

ブラックトナーが少なくなりました - 新しいトナーを準備してくださ
い。

新しいトナーカートリッジを準備してください。
 P.66 「トナーカートリッジを交換する」

1

2

シアントナーが少なくなりました - 新しいトナーを準備してください。 新しいトナーカートリッジを準備してください。
 P.66 「トナーカートリッジを交換する」
マゼンタトナーが少なくなりました - 新しいトナーを準備してくださ
い。

新しいトナーカートリッジを準備してください。
 P.66 「トナーカートリッジを交換する」

イエロートナーが少なくなりました - 新しいトナーを準備してくださ
い。

新しいトナーカートリッジを準備してください。
 P.66 「トナーカートリッジを交換する」

両面ユニットカバーを閉めてください。

両面印刷ユニットカバーを閉じてくさい。
 設置編「製品の確認」→「各部の名称および機能」→「装置」

プリンタのエラーです - 機体を確認してください。

お客様相談センターへお問い合わせください。

メインモーターのエラーです - 機体を確認してください。

お客様相談センターへお問い合わせください。

プリンタ給紙のエラーです - 機体を確認してください。

お客様相談センターへお問い合わせください。

スキャナ異常です - サービスエンジニアに連絡して下さい。

お客様相談センターへお問い合わせください。

ヒューズ異常です - サービスエンジニアに連絡して下さい。

お客様相談センターへお問い合わせください。

3

エラーコード一覧
TopAccess［ログ］タブの［印刷］、［送信］、［受信］、［スキャン］の各ページにはジョブ一覧が記録されており、各ジョブにエ
ラーコードが表示されます（成功したジョブはコードがありません）。エラーが発生した場合の原因を特定する際にお役立てくださ
い。

5

 エラーコードはタッチパネルの［ログ］画面にも表示されます。タッチパネルでエラーコードの内容を調べたいときも、以下の
一覧を参照してください。

印刷ジョブのエラーコード
エラーコード

6

発生の状況

対処方法

4011

ジョブが取り消されました

ジョブが取り消されました。

4021

電源障害

電源ケーブルの接触不良、差し込み不足がないかを確認してください。

プリント時 HDD フル

不要なプライベート印刷ジョブや部門コードなしジョブを消去してください。
 便利な機能 / 本体の設定編「いろいろなプリントのしかた」→「操作パネ
ルから印刷ジョブを管理する」

ユーザー認証エラー

印刷しようとしたユーザーは認証されていないか、ユーザー登録されていま
せん。認証またはユーザー登録を行ってください。
 TopAccess 編「第 8 章：
［管理者］タブ」→「
［セキュリティ］項目説明
一覧」→「認証」→「ユーザー認証設定」

4042

部門認証エラー

本機に登録されている部門コードについての情報を確認してください。

4045

LDAP サーバーとの接続またはその権限設定に
問題があります。

LDAP サーバーの管理者にお問い合わせください。

4031

4041

- 51 -

7

TopAccess を使って装置の状態を確認する

エラーコード

1

発生の状況
割当数が「0」になりました。

部門管理とユーザー管理で設定された割当数が同時に「0」になりました。割
当を再設定するか、初期化を行ってください。
 TopAccess 編「第 6 章：
［カウンタ］タブ」→「［カウンタ］タブの概要
説明」→「［部門管理カウンタ］画面」
 TopAccess 編「第 6 章：
［カウンタ］タブ」→「［カウンタ］タブの概要
説明」→「［ユーザ情報］画面 < アクセスポリシーモード >」

割当数が「0」になりました。

ユーザー管理で設定された割当数が「0」になりました。割当を再設定する
か、初期化を行ってください。
 TopAccess 編「第 6 章：
［カウンタ］タブ」→「［カウンタ］タブの概要
説明」→「［ユーザ情報］画面 < アクセスポリシーモード >」

割当数が「0」になりました。

部門管理で設定された割当数が「0」になりました。割当を再設定するか、初
期化を行ってください。
 TopAccess 編「第 6 章：
［カウンタ］タブ」→「［カウンタ］タブの概要
説明」→「［部門管理カウンタ］画面」

外部カウンターエラーによるジョブキャンセル

1.
2.
3.
4.


印刷データ保存制限エラー

HDD にデータを保存する（プリント & ファイリングボックス、プリント to
ファイリングボックスなど）はできません。通常印刷してください。
 ファイリングボックス編「本機による操作」→「文書の印刷」

ファイル保存制限エラー

ファイル保存機能が［無効］に設定されています。プリンターの設定を確認
してください。
TopAccess 編「第 8 章：［管理者］タブ」→「［セットアップ］項目説明一
覧」→「共有フォルダに保管設定」→「N/W ファクスの設定」

Fax/iFax 送信失敗

Fax/iFax 送信または N/W-Fax/iFax 機能が［無効］に設定されています。
本機の設定を確認してください。
 便利な機能 / 本体の設定編「いろいろなファクスのしかた」→「N/W-Fax
ドライバの設定」

プライベート印刷限定制限エラー

プライベート印刷以外のジョブは印刷できません。プライベート印刷を行っ
てください。
 便利な機能 / 本体の設定編「いろいろなプリントのしかた」→「Windows
アプリケーションから印刷する」→「さまざまな機能を使って目的別に印
刷する」→「印刷ジョブタイプ」→「プライベート印刷」

ジョブを実行する権限がありません。

この操作を行う権限がありません。管理者へお問い合わせください。
 TopAccess 編「第 7 章：
［ユーザ管理］タブ」→「［ロール管理］項目説
明一覧 < アクセスポリシーモード >」→「初期登録ロールと権限」

ファイルを保存する権限がありません。

この操作を行う権限がありません。管理者へお問い合わせください。
 TopAccess 編「第 7 章：
［ユーザ管理］タブ」→「［ロール管理］項目説
明一覧 < アクセスポリシーモード >」→「初期登録ロールと権限」

ファイリングボックスに保存する権限がありませ
ん。

この操作を行う権限がありません。管理者へお問い合わせください。
 TopAccess 編「第 7 章：
［ユーザ管理］タブ」→「［ロール管理］項目説
明一覧 < アクセスポリシーモード >」→「初期登録ロールと権限」

Fax/iFax 送信の権限がありません。

この操作を行う権限がありません。管理者へお問い合わせください。
 TopAccess 編「第 7 章：
［ユーザ管理］タブ」→「［ロール管理］項目説
明一覧 < アクセスポリシーモード >」→「初期登録ロールと権限」

指定した設定で印刷を行う権限がありません。

ユーザーはこの操作を行う権限がありません。管理者へお問い合わせくださ
い。
 TopAccess 編「第 7 章：
［ユーザ管理］タブ」→「［ロール管理］項目説
明一覧 < アクセスポリシーモード >」→「初期登録ロールと権限」

画像データ生成失敗

印刷するファイルが壊れていないか確認してください。再度印刷を行うか、
他のプリンタードライバーを使用してください。

複号処理エラー

PDF ファイルがサポートしていないスクリプトで暗号化されているため、複
号処理エラーが起こりました。

フォントダウンロードの失敗

利用できるフォント数を超えたため、フォントを登録できません。フォント
を 1 つ以上削除してください。

フォントダウンロードの失敗

HDD に空き容量がないため、フォントを登録できません。フォントを 1 つ
以上削除してください。

フォントダウンロードの失敗

何らかの異常が発生したため、フォントを登録できません。再度ダウンロー
ドを実行するかフォントデータを生成し直してください。

4111

4112

2
4113

4121

3
4211

4213

4214

4221

5
4311

4312

6

4313

4314

4321

7

4411
4412
4611
4612
4613

対処方法

コインを入れてから再度印刷してください。
カードを挿入してから再度印刷するか、管理者に連絡してください。
キーカウンターを挿入し、再度印刷してください。
予約印刷設定をクリアして、再度印刷してください。
便利な機能 / 本体の設定編「いろいろなプリントのしかた」→「Windows
アプリケーションから印刷する」→「さまざまな機能を使って目的別に印
刷する」→「印刷ジョブタイプ」→「予約印刷」
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エラーコード
4621

発生の状況

対処方法

ダウンロードフォント削除失敗

削除しようとしたフォントが登録されているかを確認してください。

印刷失敗

再度行ってもエラーが発生する場合は、電源を入れ直し、再度実行してくだ
さい。それでもエラーが発生する場合は、お客様相談センターへ連絡してく
ださい。

4F10

1

送信および受信のエラーコード
エラーコード

発生の状況

対処方法

原稿づまり

つまった原稿を取り除いてください。
 P.13 「原稿がつまったとき」

0013

カバーが開いています

開いているところを確実に閉じてください。

0020

停電発生

停電発生リストを確認してください。

ダイレクト送信中の用紙のつまりによる中断

つまった用紙を取り除き、再度送り直してください。
 P.6 「用紙がつまったら」

ポーリングエラー

ポーリングオプション設定（セキュリティコードなど）を確認し、ポーリン
グ原稿があるかを確認してください。
 TopAccess 編「第 5 章：
［登録］タブ」→「［登録］タブの概要説明」→
「［テンプレート］項目説明一覧」→「プライベートテンプレートの詳細設
定」→「ファクス設定（プライベートテンプレート）
」

0012

0030

0033

0042
0050

メモリーオーバー

十分なメモリー残量になったことを確認して、通信をやり直してください。

通話中です

通信をやり直してください。

「Relay」または「Mail Box」送信にセキュリ
ティの不一致があります
0053

00B000B5
00C000C4
00D000D2
00E8
00F0
00F1
1C10

通信をやり直してください。

HDD エラー

通信をやり直してください。それでもエラーが発生する場合は、お客様相談
センターへお問い合わせください。

ソフトウェアの障害

通信をやり直してください。それでもエラーが発生する場合は、お客様相談
センターへお問い合わせください。

ハードウェアのノイズ

通信をやり直してください。それでもエラーが発生する場合は、お客様相談
センターへお問い合わせください。

システムアクセス異常

電源を入れ直してエラーとなったジョブを再度実行してください。それでも
エラーが発生する場合は、お客様相談センターへお問い合わせください。

メモリーが不足

実行中のジョブを最初に終わらせてから、エラーとなったジョブを再度実行
してください。それでもエラーが発生する場合は、電源を入れ直して再度実
行してください。

1C12

メッセージ受信エラー

電源を入れ直してエラーとなったジョブを再度実行してください。

1C13

メッセージ送信エラー

電源を入れ直してエラーとなったジョブを再度実行してください。

パラメーター不正

テンプレートを使用している場合は、そのテンプレートを再度作成し直して
ください。それでもエラーが発生する場合は、電源を入れ直し、再度実行し
てください。
 便利な機能 / 本体の設定編「よく使う機能や設定の登録」→「テンプレー
ト」

ファイルサイズオーバー

管理者に連絡し、インターネットファクスの［ページサイズを分割］を変更
するか、ページ数を減らして再度実行してください。
 便利な機能 / 本体の設定編「機器設定 / レポート印刷」→「設定項目（管理
者設定）」→「インターネットファクス設定」

ディスクアクセスエラー

実行中のジョブを最初に終わらせてから、エラーとなったジョブを行ってく
ださい。それでもエラーが発生する場合は、電源を入れ直し、再度実行して
ください。

画像変換異常

電源を入れ直してください。エラーとなったジョブを再度実行してください。
それでもエラーがま発生する場合は、お客様相談センターへ連絡してくださ
い。

1C14

1C15

1C301C33

1C40

3

相手のセキュリティコード、システムパスワードおよびお客様の設定を確認
してください。
 TopAccess 編「第 5 章：
［登録］タブ」→「［登録］タブの概要説明」→
「［テンプレート］項目説明一覧」→「プライベートテンプレートの詳細設
定」→「ファクス設定（プライベートテンプレート）
」

信号エラーまたは回線状態のエラー

1C11

2
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エラーコード
1C60

1

発生の状況

対処方法

実行中に保存先の要領がいっぱいになりました。

エラーとなったジョブのページ数を減らして再度実行してください。サー
バーまたはローカルディスク容量が十分空いていることを確認してください。

アドレス帳読み込み失敗

電源を入れ直してエラーとなったジョブを再度実行してください。アドレス帳
を設定し直して、再度実行してください。それでもエラーが発生する場合は、
お客様相談センターへ連絡してください。
 便利な機能 / 本体の設定編「機器設定 / レポート印刷」→「設定項目（ユー
ザ設定）」→「アドレス帳」

自局 IP アドレス未設定

管理者に問い合わせて、本機の IP アドレスを設定してください。
 便利な機能 / 本体の設定編「機器設定 / レポート印刷」→「設定項目（管理
者設定）」→「ネットワーク設定」→「TCP/IP プロトコルの設定
（IPv4）
」
 TopAccess 編「第 8 章：
［管理者］タブ」→「［セットアップ］項目説明
一覧」→「E メール設定」→「E メール設定」

自局メールアドレス未設定

管理者に問い合わせて、本機の E メールアドレスを設定してください。
 TopAccess 編「第 5 章：
［登録］タブ」→「［登録］タブの概要説明」→
「［テンプレート］項目説明一覧」→「プライベートテンプレートの詳細設
定」→「インターネットファクス設定（プライベートテンプレート）」
 TopAccess 編「第 5 章：
［登録］タブ」→「［登録］タブの概要説明」→
「［テンプレート］項目説明一覧」→「プライベートテンプレートの詳細設
定」→「E メール設定（プライベートテンプレート）」

SMTP アドレス未設定

管理者に問い合わせて、SMTP サーバーアドレスを設定してください。
 便利な機能 / 本体の設定編「機器設定 / レポート印刷」→「設定項目（管理
者設定）」→「ネットワーク設定」→「TCP/IP プロトコルの設定
（IPv4）
」

1C61

2

1C63

1C64

3
1C65

1C66

サーバータイムアウトエラー

SMTP サーバーが正常に動作しているかを確認してください。

SMTP サーバー接続エラー

管理者に問い合わせて、SMTP サーバーのログイン名またはパスワードを設
定し、再度実行してください。SMTP サーバーが正常に動作しているかを確
認してください。

自局メールアドレスエラー

管理者に問い合わせて、SMTP 認証方法を確認するか、本機のメールアドレ
スに許可されていな文字があるかを確認してください。正しい SMTP 認証方
法を設定するか、本機のメールアドレスの不正文字を削除してください。
 TopAccess 編「第 8 章：
［管理者］タブ」→「［セットアップ］項目説明
一覧」→「E メール設定」→「E メール設定」
 便利な機能 / 本体の設定編「機器設定 / レポート印刷」→「設定項目（管理
者設定）」→「ネットワーク設定」→「TCP/IP プロトコルの設定
（IPv4）
」
 TopAccess 編「第 5 章：
［登録］タブ」→「［登録］タブの概要説明」→
「［テンプレート］項目説明一覧」→「プライベートテンプレートの詳細設
定」→「インターネットファクス設定（プライベートテンプレート）」
 TopAccess 編「第 5 章：
［登録］タブ」→「［登録］タブの概要説明」→
「［テンプレート］項目説明一覧」→「プライベートテンプレートの詳細設
定」→「E メール設定（プライベートテンプレート）」

宛先メールアドレスエラー

宛先の E メールアドレスに不正文字があるかを確認してください。不正文字
を削除し、正しい E メールアドレスを設定して、再度実行してください。
 TopAccess 編「第 5 章：
［登録］タブ」→「［登録］タブの概要説明」→
「［テンプレート］項目説明一覧」→「プライベートテンプレートの詳細設
定」→「インターネットファクス設定（プライベートテンプレート）」

システムエラー

電源を入れ直してエラーとなったジョブを再度実行してください。それでもエ
ラーが発生する場合は、お客様相談センターへ連絡してください。

SMTP クライアント OFF

管理者に問い合わせて、SMTP クライアントを有効にし、再度ジョブを実行
してください。
 TopAccess 編「第 8 章：
［管理者］タブ」→「［セットアップ］項目説明
一覧」→「ネットワーク設定」→「SMTP クライアントの設定」

SMTP 認証エラー

ログイン名とパスワードが正しいことを確認してください。SSL が有効であ
れば、必ず SSL ポート番号が正しく設定されていることを確認してください。
 TopAccess 編「第 8 章：
［管理者］タブ」→「［セキュリティ］項目説明
一覧」→「認証」→「E メール認証」

POP Before SMTP エラー

POP Before SMTP 設定と POP3 設定が正しいことを確認してください。
 TopAccess 編「第 8 章：
［管理者］タブ」→「［セットアップ］項目説明
一覧」→「ネットワーク設定」→「SMTP クライアントの設定」

1C69

1C6B

5

1C6C

6
1C6D

1C70

7

1C71

1C72
1CC0
1CC1

ジョブが取り消されました

ジョブが取り消されました。

電源障害

電源ケーブルの接触不良、差し込み不足がないかを確認してください。電源電
圧が不安定でないかを確認してください。
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エラーコード
3A10
3A20
3A30
3A40

発生の状況
MIME フォーマットエラー

送信者に MIME1.0 フォーマットで E メールを再送するようにご連絡くださ
い。

E メール処理エラー

送信者に E メールを再送するようにご連絡ください。

分割 E メールタイムアウトエラー

送信者に E メールを再送するようにご連絡いただくか、分割待機時間設定を
変更してください。

無効な分割 E メールを受信しました

送信者に RFC2046 フォーマットの分割 E メールを再送するようにご連絡く
ださい。

HDD 容量オーバーエラー

複数のメールに分割して再送するよう、送信者にご連絡ください。または、用
紙切れなどによって多数のジョブが印刷されずに残っていると、このエラーが
表示されることがあります。その場合は、用紙をセットし待機中のジョブを印
刷してください。
 設置編「用紙について」→「用紙について」→「用紙のセットしかた」→
「用紙トレイに用紙をセットする」

3A50

3A70
3A80
3B10
3B20

対処方法

パーシャルメール中断警告

E メール印刷の分割受信を有効にするよう管理者に連絡してから、メールを再
送するよう、送信者にご連絡ください。

パーシャルメール受信設定 OFF

E メール印刷の分割受信を有効にするよう管理者に連絡してから、メールを再
送するよう、送信者にご連絡ください。

E メールフォーマットエラー

送信者に E メールを再送するようにご連絡ください。

Content-Type エラー

送信者に TIFF フォーマットの添付ファイルがある E メールを再送するように
ご連絡ください。

3B40

E メール解読エラー

送信者に E メールを再送するようにご連絡ください。

3C10,
3C13

TIFF 解析エラー

送信者に TIFF フォーマットの添付ファイルがある E メールを再送するように
ご連絡ください。

TIFF 圧縮方式エラー

送信者に MH、MR、MMR または JBIG 圧縮の TIFF ファイルが添付された
E メールを再送するようにご連絡ください。

TIFF 解像度エラー

送信者に解像度が 200 x 100、200 x 200、200 x 400、300 x 300
または 400 x 400 のいずれかである TIFF ファイルを添付した E メールを
再送してもらうようにご連絡ください。

TIFF 用紙サイズエラー

送信者にプリンターで許可された用紙に印刷できる TIFF ファイルを添付した
E メールを再送してもらうようにご連絡ください。

オフランプ転送先エラー

送信者に正しいファクス番号を指定してもらい、E メールを再送してもらうよ
うにご連絡ください。

オフランプセキュリティエラー

指定したファクス番号がプリンターのアドレス帳に登録されているか確認し
てください。登録されていない場合は、アドレス帳にファクス番号を登録し、
送信者に正しいファクス番号で E メールを再送してもらうようにご連絡くだ
さい。
 便利な機能 / 本体の設定編「機器設定 / レポート印刷」→「設定項目（ユー
ザ設定）」→「アドレス帳

3C20

3C30

3C40
3C50

3C60

3C70

電源障害

ジョブが復旧しているかを確認してください。復旧していない場合は、送信者
に E メールを再送してもらうようにご連絡ください。

オフランプファクス送信制限エラー

MFP 設定のファクス送信機能が無効になっていないか確認してください。
 TopAccess 編「第 8 章：
［管理者］タブ」→「［セットアップ］項目説明
一覧」→「一般設定」→「機能設定」

3C90
宛先アドレスエラー

DNS とメールサーバー設定が正しく設定されているかを管理者に確認してく
ださい。正しく設定されている場合は、送信者に送信先アドレスが正しいかを
確認してください。
 TopAccess 編「第 8 章：
［管理者］タブ」→「［セットアップ］項目説明
一覧」→「ネットワーク設定」→「DNS の設定」

オフランプ最大件数エラー

１つのオフランプゲートウェイジョブに対し 40 件以下の送信先を指定する
ように送信者にご連絡ください。
本機は、41 以上のオフランプゲートウェイ送信を行うことはできません。

FAX ユニット無しエラー

ファクスユニットが装着されているか、または正しく接続されているか確認
してください。

POP3 サーバー通信エラー

POP3 サーバーのアドレスが正しく設定されているか、POP ３サーバーが
正常に動作しているかを管理者に確認してください。SSL が有効の場合は、
必ず SSL ポート番号を正しく設定してください。
 TopAccess 編「第 8 章：
［管理者］タブ」→「［セットアップ］項目説明
一覧」→「ネットワーク設定」→「POP3 の設定」

3D10

3D20

3D30

3E10
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エラーコード

1

発生の状況
POP3 サーバー通信タイムアウト

POP3 サーバーが正常に動作しているか、LAN ケーブルがサーバーに接続
されているかを管理者に確認してください。
 TopAccess 編「第 8 章：
［管理者］タブ」→「［セットアップ］項目説明
一覧」→「ネットワーク設定」→「POP3 の設定」

POP3 ログインエラー

POP3 ユーザー名とパスワードが正しく設定されているかを管理者に確認し
てください。
 TopAccess 編「第 8 章：
［管理者］タブ」→「［セットアップ］項目説明
一覧」→「ネットワーク設定」→「POP3 の設定」

POP3 ログインタイプエラー

POP3 ログインタイプ（自動、POP3、APOP）が正しく設定されているか
を管理者に確認してください。
 TopAccess 編「第 8 章：
［管理者］タブ」→「［セットアップ］項目説明
一覧」→「ネットワーク設定」→「POP3 の設定」

ファイル I/O エラー

送信者に E メールを再送するように頼んでください。エラーまだ起こる場合
は、お客様相談センターへ連絡してください。

3E20

3E30

2

3E40

3F10,
3F20

対処方法

スキャンジョブのエラーコード
3
スキャンジョブに関するエラー表示形式は以下のとおりです。
 TopAccess のログ一覧では、状況を表すメッセージが表示されます。
 本機のタッチパネルでエラーコードが表示されます。以下の一覧でコードの内容を確認してください。
エラーコード

発生の状況

対処方法

E メール
2C10, 2C12,
2C13, 2C202C22

ジョブステータスが不正です

E メール送信中にシステムエラーが発生しました。再度、送信してくださ
い。それでもエラーがま発生する場合は、お客様相談センターにご連絡く
ださい。

メモリーが不足しています

実行中のジョブを最初に終わらせてから、エラーとなったジョブを行って
ください。それでもエラーが発生する場合は、電源入れ直し、再度実行し
てください。

指定されたパラメーターが不正です

テンプレートを使用している場合は、もう一度作成してください。それで
もエラーが発生する場合は、電源入れ直し、再度実行してください。
 便利な機能 / 本体の設定編「よく使う機能や設定の登録」→「テンプ
レート」

メールサイズが制限または最大サイズを超えまし
た

一度に多くのドキュメントを送信しています。いくつかのジョブに分けて
送信してください。

ディスクアクセスエラー

実行中のジョブを最初に終わらせてから、エラーとなったジョブを再度実
行してください。それでもエラーが発生する場合は、電源入れ直し、再度
実行してください。

画像ファイルフォーマットの変換に失敗しました

このエラーは、高圧縮の PDF フォーマットへの変換に失敗するとおこり
ます。もう１度スキャンしてください。それでもエラーが発生する場合
は、通常の PDF フォーマットを使用してください。高圧縮の PDF フォー
マット以外の変換でこのエラーがおこるときは、電源入れ直し、もう一度
スキャンしてください。それでもエラーが発生する場合は、お客様相談セ
ンターへ連絡してください。
 基本操作編「スキャンする」→「基本操作」→「スキャン to E メー
ル」

暗号化エラー

再試行の後にまだエラーが残っている場合は、電源を入れ直し、再度実行
してください。
 便利な機能 / 本体の設定編「いろいろなスキャンのしかた」→「便利
な使いかた」→「暗号化設定」

2C11, 2C62

5

2C14

2C15

2C30-2C33

6
2C40

7

ファイル作成の失敗

2C43

ファイルの作成が許可されませんでした

暗号化されていないファイルの作成は許可されていませんでした。暗号化
設定を設定し、再度試してください。暗号化されていないファイルを作成
するには、管理者に相談してください。
 便利な機能 / 本体の設定編「いろいろなスキャンのしかた」→「便利
な使いかた」→「暗号化設定」

メタデータ作成に失敗しました

テンプレート設定が正しいことを確認し、再度スキャンしてください。そ
れでもエラーが発生する場合は、電源を入れ直し、再度実行してください。
 便利な機能 / 本体の設定編「よく使う機能や設定の登録」→「テンプ
レート」

2C44

2C45
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エラーコード
2C60

発生の状況

対処方法

処理中に HDD がフルになりました

問題のジョブのページ数を減らして、再度試してください。サーバーまた
はローカルディスク容量に十分なスペースがあるかを確認してください。

アドレス帳の読み込み失敗

電源を入れ直してください。再度問題のジョブを試してください。アドレ
ス帳のデータをリセットし、もう一度試してください。それでもエラーが
発生する場合は、お客様相談センターへ連絡してください。
 便利な機能 / 本体の設定編「機器設定 / レポート印刷」→「設定項目
（ユーザ設定）
」→「アドレス帳」

端末の IP アドレスが設定されていません

管理者に問い合わせて、本機の IP アドレスを設定してください。
 便利な機能 / 本体の設定編「機器設定 / レポート印刷」→「設定項目
（管理者設定）
」→「ネットワーク設定」→「TCP/IP プロトコルの設
定（IPv4）
」

端末のメールアドレスが設定されていません

管理者に問い合わせて、本機の E メールアドレスを設定してください。
 TopAccess 編「第 8 章：
［管理者］タブ」→「［セットアップ］項目
説明一覧」→「E メール設定」→「E メール設定」

SMTP サーバー接続エラー

SMTP サーバーが正常に動作しているか、SMTP サーバーアドレスが正
しく設定されているかを確認してください。
 TopAccess 編「第 8 章：
［管理者］タブ」→「［セットアップ］項目
説明一覧」→「ネットワーク設定」→「SMTP サーバーの設定」

E メールメッセージの送信失敗

電源を入れ直してください。再度読み取ってください。それでもエラーが
発生する場合は、お客様相談センターへ連絡してください。

From: 欄（送信者欄）で指定したアドレスが無効
です

本機の SMTP 認証の方法が正しいかどうか、また E メールアドレスに不
正文字が使用されていないか管理者に確認し、正しい方法で認証を行い、
適切な E メールアドレスを設定するよう管理者にご連絡ください。
 TopAccess 編「第 8 章：
［管理者］タブ」→「［セットアップ］項目
説明一覧」→「ネットワーク設定」→「SMTP サーバーの設定」
 TopAccess 編「第 8 章：
［管理者］タブ」→「［セットアップ］項目
説明一覧」→「E メール設定」→「E メール設定」

To: 欄（宛先欄）で指定したアドレスが無効です

宛先メールアドレスに不正文字が含まれていないか確認してください。不
正文字を削除し、適切なメールアドレスを設定し、再度実行してください。
 TopAccess 編「第 8 章：
［管理者］タブ」→「［セットアップ］項目
説明一覧」→「E メール設定」→「E メール設定」

SMTP サービスが利用できません

SMTP サービスが有効かを管理者に確認してください。
 TopAccess 編「第 8 章：
［管理者］タブ」→「［セットアップ］項目
説明一覧」→「ネットワーク設定」→「SMTP サーバーの設定」

SMTP 認証エラー

ログイン名とパスワードが正しいことを確認してください。SSL が有効
であれば、SSL ポート番号が正しく設定されていることを確認してくだ
さい。
 TopAccess 編「第 8 章：
［管理者］タブ」→「［セットアップ］項目
説明一覧」→「ネットワーク設定」→「SMTP サーバーの設定」

2C61

2C63

2C64

2C65, 2C66,
2C69

2C6A

2C6B

2C6C

2C70

2C71

POP Before SMTP エラー

POP Before SMTP 設定と POP3 設定が正しいことを確認してくださ
い。
 TopAccess 編「第 8 章：
［管理者］タブ」→「［セットアップ］項目
説明一覧」→「ネットワーク設定」→「SMTP クライアントの設定」

ジョブが取り消されました

ジョブが取り消されました。

電源障害が起こりました

電源ケーブルの接触不良、差し込み不足がないかを確認して、ジョブを再
度送信してください。

ジョブステータスが不正です

電源を入れ直してください。もう一度試してください。それでもエラーが
発生する場合は、お客様相談センターへ連絡してください。

メモリーが不足しています

しばらく待ってから再度試してください。それでもエラーが発生する場合
は、電源を入れ直し、再度実行してください。

指定されたパラメーターが不正です

テンプレートを使用している場合は、もう一度作成してください。それで
もエラーが発生する場合は、電源を入れ直し、もう一度試してください。
 便利な機能 / 本体の設定編「よく使う機能や設定の登録」→「テンプ
レート」

最大ファイル容量を超えています

ファイルをいくつかに分割して実行するか、シングルページ形式で実行し
てください。

ディレクトリの作成に失敗しました

保存先ディレクトリへのアクセス権が書き込み可能であり、また、ディレ
クトリのディスクは十分なスペースあるのを確認し、エラーとなったジョ
ブを再度実行してください。複数のジョブを同時に行っていると、ディス
クが一時的に容量不足になるためエラーが起こる可能性があります。この
場合、しばらく待ってから、再度試してください。それでもエラーが発生
する場合は、電源を入れ直し、再度実行してください。

2C72

2CC0
2CC1

1

2

3

5

6

共有フォルダに保管
2D10, 2D12,
2D13
2D11

2D14

2D15

2D30
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エラーコード

1

発生の状況

対処方法

ファイルの作成に失敗しました

保存先ディレクトリへのアクセス権が書き込み可能であり、また、ディレ
クトリのディスクは十分なスペースあるのを確認し、もう一度試してくだ
さい。複数のジョブを同時に行っていると、ディスクが一時的に容量不足
になるためエラーがおこる可能性があります。この場合、しばらく待って
から、再度試してください。それでもエラーが発生する場合は、電源を入
れ直し、再度実行してください。

ファイルの消去に失敗しました

保存先ディレクトリへのアクセス権が書き込み可能であることを確認し、
もう一度ジョブを試してください。それでもエラーが発生する場合は、電
源を入れ直し、再度実行してください。

画像ファイルフォーマットの変換に失敗しました

このエラーは、高圧縮の PDF フォーマットへの変換に失敗すると起こり
ます。もう１度スキャンしてください。それでもエラーが発生する場合
は、通常の PDF フォーマットを使用してください。高圧縮の PDF フォー
マット以外の変換でこのエラーが起こるときは、電源入れ直し、もう一度
スキャンしてください。それでもエラーが発生する場合は、お客様相談セ
ンターへ連絡してください。
 基本操作編「スキャンする」→「基本操作」→「スキャン To 共有
フォルダ」

暗号化エラー

再試行の後にまだエラーが残っている場合は、電源を切り、その後電源を
入れてください。それから別の取組みを行ってください。

2D31, 2D33

2D32

2
2D40

2D43

3

ファイル作成の失敗

ファイルの作成が許可されませんでした

暗号化されていないファイルの作成は許可されていませんでした。暗号化
設定を設定し、再度試してください。暗号化されていないファイルを作成
するには、管理者に相談してください。
 便利な機能 / 本体の設定編「いろいろなスキャンのしかた」→「便利
な使いかた」→「暗号化設定」

メタデータ作成に失敗しました

テンプレート設定が正しいことを確認し、再度スキャンしてください。そ
れでもエラーが発生する場合は、電源入れ直し、再度実行してください。
 便利な機能 / 本体の設定編「よく使う機能や設定の登録」→「テンプ
レート」

ネットワークの接続に失敗しました。
パスを確認してください。

お使いのネットワークでネットワークフォルダが共有されていることを
確認し、再度スキャンしてください。それでもエラーが残っている場合
は、管理者にサーバーの IP アドレスまたはパスが正しいかを確認するよ
うに頼んでください。また、サーバーが正常に動作していることを確認し
てください。
 TopAccess 編「第 8 章：
［管理者］タブ」→「［セットアップ］項目
説明一覧」→「共有フォルダに保管設定」→「宛先の設定」

2D63

指定されたネットワークパスが不正です。パスを
確認してください。

正しいネットワークパスを指定したか確認し、再度スキャンしてくださ
い。

2D64

ファイルサーバーへのログオンに失敗しました。 ログイン名およびパスワードを確認し、または正しいファイルサーバーを
ユーザー名とパスワードを確認してください。
指定しているか確認し、再度スキャンを行ってください。

2D65

フォルダ内のドキュメントが多すぎます。新しい
ドキュメントの作成に失敗しました。

保存先フォルダ内のファイルを削除し、再度スキャンを行ってください。

実行中に保存先の容量がいっぱいになりました

エラーとなったジョブのページ数を減らして再度実行してください。ま
た、サーバーまたはローカルのディスク容量が十分空いていることを確認
してください。

FTP サービスは使用できません

FTP サービスが正しく設定されているかを管理者に確認してください。
 TopAccess 編「第 5 章：
［登録］タブ」→「［登録］タブの概要説明」
→「
［テンプレート］項目説明一覧」→「プライベートテンプレート
の詳細設定」→「共有フォルダに保管設定（プライベートテンプレー
ト）」

ファイル共有サービスは使用できません。

SMB が有効になっているかを管理者に確認してください。
 TopAccess 編「第 5 章：
［登録］タブ」→「［登録］タブの概要説明」
→「
［テンプレート］項目説明一覧」→「プライベートテンプレート
の詳細設定」→「共有フォルダに保管設定（プライベートテンプレー
ト）」

NetWare サービスは使用できません。

NetWare が有効になっているかを管理者に確認してください。
 TopAccess 編「第 5 章：
［登録］タブ」→「［登録］タブの概要説明」
→「
［テンプレート］項目説明一覧」→「プライベートテンプレート
の詳細設定」→「共有フォルダに保管設定（プライベートテンプレー
ト）」

ファイルの削除に失敗しました

エクスプローラで共有フォルダ内のファイルを削除し、電源を入れ直して
エラーとなったジョブを再度実行してください。それでもエラーが発生す
る場合は、お客様相談センターへ連絡してください。

リソースの確保に失敗しました

電源を入れ直してエラーとなったジョブを再度実行してください。それで
もエラーが発生する場合は、お客様相談センターへ連絡してください。

2D44

2D45

2D62

5

2D66

6
2D67

2D68

7
2D69

2DA6

2DA7
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エラーコード
2DC0
2DC1

発生の状況

対処方法

ジョブが取り消されました

ジョブが取り消されました。

電源障害が起こりました

電源ケーブルの接触不良、差し込み不足がないかを確認して、ジョブを再
度送信してください。

ジョブステータスが不正です

電源を入れ直してください。もう一度、問題のジョブを試してください。
それでもエラーが発生する場合は、お客様相談センターへ連絡してくださ
い。

メモリーが不足しています

しばらく待ってから再度試してください。それでもエラーが発生する場合
は、電源を OFF にし、その後 ON にし、それから別の取組みを行ってく
ださい。

指定されたパラメーターが不正です

テンプレートを使用している場合は、もう一度作成してください。それで
もエラーが発生する場合は、電源を入れ直し、再度実行してください。
 便利な機能 / 本体の設定編「よく使う機能や設定の登録」→「テンプ
レート」

ドキュメントサイズが制限または最大サイズを超
えました

ファイルをいくつかに分割して実行するか、シングルページ形式で実行し
てください。
 基本操作編「コピーする」→「基本的なコピーモード」→「共有フォ
ルダに保管する

ディレクトリの作成に失敗しました

保存先ディレクトリへのアクセス権が書き込み可能であり、また、ディレ
クトリのディスクは十分なスペースあるのを確認し、もう一度試してくだ
さい。複数のジョブを同時に行っていると、ディスクが一時的に容量不足
になるためエラーが起こる可能性があります。この場合、しばらく待って
から、再度試してください。それでもエラーが発生する場合は、電源を入
れ直し、再度実行してください。

ファイルの作成に失敗しました

保存先ディレクトリへのアクセス権が書き込み可能であり、また、ディレ
クトリのディスクは十分なスペースあるのを確認し、もう一度試してくだ
さい。複数のジョブを同時に行っていると、ディスクが一時的に容量不足
になるためエラーが起こる可能性があります。この場合、しばらく待って
から、再度試してください。それでもエラーが発生する場合は、電源を入
れ直し、再度実行してください。

ファイルの削除に失敗しました

電源を入れ直してエラーとなったジョブを再度実行してください。それで
もエラーが発生する場合は、お客様相談センターへ連絡してください。

画像ファイルフォーマットの変換に失敗しました

高圧縮 PDF 設定時に現象が発生した場合は、そのままスキャンを再度実
行してください。それでもエラーが発生する場合は、通常の PDF フォー
マットを使用してください。高圧縮の PDF フォーマット以外の変換でこ
のエラーがおこるときは、電源入れ直し、もう一度スキャンしてくださ
い。それでもエラーが発生する場合は、お客様相談センターへ連絡してく
ださい。
 基本操作編「スキャンする」→「基本操作」→「スキャン To 共有
フォルダ」

1

USB に保存する
2E10, 2E12,
2E13

2E11

2E14

2E15

2E30

2E31, 2E33

2E32

2E40

2E43

暗号化エラー

ファイル作成の失敗

暗号化されていないファイルの作成は許可されていませんでした。暗号化
設定を設定し、再度試してください。暗号化されていないファイルを作成
するには、管理者に相談してください。
 便利な機能 / 本体の設定編「いろいろなスキャンのしかた」→「便利
な使いかた」→「暗号化設定」

2E44

メタデータ作成に失敗しました

テンプレート設定が正しいことを確認し、再度スキャンしてください。そ
れでもエラーが発生する場合は、電源入れ直し、もう一度、試してくださ
い。
 便利な機能 / 本体の設定編「よく使う機能や設定の登録」→「テンプ
レート」

2E65

フォルダ内のドキュメントが多すぎます。新しい
ドキュメントの作成に失敗しました。

保存先フォルダ内のファイルを削除し、再度スキャンを行ってください。

2E66

ジョブの処理に失敗しました。ストレージの容量
が不足しています。

問題のジョブのページ数を減らして、再度試してください。サーバーまた
はローカルディスク容量に十分なスペースがあるかを確認してください。

2EC0

ジョブが取り消されました

ジョブが取り消されました。

電源障害が起こりました

電源ケーブルの接触不良、差し込み不足がないかを確認して、ジョブを再
度送信してください。

2E45

リモートスキャン、WS スキャン、File Downloader
2A20

リソースの確保に失敗しました

3

5

再試行の後にまだエラーが残っている場合は、電源を入れ直し、再度実行
してください。

ファイルの作成を許可されていませんでした

2EC1

2

問題のジョブを再度実行してください。それでもエラーが発生する場合
は、電源を入れ直し、再度実行してください。
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エラーコード

1

発生の状況

対処方法

WS スキャン機能が無効です

WS スキャン機能が無効になっていないか確認してください。無効になっ
ていれば有効に変更してください。
 TopAccess 編「第 5 章：
［ユーザ管理］タブ」→「
［ロール管理］項
目説明一覧 < アクセスポリシーモード >」→「初期登録ロールと権
限」

システムの致命的なエラー

電源を入れ直して、再度スキャンしてください。

2A31

2A40
2A50
2A51

2

ジョブが取り消されました

ジョブが取り消されました。

電源障害が起こりました

電源ケーブルの接触不良、差し込み不足がないかを確認して、ジョブを再
度送信してください。

WS スキャンの認証に失敗しました

WIA ドライバで Windows の「FAX とスキャン」を使用している場合は、
Windowsにログインしているユーザ名がユーザ登録されている名前か確
認してください。
 基本操作編「スキャンする」→「基本操作」→「Web Service
（WS）スキャン」
本機のタッチパネルまたは EWB（外部連携オプション）を使用している
場合は、ログインしているユーザ名がユーザ登録されている名前か確認し
てください。
 TopAccess 編「第 8 章：
［管理者］タブ」→「［セキュリティ］項目
説明一覧」→「認証」→「ユーザー認証設定」

リモートスキャン実行権限のないユーザがジョブ
を実行しました

ジョブを実行したユーザに権限があるかを確認してください。
 TopAccess 編「第 5 章：
［ユーザ管理］タブ」→「
［ロール管理］項
目説明一覧 < アクセスポリシーモード >」→「初期登録ロールと権
限」

WS スキャン実行権限のないユーザがジョブを実
行しました

ジョブを実行したユーザに権限があるかを確認してください。
 TopAccess 編「第 5 章：
［ユーザ管理］タブ」→「
［ロール管理］項
目説明一覧 < アクセスポリシーモード >」→「初期登録ロールと権
限」

ファイリングボックスへのアクセス権限がない
ユーザがスキャンユーティリティーを実行しまし
た

ジョブを実行したユーザに権限があるかを確認してください。
 TopAccess 編「第 5 章：
［ユーザ管理］タブ」→「
［ロール管理］項
目説明一覧 < アクセスポリシーモード >」→「初期登録ロールと権
限」

2A60

3
2A70

2A71

2A72

ファイリングボックスに保存する
ジョブのステータスに異常がありました

電源を入れ直して、エラーとなったジョブを再度実行してください。それ
でもエラーが発生する場合は、お客様相談センターへ連絡してください。

ファイルのアクセスに失敗しました

電源を入れ直して、エラーとなったジョブを再度実行してください。それ
でもエラーが発生する場合は、お客様相談センターへ連絡してください。

ドキュメントボックス用の HDD 容量が足りませ
んでした

不要な文書をファイリングボックスから削除し、再度スキャンを実行して
ください。

ドキュメントボックスへのアクセスで異常があり
ました

電源を入れ直してエラーとなったジョブを再度実行してください。指定し
たボックスまたはフォルダを削除して、再設定してください。指定した
ボックスまたはフォルダを削除できない場合は、お客様相談センターへ連
絡してください。

画像の処理に失敗しました

電源を入れ直して、再度実行してください。それでもエラーが発生する場
合は、お客様相談センターへ連絡してください。

印刷に失敗しました

機能一覧を印刷できることを確認して、再度印刷を実行してください。そ
れでもエラーが発生する場合は、お客様相談センターへ連絡してくださ
い。
 便利な機能 / 本体の設定編「機器設定 / レポート印刷」→「設定項目
（ユーザ設定）
」→「リスト印刷」

2B71

ファイリングボックスドキュメントの保存期限が
もうすぐ切れます

ファイリングボックスに必要な文書が保存されていないか確認してくだ
さい。ドキュメントは数日後に削除されます。

2B80

ファイリングボックスデータ保存用の HDD 容量
がありません。

ファイリングボックスの不要なド文書をすべて削除してください。

メモリーが不足しています

電源を入れ直してください。再度スキャンしてください。それでもエラー
が発生する場合は、お客様相談センターへ連絡してください。

2B11

5

2B20
2B30

2B31

6

2B50

2B51

7

2B90
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エラーコード

発生の状況

対処方法

ファイリングボックスパスワードが不正です

パスワードが正しいか確認して、スキャンを再度実行してください。また
はパスワードを再設定してから、スキャンを再度実行してください。ファ
イリングボックスからの印刷で発生する場合には、管理者のパスワードで
印刷してください。それでも復旧できない、または印刷以外のパスワード
不正の場合には、お客様相談センターへ連絡してください。
 ファイリングボックス編「本機による操作」→「ユーザボックス /
フォルダの管理」→「ユーザボックスの作成」
 ファイリングボックス編「ユーザボックス／フォルダの管理」→
「ユーザボックスやフォルダの管理」→「ユーザボックスやフォルダ
の作成」

2BA0

用紙サイズ／カラーモード／解像度不正

指定された用紙サイズ、カラーモードまたは解像度は利用できません。設
定内容を確認してください。
 便利な機能 / 本体の設定編「いろいろなスキャンのしかた」→「便利
な使いかた」→「スキャン設定を変更する」

2BA1

2BB0

ジョブが取り消されました

ジョブが取り消されました。

電源障害がおこりました

電源ケーブルの接触不良、差し込み不足がないかを確認して、ジョブを再
度送信してください。

システムエラーが発生しました

電源を入れ直して、再度スキャンしてください。それでもエラーが発生す
る場合は、お客様相談センターへ連絡してください。

2BD0

ファイリングボックス復元中に電源障害が発生し
ました。

電源ケーブルの接触不良、差し込み不足がないかを確認して、ジョブを再
度送信してください。

2BE0

装置のパラメーターの取得に失敗しました

電源を入れ直してください。再度スキャンしてください。

2BF0

最大ページ数に達しました

エラーとなったジョブのページ数を減らして、再度実行してください。

最大ドキュメント数に達しました

ボックスまたはフォルダから文書を削除してください。
 ファイリングボックス編「本機による操作」→「文書の削除」
 ファイリングボックス編「文書の管理」→「文書の管理方法」→「文
書の削除」

最大フォルダ数に達しました

ボックスからフォルダを削除してください。
 ファイリングボックス編「本機による操作」→「ユーザボックス /
フォルダの管理」→「ユーザボックス / フォルダの削除」
 ファイリングボックス編「ユーザボックス／フォルダの管理」→
「ユーザボックスやフォルダの管理」→「ユーザボックスやフォルダ
の削除」

構文エラー、コマンドが認識できません

自局メールアドレスと宛先メールアドレスを確認してください。メール
サーバーが正常に動作しているかを確認してください。電源を入れ直し
て、再度実行してください。
 TopAccess 編「第 8 章：
［管理者］タブ」→「［セットアップ］項目
説明一覧」→「E メール設定」→「E メール設定」
 TopAccess 編「第 5 章：
［登録］タブ」→「［登録］タブの概要説明」
→「
［テンプレート］項目説明一覧」→「プライベートテンプレート
の詳細設定」→「E メール設定（プライベートテンプレート）
」
 TopAccess 編「第 5 章：
［登録］タブ」→「［登録］タブの概要説明」
→「
［Ｆ コード／ファクス受信転送（振分け）
］項目説明一覧」→
「宛先設定（メールボックス）」

パラメータあるいは引数における構文エラーが発
生しました

自局メールアドレスと宛先メールアドレスを確認してください。メール
サーバーが正常に動作しているかを確認してください。電源を入れ直し
て、再度実行してください。
 TopAccess 編「第 8 章：
［管理者］タブ」→「［セットアップ］項目
説明一覧」→「E メール設定」→「E メール設定」
 TopAccess 編「第 5 章：
［登録］タブ」→「［登録］タブの概要説明」
→「
［テンプレート］項目説明一覧」→「プライベートテンプレート
の詳細設定」→「E メール設定（プライベートテンプレート）
」
 TopAccess 編「第 5 章：
［登録］タブ」→「［登録］タブの概要説明」
→「
［Ｆ コード／ファクス受信転送（振分け）
］項目説明一覧」→
「宛先設定（メールボックス）」

2BB1
2BC0

2BF1

2BF2

1

2

3

ネットワーク設定

2500

2501

不良なコマンドシーケンスです

メールサーバーが正常に動作しているかを確認してください。電源を入れ
直して、再度実行してください。それでもエラーが発生する場合は、お客
様相談センターへ連絡してください。

インプリメントされていないコマンドパラメータ
です

メールサーバーが正常に動作しているかを確認してください。電源を入れ
直して、再度実行してください。それでもエラーが発生する場合は、お客
様相談センターへ連絡してください。

2503

2504
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5

6

7
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エラーコード

1

発生の状況
メールボックスを利用できません

送信先の E メールアドレスが正しいことを確認してください。
メールサー
バーのメールボックスのアクセス権を確認してください。
 TopAccess 編「第 5 章：
［登録］タブ」→「［登録］タブの概要説明」
→「
［Ｆ コード／ファクス受信転送（振分け）
］項目説明一覧」→
「宛先設定（メールボックス）」

ユーザーがローカルではありません

送信先の E メールアドレスが正しいことを確認してください。
メールサー
バーが正常に動作しているかを確認してください。
 TopAccess 編「第 5 章：
［登録］タブ」→「［登録］タブの概要説明」
→「
［Ｆ コード／ファクス受信転送（振分け）
］項目説明一覧」→
「宛先設定（メールボックス）」

システムに十分な容量がありません

メールボックスに対してファイルが大きすぎます。メールサーバーのメー
ルボックスサイズを確認してください。テキストモードか低解像度で再送
信してください。それでもエラーが発生する場合は、ドキュメントを分割
してから再送信してください。
 便利な機能 / 本体の設定編「いろいろなスキャンのしかた」→「便利
な使いかた」→「スキャン設定を変更する」→「解像度を指定する」

メールボックス名が許可されていません

メールサーバーのメールボックス名に不正文字がないか確認してくださ
い。

2550

2551

2
2552

2553

対処方法

3

5

6

7

- 62 -

2

1

メンテナンス
2

メンテナンスユニットの無償提供について ····························· 64
消耗品・メンテナンスユニットを交換する ····························· 65
本機のお手入れ············································································ 82
本機を移動・輸送する ································································ 88

3

メンテナンスユニットの無償提供について

● メンテナンスユニットの無償提供について
1

ご購入日から起算して 5 年以内にメンテナンスユニット（定
着器ユニット、ベルトユニット、給紙ローラー）が規定の交
換寿命を迎えた場合、交換品を無償で提供します。
メンテナンスユニットの無償提供の利用方法については、別
冊の「製品の保証・メンテナンス品の無償提供・お客様サ
ポート」または OKI データホームページ（http://
www.okidata.co.jp/）をご覧ください。

2

3

5

6

7
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● 消耗品・メンテナンスユニットを交換する
1

トナーカートリッジの交換

 紙づまりの処置やトナーカートリッジを交
換するときは、トナーで衣服や手などを汚さ
ないように注意してください。トナーが手な
どの皮膚についた場合は、石鹸水でよく洗い
流してください。
 衣服についた場合は、冷水で洗い流してくだ
さい。温水で洗うなど加熱するとトナーが布
に染み付き、汚れが取れなくなることがあり
ます。
 トナーカートリッジを分解しないでくださ
い。トナーが飛び散り、トナーを吸い込んで
しまったり、服や手を汚す原因となります。

警告
 トナーまたは、トナーカートリッジを火中に
投入しないでください。トナーがはねて、や
けどの原因になります。
 トナーカートリッジを、火気のある場所に保
管しないでください。引火して、火災ややけ
どの原因になります。
 こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取らな
いでください。こぼれたトナーを電気掃除機
で吸い取ると、電気接点の火花などにより発
火する可能性があります。床などにこぼれて
しまったトナーは、ぬれた布などでふき取っ
てください。

 使用済みのトナーカートリッジは、トナーが
飛び散らないように袋に入れて保管してく
ださい。

2

3

 トナーをこぼした場合は、ぬれた布などでふ
き取ってください。

 機械内部には高温の部分があります。「高温
注意」のラベルの貼ってある周辺には触れな
いでください。

トナーカートリッジ交換の目安

 トナーおよびトナーカートリッジは、子供の
手に触れないようにしてください。もし、子
供が誤ってトナーを飲み込んだ場合は、直ち
に医師の診断を受けてください。
 トナーを吸い込んだ場合は、多量の水でうが
いをし、空気の新鮮な場所に移動してくださ
い。必要に応じて医師の診断を受けてくださ
い。
 トナーが手などの皮膚についた場合は、石鹸
水でよく洗い流してください。

トナーカートリッジが寿命になると、タッチパネルにメッ
セージが表示されますので、交換準備をしてください。その
まま約 200 枚印刷を続けると、メッセージが切り替わりま
す。
トナーカートリッジが寿命になり、印刷が停止したら、ト
ナーカートリッジを交換してください。

5
 トナーカートリッジの寿命は、使用環境により異なります。

 トナーが目に入った場合は、直ちに大量の水
で洗浄してください。必要に応じて医師の診
断を受けてください。

6

 トナーを飲み込んだ場合は、大量の水を飲ん
でトナーをうすめてください。必要に応じて
医師の診断を受けてください。

7
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(2) トナーカートリッジの青いレバーを矢印
の方向に止まるまで回します。

トナーカートリッジを交換する
1

使用できるトナーカートリッジについては以下を参照くださ
い。
 P.92「消耗品・メンテナンス品・オプション・推奨紙の
ご案内」

1

レバー

ハンドルを持ち、スキャナ部を持ち上げます。
スキャナ部

2

レバーの位置は次のとおりです。
トナーカートリッジを外す位置

ハンドル

3

2

トップカバーオープンボタンを押し、トップカ
バーを開けます。

注意

トナーカートリッジを取り付けた状態

やけどのおそれがあります。

定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。

5

(3) トナーカートリッジの右側（青いレバー
側）を持って、持ち上げて、本機から外し
ます。

トップカバー

 トナーカートリッジの青いレバーと反対側にはト
ナーカートリッジに内部にポストが差し込まれて
います。無理に引き抜くと、ポストが破損するこ
とがあるため、トナーカートリッジを外す際には
気をつけてください。

トップカバーオープン
ボタン

6
 トップカバーは奥までしっかり開けてください。

3
7

使用済みのトナーカートリッジを取り出しま
す。

警告

使用済みトナーカートリッジは絶対に火の中に
入れないでください。中に入っているトナーが
飛び散り爆発し、やけどのおそれがあります。

(1) 使用済みのトナーカートリッジをラベル
の色で確認します。
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(7) トナーカートリッジのレバーを矢印の方
向に止るまで回します。

(4) トナーカートリッジを本機から取り外し
ます。

トナーカー
トリッジ

 トナーカートリッジを交換時に遮光フィルムにト
ナーを落とした場合は、LED レンズにトナーが
つく可能性があります。柔らかいティッシュぺー
パーで拭きとってください。

溝

1

カートリッジ
ガイド
レバー

遮光フィルム
イメージドラム
穴
カートリッジ

4

 トナーカートリッジを無理に本機に押し込まない
でください。きちんと入らないときは、トナー
カートリッジのレバーとイメージドラムカート
リッジのラベルの色が合っているか確認してくだ
さい。色が一致しないとトナーカートリッジはき
ちんと取り付けられないようになっています。
 トナーカートリッジがきちんと固定されていない
と、印刷品質が低下することがあります。
 トナーがきちんと入らないときは、トナーカート
リッジのテープをきちんと剥がしているか確認し
てください。

新しいトナーカートリッジをセットします。
(1) 新しいトナーカートリッジを包装袋から
取り出し、色が正しいことを確認します。
(2) 縦と横にゆっくりと数回振ります。

5
トナーカートリッジ

(3) トナーカートリッジを水平にして、テープ
をゆっくりとはがします。

2

3

柔らかいティッシュぺーパーで LED ヘッドの
レンズ面を軽く拭きます。

 LED ヘッドケーブルには手を触れないでください。
 メチルアルコールやシンナーなどの溶剤は、LED ヘッ
ドを傷めますので使用しないでください。

5

LED ヘッド
テープ

(4) ト ナ ー カ ー ト リ ッ ジ の ラ ベ ル の 色 と イ
メージドラムカートリッジのラベルの色
が合っていることを確認します。
(5) カートリッジのテープをはがした面が下
になるようにします。トナーカートリッジ
の左側にある穴をイメージドラムカート
リッジのポストに合わせませす。
(6) トナーカートリッジの右側をあわせて、
しっかり押し込みます。
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6

7
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6

トップカバーを閉じます。

イメージドラムカートリッジの交換

1

警告
 トナーまたは、トナーカートリッジを火中に
投入しないでください。トナーがはねて、や
けどの原因になります。
 トナーカートリッジを、火気のある場所に保
管しないでください。引火して、火災ややけ
どの原因になります。

トップカバー

2

 機械内部には高温の部分があります。「高温
注意」のラベルの貼ってある周辺には触れな
いでください。

 トナーカートリッジを交換しても、
［トナーを交換して
ください］のメッセージが消えないときは、トナーカー
トリッジを取り付け直してください。

3

7

 トナーおよびトナーカートリッジは、子供の
手に触れないようにしてください。もし、子
供が誤ってトナーを飲み込んだ場合は、直ち
に医師の診断を受けてください。
 トナーを吸い込んだ場合は、多量の水でうが
いをし、空気の新鮮な場所に移動してくださ
い。必要に応じて医師の診断を受けてくださ
い。
 トナーが手などの皮膚についた場合は、石鹸
水でよく洗い流してください。

スキャナ部を元の位置に戻します。
スキャナ部

 トナーが目に入った場合は、直ちに大量の水
で洗浄してください。必要に応じて医師の診
断を受けてください。

5

8

 トナーを飲み込んだ場合は、大量の水を飲ん
でトナーをうすめてください。必要に応じて
医師の診断を受けてください。

使用済みのトナーカートリッジの回収にご協
力ください。
詳しくは、別冊の「製品の保証・メンテナンス品の無償
提供・お客様サポート」を参照してください。

6

 紙づまりの処置やトナーカートリッジを交
換するときは、トナーで衣服や手などを汚さ
ないように注意してください。トナーが手な
どの皮膚についた場合は、石鹸水でよく洗い
流してください。
 衣服についた場合は、冷水で洗い流してくだ
さい。温水で洗うなど加熱するとトナーが布
に染み付き、汚れが取れなくなることがあり
ます。
 トナーカートリッジを分解しないでくださ
い。トナーが飛び散り、トナーを吸い込んで
しまったり、服や手を汚す原因となります。

 やむを得ず使用済みトナーカートリッジを処分する場
合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体
の指示に従って廃棄してください。

7

 使用済みのトナーカートリッジは、トナーが
飛び散らないように袋に入れて保管してく
ださい。
 トナーを床などにこぼしてしまった場合は、
トナーが飛び散らないよう、濡れた雑巾で丁
寧に拭き取ってください。
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2

イメージドラムカートリッジ交換の目安
イメージドラムカートリッジが寿命になると、タッチパネル
に［＊イメージドラムの寿命が近づいています］（＊は各色を
表わします）のメッセージが表示され、新しいイメージドラ
ムカートリッジを準備する時期であることを通知します。そ
のまま印刷を続けると［＊イメージドラムを交換してくださ
い］（＊は各色を表わします）を表示して印刷を停止します。

トップカバーオープンボタンを押し、トップカ
バーを開けます。

注意

やけどのおそれがあります。

1

定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。

 メッセージ［イメージドラムの寿命が近づいています］が
表示された後、メッセージ［イメージドラムを交換してく
ださい］が表示されるまで継続して印刷できます。
 トナーがほとんど無くなっている場合には、トップカバー
を開閉しても印刷を再開できない可能性があります。

2

トップカバー
 開封後 1 年以上経過すると印刷品質が低下しますので、新
しいイメージドラムカートリッジを使用してください。
 メッセージ［トップカバーを開閉してください］が表示さ
れた後でも、トップカバーを開いて、閉じることにより、ト
ナーがまだある場合には継続して印刷できます。
 メッセージ［トップカバーを開閉してください］が表示さ
れた後でトナーが残り少なくなった場合、継続して印刷す
る場合には同じメッセージが表示されます。ご使用の設定
により、メッセージ［トップカバーを開閉してください］が
表示される前にトナーが残り少なくなる場合があります。
 封筒、はがき、ラベル紙、厚い紙の場合、モノクロ印刷で
もカラードラムを消費する場合があります。
 管理設定メニューから［管理者設定］>［機器設定］>［ス
テータスメッセージ］>［消耗品のニアライフ表示］と移動
し、それを［無効］と設定している場合、メッセージ［イ
メージドラムの寿命が近づいています］は表示されなくな
ります。
 商品本来の性能を発揮させるために、沖データ純正の消耗
品をご使用ください。
 純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下を
はじめ本来の性能を発揮できない場合があります。純正品
以外の消耗品を使用して生じた不具合の対応は、保証外ま
たは保守契約外となります。
（純正品以外の消耗品の使用が
全て不具合を起こすわけではありませんが、ご使用にあ
たっては十分にご留意ください。）

3
トップカバーオープン
ボタン

 トップカバーは奥までしっかり開けてください。

3

使用済みのイメージドラムカートリッジを取
り出します。
(1) 交換するイメージドラムカートリッジを
ラベルの色で確認します。
(2) トナーカートリッジをつけたまま、イメー
ジドラムカートリッジを取り出します。
5
イメージドラム
カートリッジ

イメージドラムカートリッジの交換

6

使用できるイメージドラムカートリッジについては以下を参
照ください。
 P.92「消耗品・メンテナンス品・オプション・推奨紙の
ご案内」

1

警告

ハンドルを持ち、スキャナ部を持ち上げます。

4

使用済みイメージドラムカートリッジとト
ナーカートリッジは絶対に火の中に入れな
いでください。中に入っているトナーが飛
び散り爆発し、
やけどのおそれがあります。

新しいイメージドラムカートリッジを準備し
ます。

スキャナ部
 イメージドラムを傾けないでください。トナーがこぼ
れる場合があります。
 イメージドラム（緑の筒の部分）は、非常に傷つきや
すいため取り扱いには十分注意してください。
 イメージドラムカートリッジは、直射日光や強い光（約
1500 ルクス以上）に当てないでください。室内の照
明の下でも 5 分間以上は放置しないでください。

ハンドル
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7

消耗品・メンテナンスユニットを交換する

(1) イメージドラムカートリッジを新聞紙の
上に置きます。
(2) 保護シートを止めているテープをはがし、
矢印の方向にそっと引き抜きます。

1

保護シート

保護シート

 新しいトナーカートリッジをセットする場合

(1) 新しいトナーカートリッジを包装袋から
取り出します。

 新しいトナーカートリッジの色が正しいことを確認し
てください。

(2) 縦と横にゆっくりと数回振ります。
2

テープ

(3) 乾燥剤を取り外します。
乾燥剤

トナーカートリッジ

(3) トナーカートリッジを水平にして、テープ
をゆっくりとはがします。

3

5

トナーカートリッジをイメージドラムカート
リッジに取り付けます。
 今まで使用していたトナーカートリッジをセッ
トする場合

テープ

新しいトナーカートリッジをセットする場合の（4)〜（8)
の手順で取り付けてください。

(4) ト ナ ー カ ー ト リ ッ ジ の ラ ベ ル の 色 と イ
メージドラムカートリッジのラベルの色
が合っていることを確認します。
(5) イメージドラムカートリッジからトナー
カバーを取り外します。

 引き続き使用する場合には、新しいトナーカートリッ
ジを使用する前に使い切ってください。
 トナーカートリッジを縦と横に数回振る手順は不要で
す。

突起

5

6

7

トナーカバー
 現在使用しているトナーカートリッジをセットするこ
とも可能ですが、以下の理由により、新しいトナーカー
トリッジを使用されることを推奨します。
- 今まで使用していたトナーカートリッジが開封後
1 年以上経過している場合は、印刷品質が低下す
る可能性があります。
- 新しいイメージドラムカートリッジ内にはトナー
が入っていないため、トナーカートリッジをを
セットすると、トナーカートリッジからトナーが
充填されます。そのため、残量の少ないトナー
カートリッジをセットした場合、すぐに「トナー
がありません」のメッセージが表示される場合が
あります。
- 今まで使用していたトナーカートリッジをセット
した場合、トナー残量表示が不正確となります。
 今まで使用していたトナーカートリッジをセットする
場合は、新しいイメージドラムカートリッジに同梱さ
れているトナーカートリッジの保管について、以下に
ご注意ください。
- トナーカートリッジが入っていた箱の中に保管し、
使用をするまでは袋を破らないこと
- 直射日光に当てないこと
- 高温多湿を避けること
- 水平に置くこと（トナーが片寄ってしまい、印字
障害が発生する可能性があります。）
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(6) カートリッジのテープをはがした面を下
になるようにします。トナーカートリッジ
の左端の穴をイメージドラムカートリッ
ジのポストに揃えます。
(7) トナーカートリッジの右側をしっかり押
し込みます。

消耗品・メンテナンスユニットを交換する

8

(8) トナーカートリッジの青いレバーを矢印
の方向に止るまで回します。

スキャナ部を元の位置に戻します。
スキャナ部

1

2
 トナーカートリッジを無理に本機に押し込まない
でください。きちんと入らないときは、トナー
カートリッジのレバーとイメージドラムカート
リッジのラベルの色が合っているか確認してくだ
さい。色が一致しないとトナーカートリッジはき
ちんと取り付けられないようになっています。
 トナーカートリッジがきちんと固定されていない
と、印刷品質が低下することがあります。
 トナーがきちんと入らないときは、トナーカート
リッジのテープをきちんと剥がしているか確認し
てください。

6

 イメージドラムカートリッジを交換しても、
［イメージ
ドラムを交換してください］のメッセージが消えない
ときは、イメージドラムカートリッジを取り付け直し
てください。

9

イメージドラムカートリッジをセットします。
(1) イメージドラムカートリッジのラベルの
色と本機のラベルの色が合っていること
を確認します。
(2) イ メ ー ジ ド ラ ム カ ー ト リ ッ ジ を 静 か に
セットします。

使用済みのイメージドラムカートリッジの回
収にご協力ください。

3

詳しくは、別冊の「製品の保証・メンテナンス品の無償
提供・お客様サポート」を参照してください。

 やむを得ず使用済みイメージドラムカートリッジを処
分する場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例
や自治体の指示に従って廃棄してください。

イメージドラム
カートリッジ

5

7

トップカバーを閉じます。

6

トップカバー

7
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消耗品・メンテナンスユニットを交換する

2

定着器ユニットの交換
1

2

ハンドルを持ち、スキャナ部を持ち上げます。

スキャナ部

定着器ユニット交換の目安
定着器ユニットが寿命になると、タッチパネルに［定着器の
交換時期です］のメッセージが表示され、新しい定着器ユ
ニットを準備する時期であることを通知します。そのまま印
刷を続けると［定着器を交換してください］のメッセージが
表示され、印刷を停止します。
定着器ユニット交換の目安は、A4 サイズの用紙（片面印刷
時）で約 60,000 枚です。

ハンドル

3

［定着器の交換時期です］が表示された後、［定着器を交換
してください］が表示されるまで継続して印刷できます。

トップカバーオープンボタンを押し、トップカ
バーを開けます。

注意

やけどのおそれがあります。

定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。

3

［ 定着器を交換してください］表示の後も、トップカバーを
開閉すると印刷を続けることはできますが、本機の問題や
紙づまりの原因となります。できるだけ早めに交換するこ
とをお勧めします。

定着器ユニットを交換する
使用できる定着器ユニットについては以下を参照ください。
 P.92「消耗品・メンテナンス品・オプション・推奨紙の
ご案内」

1
5

トップカバー

「ピッ」という音が聞こえるまで、[ 電源 ] ボタ
ンを押します。「シャットダウン中です」とい
うメッセージがしばらく表示されます。表示が
消えたら、電源スイッチを OFF にします。

トップカバーオープン
ボタン

 トップカバーは奥までしっかり開けてください。

 いきなり電源スイッチを切らないでください。故障の
原因となります。

4

使用済みの定着器ユニットを取り出します。

やけどのおそれがあります。
6

定着器ユニットは高温になっています。手を触れないよう十分注
意をしてください。熱いときは無理をせず、冷めるまで待ってから
作業を行ってください。

7
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(1) 青色の定着器ユニット左右の固定レバーを
矢印の方向へ起します。定着器ユニットの
ハンドルを持ち、引き上げて取り出します。

(5) 定着機ユニット左右の固定レバー（青色）
を押して、固定します。
定着器ユニット固定レバー（青色）

LED ヘッド

定着器
ユニット固定
レバー（青色）

定着器
ユニット固定
レバー
（青色）

1

定着器
ユニット固定
レバー
（青色）

2

6

トップカバーを閉じます。

 LED ヘッドに当たらないように注意してください。

5

3

新しい定着器ユニットをセットします。
(1) 新しい定着器ユニットを包装袋から取り
出します。
(2) 定着器ユニットのレバー（青色）を矢印の
方向へ押し下げながら、ストッパリリース
（オレンジ色）を取り外します。

トップカバー

定着器ユニットのレバー（青色）

7

ストッパリリース
（オレンジ色）

スキャナ部を元の位置に戻します。
スキャナ部

5
 ストッパリリースはプリンタを長時間使用しない
ときや、輸送するときに使います。必ず保管して
ください。

(3) 定着機ユニット左右の固定レバー（青色）
を矢印の方向に起こします。
(4) 定着器ユニットのハンドルを持ち、定着器
ユニットを本機の中へ静かに入れます。
定着器ユニット固定レバー（青色）

6

8

使用済みの定着器ユニットの回収にご協力く
ださい。
詳しくは、別冊の「製品の保証・メンテナンス品の無償
提供・お客様サポート」を参照してください。

定着器
ユニット固定
レバー
（青色）

7
 やむを得ず使用済み定着器ユニットを処分する場合
は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の
指示に従って廃棄してください。

ハンドル
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2

ベルトユニットの交換
1

2

ハンドルを持ち、スキャナ部を持ち上げます。
スキャナ部

ベルトユニット交換の目安
ベルトユニットの交換時期になると、タッチパネルに［ベル
トの交換時期です］のメッセージが表示され、新しいベルト
ユニットを準備する時期であることを通知します。そのまま
印刷を続けると［ベルトを交換してください］を表示し印刷
を停止しますので、新しいベルトユニットに交換してくださ
い。

ハンドル

3

ベルトユニット交換の目安は、A4 サイズの用紙（片面印刷
時）で約 60,000 枚です。
ただし、これは一般的な使用状況で印刷した場合（一度に 3
枚ずつ）の枚数です。1 枚ずつ印刷する場合には、約半分で
ベルトユニットの寿命になります。

トップカバーオープンボタンを押し、トップカ
バーを開けます。

注意

やけどのおそれがあります。

定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。

3

 メッセージ［ベルトの交換時期です］が表示された後、
［ベ
ルトを交換してください］が表示されるまで継続して印刷
できます。

「ベルトを交換してください」表示の後も、トップカバーを
開閉するとしばらくは印刷を続けることはできますが、で
きるだけ早めにベルトユニットを交換することをお勧めし
ます。

トップカバー

ベルトユニットの交換
トップカバーオープン
ボタン

使用できるベルトユニットについては以下を参照ください。
 P.92「消耗品・メンテナンス品・オプション・推奨紙の
ご案内」

4

5

1

6

「ピッ」という音が聞こえるまで、[ 電源 ] ボタ
ンを押します。「シャットダウン中です」とい
うメッセージがしばらく表示されます。表示が
消えたら、電源スイッチを OFF にします。

古いベルトユニットを取り出します。
(1) イメージドラムカートリッジ（4 個）を取
り出し、テーブルまたは平らな面の上に置
きます。

イメージドラム
カートリッジ

 いきなり電源スイッチを切らないでください。故障の
原因となります。

(2) 取り出したイメージドラムカートリッジ
に黒い紙をかぶせます。
7
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消耗品・メンテナンスユニットを交換する

(3) 青色のロックレバーを矢印 の方向に回転
し、ベルトユニットが確実に固定されたこ
とを確認します。

(3) 青色のロックレバー（2ヶ所）を矢印
の方向に回転し、ベルトユニットのロック
を解除します。レバー（青色）を持ち、ベ
ルトユニットを取り外します。
ロックレバー
（青色）

1

ロック
レバー
（青色）
ロックレバー
（青色）

ロックレバー
（青色）

2

ベルトユニット

(4) イメージドラムカートリッジ（4 個）を静
かに本機に戻します。
 イメージドラム（緑の筒の部分）は、非常に傷つきや
すいため、取り扱いには十分注意してください。
 イメージドラムカートリッジは直射日光や強い光（約
1500 ルクス以上）に当てないでください。室内の照
明の下でも 5 分間以上は放置しないでください。

警告

5

3
イメージドラム
カートリッジ

↪ᷣߺࡌ࡞࠻࡙࠾࠶࠻ߪ⛘ኻߦἫߩ
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ߩ߅ߘࠇ߇ࠅ߹ߔޕ

新しいベルトユニットをセットします。
(1) 新しいベルトユニットを包装袋から取り
出します。
(2) ベルトユニットのレバー（青色）を持ち、
ベルトユニットをセットします。

6

ベルトユニット

5

トップカバーを閉じます。

レバー（青色）

6
トップカバー

7
 イメージドラムカートリッジがセットできなかった
り、トップカバーが閉まらない場合は、ロックレバー
（2 カ所）の位置を確認してください。
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消耗品・メンテナンスユニットを交換する

7

スキャナ部を元の位置に戻します。

給紙ローラーを交換します

スキャナ部

1

使用できる給紙ローラーについては以下を参照ください。
 P.92「消耗品・メンテナンス品・オプション・推奨紙の
ご案内」
給紙ローラーを清掃しても給紙ミスが頻発する場合、給紙
ローラーを交換します。
トレイ 1、トレイ 2 ／トレイ 3（オプション）では、給紙
ローラーを 3ヶ交換します。
マルチパーパストレイでは、給紙ローラー 1ヶを交換します。
交換の目安は、各トレイとも、約 120,000 枚です。
（使用
環境や用紙によって異なります。）

2

トレイ１、トレイ 2 ／トレイ 3（オプ
ション）の場合

 ベルトの交換直後に異常な音がする場合は、ベルトを
取り付け直してください。
 ベルトの交換直後にトナーセンサーエラーが起きた場
合には、ベルトをロックしているかどうかを確認して
ください。

3

8

給紙ローラーセット

使用済みのベルトユニットの回収にご協力く
ださい。
詳しくは、別冊の「製品の保証・メンテナンス品の無償
提供・お客様サポート」を参照してください。
給紙ローラー
（ギヤ付）

給紙ローラー
（ギヤなし）

分離ローラー

バネ

 やむを得ず使用済みベルトユニットを処分する場合
は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の
指示に従って廃棄してください。
 給紙ローラーは必ず３個とも交換してください。
ここではトレイ 1 の給紙ローラーを交換する場合を例にして
います。

5

1

6

7
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プリンタの電源を切り、トレイの用紙トレイを
引き抜きます。

消耗品・メンテナンスユニットを交換する

2

手前の給紙ローラーの爪を外側に広げながら、
軸から外し、奥側の給紙ローラーのシャフトを
下に引いて外します。

6

用紙トレイのローラーを交換します。
(1) 用紙トレイの両側の爪を内側に押し、カ
バーを開けます。

2 個とも外します。

1

爪

カバー

2

3

新しい給紙ローラー ( ギヤ付 ) を奥側の軸にさ
し、回しながら奥までしっかり差し込んでセッ
トします。

3

分離ローラー

(2) 分離ローラーを斜め下方向へ押し出し、取
り外します。

4

新しい給紙ローラー（ギヤなし）を手前側の軸
にさし、回しながら奥までしっかり差し込んで
セットします。
5

5

(3) 新しい部品を準備します。
(4) 分離ローラーにバネを取り付けます。

ローラーが抜けないか、確認します。

6

分離ローラー
バネ
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7

消耗品・メンテナンスユニットを交換する

(5) 分離ローラーのバネを用紙トレイの図に
合わせます。

(8) カバーを閉じます。

1

 分離ローラーが正しくセットされていないとカ
バーが閉じません。

カバー

2

(6) 分離ローラーのくぼみと用紙トレイの突
起の位置を合わせます。

3

(9) カバーの爪（2ヶ所）の周辺を押し、爪が
確実に用紙トレイに引っかかっているこ
とを確認します。

 ここではまだ、突起をくぼみにはめ込まないでく
ださい。
用紙トレイ
突起
分離ローラー

くぼみ

(7) 分離ローラーを用紙トレイに押し付け、分
離ローラーを手前に押し上げるようにし
ながら、突起をくぼみにはめ込みます。
5

突起

爪

用紙カセット

くぼみ

(10)ローラーを押し、上下に動くことを確認し
ます。

分離ローラー

6

7

用紙トレイをプリンタにもどします。

8

使用済みの給紙ローラーの回収にご協力くだ
さい。
詳しくは、別冊の「製品の保証・メンテナンス品の無償
提供・お客様サポート」を参照してください。

7
 やむを得ず使用済み給紙ローラーを処分する場合は、
ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示
に従って廃棄してください。
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4

マルチパーパストレイの場合

給紙ローラーを手前に回しながら取り出しま
す。

使用できる給紙ローラーについては以下を参照ください。
 P.92「消耗品・メンテナンス品・オプション・推奨紙の
ご案内」

1

給紙ローラーセット（MPT 用）

（予備）

5

新しい給紙ローラーをセットします。

2

 給紙ローラーセット（マルチパーパストレイ用）には給紙
ローラーが 2 個入っていますが、給紙ローラーを交換する
ときは給紙ローラー 1 個を使用してください。もう 1 個の
給紙ローラーは予備として保管ください。

1

プリンタの電源を切ります。

2

マルチパーパストレイを開き、用紙サポータを
広げます。

3

 給紙ローラーは下の図の向きにセットします。
細い、長い

（左）

用紙サポータ
マルチパーパストレイ

3

給紙ローラーカバーの突起を押しながら、開き
ます。

太い、短い

（右）

6

給紙ローラーが固定されていることを確認し、
給紙ローラーカバーを閉じます。

7

用紙サポータをたたみ、マルチパーパストレイ
を閉じます。

8

使用済みの給紙ローラーの回収にご協力くだ
さい。

5

詳しくは、別冊の「製品の保証・メンテナンス品の無償
提供・お客様サポート」を参照してください。
 マルチパーパストレイのカバーの手前の部分が上がっ
ていたら、押し下げてからカバーを開きます。
 やむを得ず使用済み給紙ローラーを処分する場合は、
ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自治体の指示
に従って廃棄してください。

6

給紙ローラーカバー
の突起

7
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1

フィニッシャ用ステイプルカートリッ
ジの交換（MC780dnf 用）

4

カートリッジを取り出します。

5

透明なケースを押し上げ、カートリッジから空
のケースを取り外します。

使用できるステイプルカートリッジについては以下を参照く
ださい。
 P.92「消耗品・メンテナンス品・オプション・推奨紙の
ご案内」

2

1

「ピッ」という音が聞こえるまで、[ 電源 ] ボタ
ンを押します。「シャットダウン中です」とい
うメッセージがしばらく表示されます。表示が
消えたら、電源スイッチを OFF にします。

2

 いきなり電源スイッチを切らないでください。故障の
原因となります。

3

1
1

2
5

3

ケース

6

カートリッジに新しいケースを取り付けます。

7

透明なケースを押し下げ、シールを引き抜きま
す。

ハンドルを持ち、スキャナ部を持ち上げます。

スキャナ部

ハンドル

1

6

3

フィニッシャの背面カバーを開けます。

2
7

カバー
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消耗品・メンテナンスユニットを交換する

8

新しいカートリッジをセットします。
1

2

9

フィニッシャカバーを閉じます。

3

10 スキャナ部を元の位置に戻します。

5

11 使用済みステイプルカートリッジの回収にご
協力ください。
詳しくは、別冊の「製品の保証・メンテナンス品の無償
提供・お客様サポート」を参照してください。

6
 やむを得ず使用済みステイプルカートリッジを処分す
る場合は、ポリ袋などに入れて、必ず地域の条例や自
治体の指示に従って廃棄してください。

7
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本機のお手入れ

● 本機のお手入れ
1

本機表面を清掃する

ガラス面を清掃する

 ベンジンや塗料用シンナーは、本機のプラスチック部分や
塗装を傷める場合がありますので、使用しないでください。

2

1

ガラス面が汚れていると、相手側での受信文書やコピーに黒
いすじが発生したり、汚れが印刷されたりします。印刷品質
を保持するために、1 カ月に 1 度はガラス面を清掃してくだ
さい。

本機の電源を切ります。
 ベンジンや塗料用シンナーは、本機のプラスチック部分や
塗装を傷める場合がありますので、使用しないでください。

 いきなり電源スイッチを切らないでください。故障の
原因となります。

1

(1)「ピッ」
という音が聞こえるまで、[ 電源 ] ボ
タンを押します。

スキャナ部を開きます。

3

スキャナ部

(2)「シャットダウン中です」というメッセー
ジがしばらく表示されます。その後、表示
が消えます。
(3) 電源スイッチを OFF にします。
5

2

2

水で少しぬらした柔らかい布をよく絞り、ガラ
ス面と原稿押さえ板を拭きます。
原稿押さえ板

本機の表面をきれいにします。

 水または中性洗剤以外は使用しないでください。
 本機の部品は油をさす必要はありません。注油しない
でください。

6

ガラス面

3

スキャナ部を閉じます。

 汚れがひどい場合は、中性洗剤を少し含ませて拭いた後、水
を含ませよく絞った布でもう一度拭いてください。

7

(1) 水または中性洗剤を含ませて、かたく絞っ
た布で拭きます。
(2) 柔らかい乾いた布で拭きます。
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3

原稿搬送ローラーと原稿押さえロー
ラーを清掃する

内部カバーを開きます。
ローラーを柔らかい湿った布で清掃します。
ローラー

原稿搬送ローラーが汚れていると、黒い点やスジが相手側で
の受信文書やコピーに入ってしまう場合があります。また、
原稿づまりや異音の発生の原因となることがあります。

1
内部カバー

原稿押さえローラーが汚れていると、黒い点やスジが相手側
での受信文書やコピーに入る原因となります。
きれいな画質で、スムーズに原稿を送るために、1 カ月に１
度は清掃してください。

2

 ベンジンや塗料用シンナーは、本機のプラスチック部分や
塗装を傷める場合がありますので、使用しないでください。

1

4

原稿カバーオープンレバーを引いて、原稿カ
バーを開きます。
原稿カバーオー
プンレバー

3
原稿カバー

5
2

原稿カバーを閉じます。
(1) 内部カバーを閉じます。
(2) 原稿カバーを閉じます。

原稿押さえローラーを清掃します。
(1) スキャナ部を開けます。

原稿搬送ローラーを清掃します。
(1) 水で少しぬらした柔らかい布をよく絞り、
ローラーを拭きます。

スキャナ部

5

原稿カバー
ローラー

6

ローラー

(2) レバーを引いて原稿押さえパッドを開け
ます。
レバー
 ローラーを手で回しながら、ローラー全面を拭い
てください。
（1 方向にしか回らないローラーもあ
ります。）
 汚れがひどい場合は、中性洗剤を少し含ませて拭
いた後、水を含ませよく絞った布でもう一度拭い
てください。

7
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(3) 水で少しぬらした柔らかい布をよく絞り、
ローラーを拭きます。
1

ローラー
ローラー

2

(4) 原稿押さえパッドを元の位置に戻します。

3

6

スキャナ部を閉じます。

スキャナ部

5

6

7

- 84 -

本機のお手入れ

2

給紙ローラーを清掃する

1

紙詰まりが頻繁に起こるときは、給紙ローラーやパッドを清
掃してください。

 マルチパーパストレイ（MP トレイ）の前部が上がって
いるときは、カバーを開く前に下げてください。

トレイを清掃するとき

1
2

突起部を押して、給紙ローラーカバーを開きま
す。

カセットを引き出します。
水で少しぬらした柔らかい布をよく絞り、給紙
ローラー（2 箇所）を拭きます。

給紙ローラーカバー

3
給紙ローラー

2

給紙ローラーを手前に回転させながら、取り外
します。
3

給紙ローラー

3

水で少しぬらした柔らかい布をよく絞り、ロー
ラーを拭きます。

4

給紙ローラーを、水を含ませて絞った布で拭き
ます。

5

給紙ローラーをセットし、ローラーが固定され
ていることを確認します。

ローラー

5

マルチパーパストレイ（MP トレイ）を清
掃するとき

1

マルチパーパストレイ（MPトレイ）を開き、
用紙サポーターを引き出します。

6
7

給紙ローラーカバーを閉じます。
用紙サポーターを倒しマルチパーパストレイ
（MP トレイ）を閉じます。

6

マルチパーパスト
レイ（MP トレイ）

7
用紙サポーター
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3

LED ヘッドを清掃する
1

印刷時に白いスジが入ったり、消えたり、または文字がにじ
む場合は LED ヘッドを清掃してください。

1

トップカバーオープンボタンを押し、トップカ
バーを開けます。

注意

本機の電源を切ります。

やけどのおそれがあります。

定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。

 いきなり電源スイッチを切らないでください。故障の
原因となります。

(1)「ピッ」
という音が聞こえるまで、[ 電源 ] ボ
タンを押します。

2

トップカバー

3
トップカバーオープ
ンボタン

(2)「シャットダウン中です」というメッセー
ジがしばらく表示されます。その後、表示
が消えます。
(3) 電源スイッチを OFF にします。

2

 トップカバーは奥までしっかり開けてください。

4

柔らかいティッシュペーパーで LED ヘッドの
レンズ面を軽く拭きます。

ハンドルを持ち、スキャナ部を持ち上げます。
LED ヘッド
スキャナ部
ハンドル

LED ヘッドレンズ

5

6

 LED ヘッドケーブルには手を触れないでください。
 メチルアルコールや塗装用シンナーなどの溶剤は、
LED ヘッドを傷めますので使用しないでください。

7
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5

トップカバーを閉じます。
1

トップカバー

2

6

スキャナ部を元の位置に戻します。
3
スキャナ部

5

6

7
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本機を移動・輸送する

● 本機を移動・輸送する
1

増設トレイユニットを装着した本機につい
て

本機を移動する

1

本機の電源を切ります。

本機を移動する前に、転倒防止フットを取り外してから、
キャスター（2 箇所）を解除してください。
本機を移動したら、キャスターをロックし、転倒防止フット
を元の位置に戻します。
詳しくは、設置編を参照してください。

 いきなり電源スイッチを切らないでください。故障の
原因となります。

2

(1)「ピッ」
という音が聞こえるまで、[ 電源 ] ボ
タンを押します。

3

(2)「シャットダウン中です」というメッセー
ジがしばらく表示されます。その後、表示
が消えます。
(3) 電源スイッチを OFF にします。

5

2

以下の部品を取り外します。

3

必ず 3 人以上で持ち、移動します。

 電源コードとアース線を抜きます。
 すべてのケーブルを取り外します。
 トレイから用紙をすべて取り除きます。

6

7
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本機を移動・輸送する

4

本機を輸送する

トップカバーオープンボタンを押し、トップカ
バーを開けます。
1

本機は精密機器のため、包装方法によっては、輸送中に損傷
する可能性があります。以下の手順に基づいて、輸送してく
ださい。

1

本機の電源を切ります。

トップカバー

 いきなり電源スイッチを切らないでください。故障の
原因となります。

2

(1)「ピッ」という音が聞こえるまで、
[ 電源 ] ボ
タンを押します。
トップカバーオープン
ボタン

 トップカバーは奥までしっかり開けてください。

5

2
3

イメージドラムカートリッジ（４個）を取り出
し、テーブルの上に置きます。

注意

(2)「シャットダウン中です」というメッセー
ジがしばらく表示されます。その後、表示
が消えます。
(3) 電源スイッチを OFF にします。

3

やけどのおそれがあります。

定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。

トップカバー

以下の部品を取り外します。
 電源コードとアース線を抜きます。
 すべてのケーブルを取り外します。
 トレイから用紙をすべて取り除きます。

イメージドラム
カートリッジ

5

ハンドルを持ち、スキャナ部を持ち上げます。
スキャナ部
ハンドル

6
 イメージドラムカートリッジを机の上に置く場合に
は、新聞紙などを敷いてください。トナーがこぼれる
可能性があります。

7

- 89 -

本機を移動・輸送する

6
1

ビニールテープを使用して、イメージドラム
カートリッジとトナーカートリッジの接合点
を覆います。4 個のイメージドラムカートリッ
ジそれぞれにこれを行ってください。その後、
イメージドラムカートリッジを本機の元の位
置に戻します。

 輸送時は、イメージドラムカートリッジは本機内部で
保管してください。トナーがこぼれないようにビニー
ルテープでイメージドラムカートリッジを貼ってくだ
さい。

2

7

増設トレイユニットがない場合は、手順 10 へお進みく
ださい。
分離手順は、インストール手順の正反対の手順です。詳
しくは、設置編を参照してください。

10 本機を緩衝材で保護します。

 本機を輸送後、再度設置するときには、イメージドラ
ムとトナーカートリッジからビニールテープをはがし
てください。

11 必ず 3 人以上で持ち、梱包箱に入れます。

トップカバーを閉じます。

トップカバー

5

8

増設トレイユニットからプリンターユニット
を分離します。

 製品購入時に本機についていた梱包箱と緩衝材を使用
してください。

ビニールテープ
（後ろ側も同様）

3

9

スキャナ部を元の位置に戻します。
スキャナ部

6

7
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3

1

付録
2
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消耗品・メンテナンス品・オプション・推奨紙のご案内

● 消耗品・メンテナンス品・オプション・推奨紙のご案内
1

これらの消耗品、オプションは、お近くの販売店でお求めください。
分類

2
消耗品

3

メンテナンス品

品名

型名

5

用紙

6

TNR-C4RK2

約 8,000 枚

トナーカートリッジ イエロー

TNR-C4RY2

約 6,000 枚 *1 印刷可能なトナーカートリッジです。

トナーカートリッジ マゼンタ

TNR-C4RM2

約 6,000 枚 *1 印刷可能なトナーカートリッジです。

トナーカートリッジ シアン

TNR-C4RC2

約 6,000 枚 *1 印刷可能なトナーカートリッジです。

トナーカートリッジ ブラック（大） TNR-C4RK1

約 15,000 枚 *1 印刷可能なトナーカートリッジです。

トナーカートリッジ イエロー（大） TNR-C4RY1

約 11,500 枚 *1 印刷可能なトナーカートリッジです。

トナーカートリッジ マゼンタ（大） TNR-C4RM1

約 11,500 枚 *1 印刷可能なトナーカートリッジです。

トナーカートリッジ シアン（大）

TNR-C4RC1

約 11,500 枚 *1 印刷可能なトナーカートリッジです。

イメージドラム ブラック

ID-C4RK

約 30,000 枚 *2*3 印刷可能なイメージドラムです。

イメージドラム イエロー

ID-C4RY

約 30,000 枚 *2*3 印刷可能なイメージドラムです。

イメージドラム マゼンタ

ID-C4RM

約 30,000 枚 *2*3 印刷可能なイメージドラムです。

イメージドラム シアン

ID-C4RC

約 30,000 枚 *2*3 印刷可能なイメージドラムです。

フィニッシャ用ステイプルカート
リッジ

MLSTC-C3A

MC780dnf専用のステイプルカートリッジです。
5,000針/束×3箱

定着器ユニット

FUS-C4R

約 60,000 枚 *4 印刷可能な定着器ユニットです。

ベルトユニット

BLT-C4R

約 60,000 枚 *4 印刷可能なベルトユニットです。

給紙ローラーセット

RS-C4B

約 120,000 枚 *4 印刷可能な給紙ローラーです。

RS-C4C

約 120,000 枚 *4 印刷可能な給紙ローラーです。

増設トレイユニット

TRY-C4H1

1 段の増設トレイユニットです。*5

大容量増設トレイユニット

TRY-C4G3

2,400 枚（A4 のみ）給紙可能な増設トレイユニットです。*6

キャスター付専用台

BOD-G1

増設トレイを使用する場合の必須オプションです。

無線 LAN モジュール

WLM-C4G

無線 LAN 環境で使用する場合に使用するオプションです。使用する
には無線 LAN アンテナが必要です *7

無線 LAN 用アンテナ

WLA-C4G

無線 LAN 環境で使用する場合に使用するオプションです。使用する
には無線 LAN モジュールが必要です *7

データ消去オプション

DOE-C4G

使用したデータを安全に消去するためのオプションです。*7

メタスキャンオプション

MSE-C4G

メタスキャンを行うためのオプションです。*7

外部連携オプション

EIE-C4G

外部システムと連携する場合に使用するオプションです。*7

カード認証キット

CAK-G1

カード認証を行う場合に必要なオプションです。*7

エクセレントホワイト

A4

PPR-CA4NA

80g/m2（70kg 紙）、210×297

エクセレントホワイト
（厚口）

A4

PPR-CA4DA

105g/m2（90kg 紙）、210×297

A4 長尺

PPR-CT4DA

128g/m2（110kg 紙）、210×1200

PPR-DA4TDB

64g/m2（55kg

エクセレントホワイト
エクセレントペーパー

7

印刷可能なトナーカートリッジです。

トナーカートリッジ ブラック

給紙ローラーセット
（マルチパーパストレイ用）

オプション

説明
*1

紙）、210×297

普通紙
普通紙

250 枚 ×8 束
200 枚 ×8 束

普通紙

普通紙

125 枚 ×1 束

500 枚 ×5 束

 メンテナンスユニットの無償提供について
ご購入日から起算して 5 年以内にメンテナンスユニット（定着器ユニット、ベルトユニット、給紙ローラー）が規定の交換寿命
を迎えた場合、交換品を無償で提供します。
メンテナンスユニットの無償提供の利用方法については、別冊の「製品の保証・メンテナンス品の無償提供・お客様サポート」ま
たは OKI データホームページ（http://www.okidata.co.jp/）を参照してください。
 消耗品・オプションは、商品本来の性能を発揮させるために、OKI データ純正品をご使用ください。
純正品以外の消耗品をご使用になると、印刷品質の低下をはじめ本来の性能を発揮できない場合があります。
純正品以外の消耗品をご使用になって生じた不具合の対応は、無償保証期間中あるいは保守契約期間中であっても有償となります。
（純正品以外の消耗品の使用がすべての不具合を起こすわけではありませんが、ご使用にあたっては十分にご留意ください。）
*1
*2
*3
*4

A4 片面印刷、ISO/IEC 19798 に準拠の参考値
A4 片面、一度に 3 枚ずつ印刷した場合
トナーカートリッジ（約 1,200 枚）が付属しています。
A4 サイズの用紙を片面印刷した場合
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消耗品・メンテナンス品・オプション・推奨紙のご案内

*5 増設トレイユニットを使用する場合、キャスタ付専用台（BOD-G1）の取り付けが必須です。別途キャスター付専用台をお買
い求めください。
*6 転倒防止足が同梱されています。必ず取り付けて使用してください。
*7 セットアップは調整サービス（訪問費・調整費）が必須です。

1

 トナーカートリッジ、イメージドラムは、開封後 1 年以上経過すると印刷品位が低下しますので、新しい消耗品を準備してくだ
さい。
 ご使用になるまで、開封しないでください。
 直射日光をさけ、温度：0 〜 35 ℃、湿度：20 〜 85% RH 範囲にある場所で保管してください。
 周囲の温度や湿度が高すぎたり、急激に変化する場所では保管しないでください。
 幼児の手の届かないところに保管してください。

2

3

5

6

7
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電池の廃棄

● 電池の廃棄
1

本機はリチウム電池を使用しています。電池の端子が短絡すると、爆発または火災のおそれがあります。
電池を廃棄するには、陰極と陽極を絶縁して短絡を避けてください。

2

3

5

6

7
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