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User's Guide 補足版
このガイドでは、 User's Guide に記載されていない機能について説明します。

セキュリティー
本製品はシステムの安全な動作を保証するため、 アプリケーションを追加インストー
ルすることはできません。

Fiery XF Client / Unidriver のインストール
1 Fiery XF Client DVD を DVD-ROM ドライブに挿入します。
2 ［Fiery XF をインストールする］ を選択し、 インストーラーに従ってインストールを実
行してください。
Client および Unidriver のインストール可能な環境は Windows® 8、 Windows 7 の 32
ビットおよび 64 ビットと Mac OS® X 10.6 - 10.8 です。
Windows XP と Mac OS X 10.5.8 (Intel) は Unidriver のみ使用できます。
Mac OS X 10.5.8 (PPC) では使用できません。
Mac OS X 10.5.8 のインストールは Fiery Tools フォルダー内の 「Install Fiery
Unidriver」 を使用してください。
Windows XP のインストールは [Fiery Tools]-[UniDriver] フォルダの [Install Fiery
Unidriver.exe] を使用してください。
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リモートデスクトップによる接続方法
Fiery XF がインストールされているコンピューターを別のコンピューターからリモート
デスクトップ接続を使用して設定する場合、 以下の方法で接続してください。
Fiery XF がインストールされているコンピューターの IP アドレスは
192.168.100.100 です。
接続に使用するアカウントとパスワードは以下です。
࣭࣭アカウント ： fieryxf
࣭࣭パスワード ： fieryxf

Windows7 からリモートデスクトップ接続する
1 スタートボタンをクリックし、［すべてのプログラム］-［アクセサリ］-［リモートデスクトッ
プ接続］ をクリックします。
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2 「コンピューター」ボックスに IP アドレス (192.168.100.100) を入力して [ 接続 ] をクリッ
クします。

Fiery XF コンピューターのログオン画面が表示されます。
3 接続先アカウント （fieryxf） のパスワード (fieryxf) を入力して Enter キーを押すと、
リモート接続を開始します。
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Windows8 からリモートデスクトップ接続する
1 コンピューターのスタート画面上で右クリックします。
2 画面下部にアプリ バーが表示されます。
［すべてのアプリ］ をクリックします。

3 アプリ画面が表示されます。
［リモートデスクトップ接続］ をクリックします。

4 リモートデスクトップ接続が表示されます。
［オプションの表示］ をクリックします。

7
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5 「コンピューター」 ボックスに接続先の IP アドレス (192.168.100.100) を入力します。
「ユーザー名」 ボックスに接続先のユーザー アカウント (fieryxf) を入力します。
［接続］ をクリックします。

6 接続先アカウント （fieryxf） のパスワード (fieryxf) を入力して ［OK］ をクリックすると、
リモート接続を開始します。
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Mac OS X からリモートデスクトップ接続する
Mac 用リモートデスクトップユーティリティーは Microsoft の Office for Mac のサイトか
ら取得できます。
サポート OS は Microsoft Office for Mac サイトに記載されている動作環境を参照し
てください。

ダウンロードが完了すると、 Applications フォルダにアイコンができます。

1 アイコンをクリックして Microsoft Remote Desktop を起動します。
2 [New] をクリックします。
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3 [Edit Remote Desktops] で [Connection name] と [PC name] に接続先の IP アドレ
ス (192.168.100.100) を入力します。

4 User name (fieryxf) と Password (fieryxf) を入力して [Edit Remote Desktops] を閉じ
ます。
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5 追加された接続先を選択して [Start] をクリックします。

Verify Certificate が表示された場合は [Continue] をクリックしてください。

11
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Fiery XF Server の使いかた
アプリケーションからの色の指定方法
Photoshop や Illustrator などのアプリケーションから、 カラー名を指定することで、
白やクリアを簡単に設定することができます。
スポットカラー ( 特色 ) を指定する場合は以下の名称を使用してください。
装置名 印刷手段 スポットカラー スポットカラー
備考
種類
名称
C941/ Fiery XF 白
WHITE_INK 指定した部分を白で印刷します
ES9541
クリア
CLEAR_INK 指定した部分をクリアで印刷しま
す
白反転
WHITE_INK_ 指定した部分を除く全面を白で
INV
印刷します
1 箇所のみ指定可能です。
2 箇所以上に指定すると全面が
白になります。
クリア反転
CLEAR_INK_ 指定した部分を除く全面をクリア
INV
で印刷します
1 箇所のみ指定可能です。
2 箇所以上に指定すると全面がク
リアになります。

Illustrator で特色を追加する方法

1 特色指定したいオブジェストを選択し右のツールバーから 「スウォッチ」 - 「新規ス
ウォッチ」 を選択する。
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2 新規スウォッチ画面でカラータイプに 「特色」 を選択する。

3 名前は使用したい特色が白なら [WHITE_INK]、 クリアなら [CLEAR_INK] にする。
オーバープリント ( 下地と特色を重ねる ) にしたいときはオブジェクトの 「属性」 で 「塗
りにオーバープリント」 をチェックする。 ( ウィンドウ - 属性 )
通常 ( 何も設定しない状態 ) は下地の色が抜けて特色のみ印刷されます ( ノックア
ウト )。

Fiery XF Server Option を使用する場合の Illustrator からの特色印刷方法

1 Illustrator で 「ファイル」 - 「プリント」 を選択する。
2 プリントダイアログで左のメニューから 「出力」 を選択する。
3 プリンターは 「XF XF_ServerPC (xxx.xxx.xxx.xxx) Unidriver」 を選択する。
4 色分解の設定を 「色分解 (In-RIP)」 にする。
5 「プリント」 ボタンを押して印刷する。
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Unidriver の印刷設定を変更する方法
1 Illustrator のプリントダイアログ左下にある 「プリンター」 ボタンをクリックする。

2 プリントダイアログで 「Fiery Unidriver」 を選択して 「設定の変更」 ボタンを押すと
Unidriver の印刷設定ダイアログが表示される。

3 Unidriver の設定変更後、 「プリント」 ボタンを押す。

4 Illustrator のプリントダイアログで右下の 「プリント」 ボタンを押して印刷する。
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XF Server で Job を一時停止して特色名を変更する ( 特色名のマップ ) 方法
作成された特色名が WHITE_INK / CLEAR_INK と異なる場合も、スプール後にデー
タの特色名の読み替えを行うことで印刷できます。
1 XF Client を起動して System Manager 画面を開きます。
2 印刷用ワークフローと出力デバイスの間の通信を OFF にします。 ( これにより XF
Server サーバ上にデータがスプールされたところで Job が止まります。 )

3 特色オブジェクトを含む印刷を実行します。 (Illustrator から色分解を指定して印刷
する等 )
4 XF Client の Job Explorer 画面を開きます。
5 スプール済みで止まっている Job を選択してカラータブのスポットカラーを確認します。

User's Guide 補足版

16

6 特色の [ ソース ] 欄をクリックしてリストから [PRINTER] を選択します。 ( 特色名を
WHITE_INK にマップします )
出力デバイスが Clear トナー用の場合は CLEAR_INK にマップします。
マップすると XF Server 内で特色名を読み替えて認識します。
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7 変更を保存します。
< メニューバーから保存する場合 >

< アイコンから保存する場合 >

保存せずに System Manager 画面に移動しようとすると下記メッセージが表示される
ので 「はい」 を選択します。
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8 System Manager 画面に戻り、 ワークフローと出力デバイスを通信可能に変更しま
す。
これにより Job が XF Server から出力デバイス ( プリンター ) へ送られるようになります。

9 Job Explorer 画面に戻りスプール済みで止まっている Job を選択して印刷を実行し
ます。
< メニューバーから印刷する場合 >

< アイコンから印刷する場合 >

19
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特色オーバープリントの印刷位置ずれを調整する
カラーの下に白を印刷した場合、 用紙によってカラーと白の位置がずれたり、 白色
の画像のサイズが縮んだりしてしまうことがあります。 その場合、 下記の手順で印刷
位置及び画像サイズを調整します。

印刷位置を調整する
注意 ：
位置のずれや画像サイズの縮みは用紙と用紙トレイによって異なるため、 テスト印刷
にも実際の印刷に使用する用紙と用紙トレイをお使いください。
1 お使いになる用紙を、 お使いになる用紙トレイにセットします。
2 操作パネルで、 ［給紙トレイ］ にお使いになる用紙トレイを設定します。
（1） ［Fn］ キー、 ［8］、 ［0］、 ［OK］ ボタンを押します。
（2） お使いになる用紙トレイを選択し、 ［OK］ ボタンを押します。
3 操作パネルで、お使いの用紙トレイの用紙厚、用紙サイズ、用紙種類を設定します。
4 スクロールボタン

または

を押します。

5 ［プリンター情報印刷］ を選択し、 ［OK］ ボタンを押します。

6 ［テスト印刷 ‐ 3］ を選択し、 ［OK] ボタンを押します。

20
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7 印刷結果の中央の黒い線と白い線のズレの量を確認します。

用紙の
走行方向

メモ ：
黒い線が読取りにくい場合は、 読取りやすい色の線と対応する白い線をお使いくだ
さい。

21

User's Guide 補足版

8 黒い線の位置を白い線に合わせるように調整します。
ここで下図のようにズレている場合を例に説明します。
（1） 下
 の調整方向図から、X 方向は＋の方向に 0.75mm、Y 方向は‐の方向に 0.5mm
調整することを確認します。

-0.5mm

+0.75mm

調整方向図

（2） ［Fn］ キーを押します。
数値入力画面が表示されます。

（3） 設定する給紙トレイの機能番号を入力します。
࣭࣭マルチパーパストレイの場合
機能番号 ［2］、 ［2］、 ［0］ を押して、 ［OK］ ボタンを押します。

࣭࣭トレイ１の場合
機能番号 ［2］、 ［2］、 ［1］ を押して、 ［OK］ ボタンを押します。

22
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メモ :
トレイ 2 ～ 5 の機能番号については、 以下のとおりです。
トレイ 2 の場合
［Fn］ キー、 ［2］、 ［2］、 ［2］、 ［OK］ ボタンを押します。
トレイ 3 の場合
［Fn］ キー、 ［2］、 ［2］、 ［3］、 ［OK］ ボタンを押します。
トレイ 4 の場合
［Fn］ キー、 ［2］、 ［2］、 ［4］、 ［OK］ ボタンを押します。
トレイ 5 の場合
［Fn］ キー、 ［2］、 ［2］、 ［5］、 ［OK］ ボタンを押します。
（4） ［特色オーバープリント X 補正］ を選択し、 ［OK] ボタンを押します。

（5） スクロールボタン
押します。

または

を押して ［＋ 0.75］ を選択し、 ［OK] ボタンを

メモ :
補正できる範囲は ‐ 2.00mm ～＋ 2.00mm で、 0.25mm 単位で設定できます。
（6） ［戻る］ ボタンを押します。
または
を押して ［特色オーバープリント Y 補正］ を選
（7） スクロールボタン
択し、 ［OK] ボタンを押します。

メモ :
補正できる範囲は ‐ 2.00mm ～＋ 2.00mm で、 0.25mm 単位で設定できます。

23
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（8） スクロールボタン
します。

または

を押して ［-0.50］ を選択し、 ［OK] ボタンを押

（9） ［オンライン］ ボタンを押します。

画像サイズを調整する
9 手順 6 の印刷結果 （テスト印刷 3） で、 カラー画像に対する白色の画像のサイズ
の縮み度合いを確認します。
（1） 用紙の走行方向に沿った線の中からできるだけ離れた位置にある 2 本の黒い
線を選びます。

用紙の
走行方向

X 方向

（2） 黒い線の間隔と対応する白い線の間隔を測り、 次の計算式で X 方向の縮み
率を求めます。 “白い線の間隔÷黒い線の間隔”

白い線の間隔: 238.3mm
黒い線の間隔: 239.8mm
238.3 ÷ 239.8 ＝ 99.37% ：X 方向の縮み率

24
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（3） 用紙の走行方向に直交する線の中からできるだけ離れた位置にある 2 本の黒
い線を選びます。

用紙の
走行方向

Y 方向

（4） 黒い線の間隔と対応する白い線の間隔を測り、 Y 方向の縮み率を求めます。

白い線の間隔:159.2mm

黒い線の間隔:160.0mm

159.2 ÷ 160.0 ＝ 99.50% ：Y 方向の縮み率

メモ :
黒い線が読取りにくい場合は、 読取りやすい色の線 （但し 2 本を必ず同じ色の線と
する） と対応する白い線をお使いください。
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10 Fiery XF Client を起動します。
11 [System Manager] タブを選択します。
12 印刷に使用する [ ワークフロー ] につながっている [ 出力デバイス ] を選択します。
13 [ オプション ] タブにある [ 印刷順序 ] が [ 白にカラー ] であることを確認して、 [ 縮
小印刷 ] の [ 横向き ] に手順 9 で算出した X 方向の縮み率、 [ 縦向き ] に Y 方向
の縮み率を指定します。

メモ :
補正できる範囲は 95.00% ～ 100.00% で、 0.01% 単位で設定できます。
[ カラーに白 ] を選択時の [ 縮小印刷 ] は両面印刷の裏版を縮める指定になります。
14 印刷したいファイルを開き、 縮み率を指定した [ 出力デバイス ] と接続されている
[ ワークフロー ] を選択して印刷を行います。
15 印刷結果を確認し、 印刷位置のずれが解消されない場合は、 手順 14 で印刷した
結果を元にカラーの印刷位置と白の印刷位置のずれを用紙の中央上側付近で測
定して 8 の手順と同様に再調整します。
メモ :
再調整を数回行ってもずれが解消されない場合は、 ずれが最も少ない設定値を採
用してください。
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デバイスリンクプロファイルを使用する
デバイスリンクプロファイルは、 プリンタと印刷メディアタイプの固定された組み合わ
せです。
デバイスリンクプロファイルは、 Color Tools のプロファイルコネクタを使ってベースリ
ニアリゼーションファイルと印刷メディアプロファイルに結合する必要があります。
プリインストールされていないデバイスリンクプロファイルを使用するためには
「デバイスリンクプロファイル、 プリンタ ･ リニアリゼーションファイルのアップロード」
(32 ページ ) が必要です。

注意 ：
Fiery XF Server Option 本体上で Color Tools を起動する必要があります。
Fiery XF Server Option 本体にモニタ、 マウス、 キーボードを接続してない場合は
リモートデスクトップ接続を使用して Fiery XF Server Option 本体 へ接続して作業し
てください。 リモートデスクトップ接続方法は 5 ページを参照してください。

1 Fiery XF Client を起動し、 [ ツール ] メニューから [Color Tools] を選択します。

2 Color Tools 画面で [ プロファイルコネクタ ] をクリックします。
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3 [ プリンタリニアリゼーション ]-[EFI リニアリゼーション (EPL):] の右にある [ 選択 ] ボ
タンをクリックし、 印刷に使用する EPL ファイルを選択します。
通常 EPL ファイルは下記フォルダ下にあります。
C:\ProgramDataEFI\EFI XF\Profiles

4 [ 印刷メディア名 ] を変更します。
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5 [ プロファイルへの接続 ] － [ 印刷メディアプロファイル ] のチェックボックスが選択
されていることを確認して [ 選択 ] ボタンをクリックします。

スポットカラーを使用した印刷のために本手順が必要です。
6 [ 印刷メディアをロードしてください ] 画面でメディアプロファイルを選択します。
通常印刷メディアプロファイルは下記フォルダ下にあります。
C:\ProgramDataEFI\EFI XF\Profiles

7 [ プロファイルへの接続 ] － [ デバイスリンク ] チェックボックスを選択します。
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8 [ デバイスリンクファイルの選択 ] で [ 選択 ] ボタンをクリックし、 使用したいデバイ
スリンクプロファイルを選択し [ 開く ] ボタンをクリックます。

9 [OK] ボタンをクリックします。
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10 [ 名前をつけて保存 ] 画面でファイル名を変更して [ 保存 ] ボタンをクリックします。
注意 :
同一ファイル名のまま保存せずに名前を変えて保存してください。
ファイル名を変えないと、 認識されるまでに時間を要することがあります。

11 確認メッセージが表示されるので [OK] をクリックします。

12 [Color Tools] 画面で [ 終了 ] をクリックし、 Color Tools を閉じます。
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13 Fiery XF Client 上の System Manager で、 使用している出力デバイスを選択し、 [ 印
刷メディア ] タブをクリックします。

14 [ 印刷メディア名 ] のリストから手順 4 でつけたファイル名を選択し、[ キャリブレーショ
ン設定 ] のリストから手順 10 で保存した EPL ファイル名を選択します。
手順 10 で保存した EPL ファイル名が見つからない場合、[ 印刷メディア名 ] で一度、
別のメディアを選択し、再度手順 4 でつけた名称を選択しなおしてから [ キャリブレー
ション設定 ] を開くと見つかる場合があります。
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15 [ ファイル ]-[ 保存 ] を選択して設定を保存します。

注意 :
ワークフローと出力デバイス間の通信が停止されている場合は通信可能に変更します。

16 Fiery XF Client または Unidriver から、 上記設定を行った出力デバイスにつながる
ワークフローを選択して印刷する。
上記例の場合は [Production(Clean Color)1] がワークフロー名です。

デバイスリンクプロファイル、 プリンタ ･ リニアリゼーションファイルのアップロード
プリインストールされていないメディアプロファイルやデバイスリンクプロファイル等を
使用するためにはサーバ PC にそれらのファイルをアップロードする必要があります。
以下の手順でデバイスリンクプロファイル、 プリンタ ･ リニアリゼーション (EPL) ファイ
ルをクライアント PC 上から Fiery XF Server Option 本体上へコピー ( アップロード )
します。

1 Fiery XF Client を起動し、[ ツール ] メニューから [Fiery XF Uploader] を選択します。
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2 [Fiery XF Uploader] 画面で、 [ メディア ・ プロファイル ] タブを選択します。

3 [ メディア ・ プロファイル ] 横の [ 選択 ] ボタンをクリックしてコピーしたいデバイスリ
ンクプロファイルを選択し、 [ 開く ] をクリックします。

必要に応じて EPL ファイルも同様に選択します。
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4 Fiery XF Uploader 画面で、 [ アップロード ] をクリックします。

メモ :
アップロードしたメディアプロファイルと EPL ファイルはデフォルトでは Fiery XF
Server Option 本体の下記の場所に保存されます。
C:\ProgramData\EFI\EFI XF\Profiles\My Profiles
5 確認メッセージが表示されるので [OK] をクリックします。

6 [ 閉じる ] をクリックして [Fiery XF Uploader] 画面を閉じます。
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System Manager の設定項目について
System Manager の設定項目について補足します。
項目

内容

選択項目

System
制限 /
Manager 項目 必要条件
フォーマット 印刷用紙のサ A3 Nobi 328 x 453mm ［出力デバイ 選択されて
イズを指定しま A3 Wide(SRA3) 320 x ス］ - ［印刷 いるソースに
メディア］
従って表示 /
す。
450mm
非表示が切り
A3 297 x 420mm
替わります。
B4 257 x 364mm
すべての用
A4 Wide(SRA4)(LEF)
紙サイズを表
225 x 320mm
A4 Wide(SRA4)(SEF)
示するには
225 x 320mm
MP Tray を選
A4(LEF) 210 x 297mm
択してくださ
A4(SEF) 210 x 297mm
い。
B5(LEF) 182 x 257mm
B5(SEF) 182 x 257mm
A5(LEF) 148 x 210mm
A5(SEF) 148 x 210mm
B6 128 x 182mm
A6 105 x 148mm
13 x 18in
Tabloid Extra 12 x 18in
Tabloid 11 x 17in
Legal 8.5 x 14in
Legal13.5 8.5 x 13.5in
Legal13 8.5 x 13in
Letter(LEF) 8.5 x 11in
Letter(SEF) 8.5 x 11in
Executive 7.25 x 10.5in
8K 273 x 394mm
8K 270 x 390mm
8K 260 x 368mm
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項目

内容

選択項目

System
制限 /
Manager 項目 必要条件
フォーマット 印刷用紙のサ 16K(LEF) 197 x 273mm ［出力デバイ 選択されて
イズを指定しま 16K(SEF) 197 x 273mm ス］ - ［印刷 いるソースに
す。
16K(LEF) 195 x 270mm メディア］
従って表示 /
16K(SEF) 195 x 270mm
非表示が切り
16K(LEF) 184 x 260mm
替わります。
16K(SEF) 184 x 260mm
すべての用
4-Ren Hagaki 200 x
紙サイズを表
296mm
示するには
Oufuku Hagaki 148 x
MP Tray を選
200mm
択してくださ
Hagaki 100 x 148mm
い。
Statement 5.5 x 8.5in
Index Card 3 x 5in
B6 Half 64 x 182mm
Com-10 4.125 x 9.5in
Com-9 3.875 x 8.875in
Monarch 3.875 x 7.5in
C4 229 x 324mm
C5 162 x 229mm
DL 110 x 220mm
Nagagata #3 120 x
235mm
Nagagata #4 90 x
205mm
Nagagata #40 90 x
225mm
Yougata #0 120 x
235mm
Yougata #2(C6) 114 x
162mm
Younaga #3 120 x
235mm
Yougata #4 105 x
235mm
Kakugata #2 240 x
332mm
Kakugata #3 216 x
277mm
Kakugata #6 162 x
229mm
Kakugata #8 119 x
197mm
ソース
印刷する用紙の 自動
［出力デバイ 「自動選択」
入った給紙トレ MP トレイ
ス］ - ［印刷 を選択する
イを指定します。 トレイ１
メディア］
と、 ユーザー
トレイ２
が指定した
トレイ３
サイズの用紙
トレイ４
がセットされ
トレイ５
ている給紙ト
MP トレイ （押しボタン）
レイから自動
的に給紙しま
す。 （トレイ 2
〜 5 はオプ
ション）
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項目
幅、 高さ

用紙厚

内容

選択項目

System
Manager 項目
［出力デバイ
ス］ - ［印刷
メディア］

カスタムサイズ 幅
を設定します。 2.52-13(inch)
64-330.2(mm)
高さ
3.54-52(inch)
90-1320.8(mm)
用紙の重さを指 Printer setting
［Color Tools］
定します。
Ultra Light(52-63 g)
- ［ベースリニ
Light (64-68 g)
アリゼーション
Medium Light (69-83 g) の作成］ - ［印
Medium (84-104 g)
刷構成セット］
Medium Heavy (105120 g)
Heavy (121-128 g)
Ultra Heavy 1 (129-188 g)
Ultra Heavy 2 (189-216 g)
Ultra Heavy 3 (217-256 g)
Ultra Heavy 4 (257-320 g)
Ultra Heavy 5 (321-360 g)
Glossy
Ultra Light
Glossy(52-63 g)
Light Glossy (64-68 g)
Medium Light Glossy
(69-83 g)
Medium Glossy (84-104 g)
Medium Heavy Glossy
(105-120 g)
Heavy Glossy (121-128 g)
Ultra Heavy 1 Glossy
(129-188 g)
Ultra Heavy 2 Glossy
(189-216 g)
Ultra Heavy 3 Glossy
(217-256 g)
Ultra Heavy 4 Glossy
(257-320 g)
Ultra Heavy 5 Glossy
(321-360 g)
Transparency
Postcard (user-defined)

制限 /
必要条件
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項目
用紙厚

印刷メディ
アタイプ /
印刷構成
セット

内容

選択項目

用紙の重さを指 User Type 1
定します。
User Type 2
User Type 3
User Type 4
User Type 5
User Type 6
User Type 7
User Type 8
User Type 9
User Type 10
User Type 11
User Type 12
User Type 13
User Type 14
User Type 15
User Type 16
User Type 17
User Type 18
User Type 19
User Type 20
使用する用紙の Printer setting *1*2
種類を指定しま Plain *1
す。
Recycled *1
Letterhead *1
Bond *1
Card Stock *1
Rough *1
Labels *1
Transparency *2
Glossy *2
Postcard *2
Envelope *1
User Type 1 *2
User Type 2 *2
User Type 3 *2
User Type 4 *2
User Type 5 *2
User Type 6 *2
User Type 7 *2
User Type 8 *2
User Type 9 *2
User Type 10 *2
User Type 11 *2
User Type 12 *2
User Type 13 *2
User Type 14 *2
User Type 15 *2
User Type 16 *2
User Type 17 *2
User Type 18 *2
User Type 19 *2
User Type 20 *2

System
Manager 項目
［Color Tools］
- ［ベースリニ
アリゼーション
の作成］ - ［印
刷構成セット］

*1 ［出力デバ
イス］ - ［オプ
ション］
*2 ［Color
Tools］-［ベー
スリニアリゼー
ションの作成］
- ［印刷構成
セット］

制限 /
必要条件

39

User's Guide 補足版

項目
メディア
チェック
(MPT)

内容

マルチパーパス
トレイの用紙確
認機能を使用
するかどうかを
指定します。
メディア
トレイ 1 ～ 5 の
チェック
用紙確認機能
（他のトレイ） を使用するかど
うかを指定しま
す。
シートごとの 複数ページの
ページ
ジョブを印刷す
る場合、 用紙の
片面にまとめて
印刷するページ
を指定します。
複数のページを
まとめて 1 ペー
ジに印刷する時
は 2 up 以上を
選択します。
折りたたみ
方向

選択項目
ON
OFF

System
Manager 項目
［出力デバイ
ス］ - ［オプショ
ン］

ON
OFF

［出力デバイ
ス］ - ［オプショ
ン］

2
4
6
9
16

［ワークフ
ロー］ - ［レイ
アウト］ - ［NUp］

長端に対して直交
水平
垂直

［ワークフ
ロー］ － ［レ
イアウト］ －
［Booklet］
［出力デバイ
ス］ - ［オプショ
ン］

両面印刷プ 両面印刷するか オフ
リンタ
どうか、 また両 長い辺
面印刷する場合 短い辺
の排紙方向を指
定します。
水平方向の 2 ページ目 ( 裏 -0.079 - 0.079(inch)
調整
面 ) の書き出し
位置を調整しま
す。
垂直方向の 2 ページ目 ( 裏 -0.079 - 0.079(inch)
調整
面 ) の書き出し
位置を調整しま
す。
出力トレイ 出力先を指定し フェイスダウン
ます。
フェイスアップ

［出力デバイ
ス］ - ［オプショ
ン］
［出力デバイ
ス］ - ［オプショ
ン］

［出力デバイ
ス］ - ［オプショ
ン］
ページを拡 出力サイズを大 拡大縮小しない
［ワークフ
大縮小
きくしたり、 小さ シートサイズに合わせま ロー］ － ［レ
くすることができ す
イアウト］－［レ
ます。
幅に合わせる
イアウト ・ オプ
高さに合わせる
ション］
ジョブをパーセンテージ
で拡大縮小する
ジョブを数値で拡大縮
小する
回転
ジョブの向きを 回転しない
［ワークフ
回転させること 90°回転
ロー］ － ［レ
ができます。
180°回転
イアウト］－［レ
270°回転
イアウト ・ オプ
最小限のメディア消費 ション］
量

制限 /
必要条件
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項目

内容

選択項目

ミラー

水平または垂直 ON
軸に沿ってジョ OFF
ブを反転させる
ことができます。

部数

部数

1-5000

部単位印刷 複数部数、 複 ON
数ページの印 OFF
刷ジョブをソー
トするかどうかを
指定します。
白インクの 白の出力濃度を 10%
設定 - 白イ 調整します。
13%
ンクの範囲
16%
20%
25%
32%
40%
50%
63%
80%
100%
縮小印刷 両面印刷の偶 横向き / 縦向き
数ページ目、 お 95.00 - 100.00(0.01%
よび白にカラー 刻み）
を選択した特色
印刷のカラー版
のずれを調整し
ます。
白インクの 白トナーをどの Spot color WHITE_INK
設定 - 印刷 位置に印刷す インクの付いた画像
モード
るかを設定しま 境界線
す。
White_INVERSE
Ink chroma map
オフ
白インクの 白トナーを印刷 白にカラー
設定 - 印刷 する場所を指定 カラーに白
順序
します。
白トナーの上に
カラートナーを
印刷する
カラートナーの
上に白トナーを
印刷する
クリアインク クリアトナーをど Spot color CLEAR_INK
印刷 - 印刷 の位置に印刷 インクの付いた画像
モード
するかを指定し 境界線
ます。
グロス エンハンサ
オフ
クリアインク クリアトナーの 0-100% （1% 刻み）
印刷 - クリ 濃度を指定しま
アインクの す。
範囲

System
Manager 項目
［ワークフ
ロー］ － ［レ
イアウト］－［レ
イアウト ・ オプ
ション］
［ワークフ
ロー］-［出力］
－ ［印刷設
定］
［ワークフ
ロー］-［出力］
－ ［印刷設
定］
［出力デバイ
ス］ - ［オプショ
ン］

［出力デバイ
ス］ - ［オプショ
ン］

［出力デバイ
ス］ - ［オプショ
ン］

［出力デバイ
ス］ - ［オプショ
ン］

［出力デバイ
ス］ - ［オプショ
ン］

［出力デバイ
ス］ - ［オプショ
ン］

制限 /
必要条件
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出力デバイス設定を変更する場合、 ワークフローと出力デバイスを切断してから変
更してください。
接続しなければ、 複数の出力デバイス設定を追加することができます。
複数台の出力装置を接続して使用したい場合、 追加ライセンス ( プリンターオプショ
ン ) の購入が必要になります。
Linearization の設定は変更しないでください。
USB 接続では使用できません。

白インク / クリアインク設定の詳細
項目名
Spot color WHITE_
INK
インクの付いた画像
境界線
White_INVERSE
Ink chroma map

Spot color CLEAR_
INK
グロス エンハンサ

オフ

意味
スポットカラー名を WHITE_INK に指定した箇所を白インクで
印刷します。
色が付いている部分すべてを白インク / クリアインクで印刷
します。
印刷領域全面を白インク / クリアインクで印刷します。
スポットカラー名を WHITE_INK_INV に指定した箇所以外を
すべて白インクで印刷します。
CMYK のトナー量と印刷媒体の白色点を考慮して各ピクセ
ルに白を加えます。
本モードは色域を拡大し、 出力を可能な限り明るくします。
スポットカラー名を CLEAR_INK に指定した箇所をクリアイン
クで印刷します。
CMYK のトナー量を考慮して各ピクセルにクリアートナーを
加えます。
CMYK の総量が 140% を超える場合にはトナー総厚が 240%
を超えないようにクリアートナー量を制御します。
白インク / クリアインクを使用しません。

アプリケーションから Unidriver を使用して印刷する場合、 アプリケーションの印刷設
定を分版にし、 XF のワークフローを分版結合にして使用してください。
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バックアップディスクの使いかた
サーバーを初期状態 ( 購入時 ) に戻したい場合は、 次の操作を行います。

注意 ：
Fiery XF ライセンスファイルなどの情報もすべて消えてしまいます。 必要な情報はあ
らかじめ待避させてから操作を行ってください。
初期状態に戻すと初期設定が必要になります。 初期設定手順は 「クイックスタート
ガイド」 をご覧ください。

1 コンピューターにリカバリーディスク 1 を挿入して再起動します。
2 以下の画面を表示したら、 ［Execute］ をクリックします。

3 下の画面を表示するので、 ［Agree］ を選択し、 ［Start］ をクリックします。

復元を開始します。
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4 以下のメッセージが表示されたら、 コンピューターから Disc1 を取り出し、 Disc2 を
挿入し、 ［OK] をクリックします。
「Insert Recovery Disc#2 into the CD/DVD drive. When ready, click [OK].
To cancel restoration, click [Cancel]. If cancelled, restoration must be started from
the beginning.」

5 復元が完了すると、 下の画像を表示します。

6 ［Done］ をクリックして Restoration を終了してください。
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