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1. はじめに 

1.1. 関連マニュアル 

 本書は、次のマニュアルの付属マニュアルです。 

・ 「InfoPrint 5400-L02 印刷装置 設置と操作の手引き」（GA88-0248） 

・ 「InfoPrint 5400-L06 印刷装置 設置と操作の手引き」（GA88-0250） 

・ 「InfoPrint 5400 モデル F02 印刷装置 設置と操作の手引き」（GA88-0248） 

・ 「InfoPrint 5400 モデル F06 印刷装置 設置と操作の手引き」（GA88-0263） 

・ 「InfoPrint 5400 モデル F10 印刷装置 設置と操作の手引き」（GA88-0233） 

・ 「InfoPrint5577設置・操作ガイド」（GK88-2222） 

・ 「InfoPrint5579設置・操作ガイド」（GK88-2222） 

・ 「InfoPrint5577-C05/D05 設置・操作ガイド」（GK88-2222） 

・ 「InfoPrint5579-N05設置・操作ガイド」（GK88-2222） 

・ 「InfoPrint5577-G05/H05設置・操作ガイド」（56Y5214） 

 

1.2. 商標 

Ricoh、Ricoh ロゴは、株式会社リコーの日本およびその他の国における登録商標です。 

InfoPrint は、株式会社リコーの米国およびその他の国における登録商標です。 

 

次の用語は、以下に示す他社の商標または登録商標です。 

IBM  International Business Machines Corporation 

Microsoft Microsoft Corp. 

Windows Microsoft Corp. 

 

1.3. 本書内の表記、表現について 

 本書は、Microsoft Windows 7上での GUI表現を使用しております。OSの違いにより表現などが異なる点

があることをご了承ください。 

 

1.4. 概要 

 本プログラムは、InfoPrint 5577-C02/D02/C05/D05/G05/H05、5579-N02/N05、5400-L02、5400-L06、

InfoPrint 5400 モデル F02/F06/F10プリンターをWindows環境で使用したときに、印刷状況をページ単位

で確認するプログラムです。Windows アプリケーションからの出力を、専用ポートモニターを使用して印刷する

方法と、アプリケーションが独自に作成した印刷データ（印刷コマンド形式で記述してあるファイル）を本プログラ

ムに転送して印刷する方法があります。本プログラムを使用して印刷している印刷ジョブは、印刷中にエラーが

発生した場合、GUIを使用して印刷を再開させることができます。 
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1.5. 特徴 

 プリンターが印刷している印刷ジョブの進捗をページ単位で確認できます。 

 用紙詰まり、用紙切れなどのエラーが発生したときに、ページ番号指定による再開指示が可能です。 

 複数の印刷ジョブがスプールされているときに、ジョブ単位で印刷の順序を変更することができます。 

 複数の印刷ジョブがスプールされているときに、指定した用紙サイズの印刷ジョブを優先して印刷すること

ができます。 

 プリンターにセットしてある用紙を確認しながら印刷ジョブを印刷することができます。 

 本プログラムを使用して印刷ジョブを印刷すると、印刷ジョブの間に他のクライアントからの印刷を防ぐことが

できます。印刷順序を管理することができます。 

 InfoPrint 5577-C02/D02/C05/D05/G05/H05、 5579-N02/N05、 5400-L02、 5400-L06、 InfoPrint 

5400 モデル F02/F06/F10プリンターをサポートしています。 

 プリンターの操作パネルの取り消しキーを使用して、印刷ジョブの印刷を取り消しすることができます。 

 

1.6. 本プログラムを含むシステムの構成 

  本プログラムを使用するには、以下のコンポーネントが必要です。 

 PbPプリンタードライバー 

 印刷ジョブに、ページごとの印刷終了を監視するためのデータを付加する専用のプリンタードライ

バーです。5400プリンタードライバーでは、V2.03以上で対応しています。5577/79プリンタード

ライバーは、“5577/79プリンタードライバー PbP”で対応しています。 

 ページ出力制御機能プログラム 

「ページ出力制御機能プログラム」は、「PbPプリントスプーラー」と「入力コネクター」で構成されていま

す。入力コネクターとは、PbPプリントスプーラーに印刷データを渡す手段です。現在のページ出力制

御機能プログラムは、入力コネクターとして「PbP ポートモニター」と「ホットフォルダー」の 2 つをサポ

ートしています。 

 PbP プリントスプーラー 

 プリンター1台に対して、1つのPbP プリントスプーラーを定義します。PbP プリントスプーラ

ーごとに、プリンターの IP アドレス、エラー表示の方法、タイムアウト時間の指定などを設定

します。 

 PbP ポートモニター 

 印刷データをプリンタードライバー経由で PbP プリントスプーラーに出力する際に使用しま

す。Windows のポートモニターとして動作します。プリンタードライバーが生成した印刷デ

ータをPbPプリントスプーラーに渡します。PbPポートごとに、対応するPbPプリントスプーラ

ーを設定します。 

 ホットフォルダー 

 「ホットフォルダー」とは、PbP プリントスプーラーへのデータ入力に使う特別なフォルダーで

す。PbP プリントスプーラーは、ホットフォルダーを常に監視しています。ホットフォルダーに

ファイルがコピーされると、PbP プリントスプーラーは、即座にファイルを印刷データとして取

り込み、処理を開始します。ホットフォルダーにコピーするファイルは、プリンター用の印刷コ
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マンドで記述したデータです。プリンター用の印刷コマンドを直接出力するアプリケーション

とともに使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 コンポーネント構成図 

 

1.7. 動作仕様 

 ［ハードウェア］ 

  CPU：ペンティアムプロセッサー以降 

  メモリー：128MB以上 

 ［ソフトウェア］ 

OS： Windows Server 2003 （32、64 ビット版）、Windows Server 2003 R2 （32、64 ビット版）、

Windows Vista（32、64ビット版）、Windows Server 2008 （32、64 ビット版）、Windows Server 2008 

R2 （64ビット版）、Windows 7 （32、64ビット版）、Windows Server 2012 (64ビット版)、Windows 8 (32、

64ビット版) 

 ［プリンター］ 

  InfoPrint 5577-C02/D02/C05/D05/G05/H05、5579-N02/N05、5400-L02、5400-L06、 

  InfoPrint 5400 モデル F02/F06/F10 
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2. インストール 

2.1. プリンターのセットアップ 

 プリンターのマイクロコードは、下表のプリンタータイプの場合、記載されているバージョンから「ページ出力制

御機能プログラム」に対応しています。正しいバージョンのマイクロコードと共に使用しないと、印刷終了がアプリ

ケーションから判別できないなど、問題が発生します。 

 

表 1 プリンターマイクロコードバージョン一覧 

プリンタータイプ マイクロコードバージョン 

InfoPrint 5577-C02 本体：1.50 以上 

ネットワークカード：1.4.3 以上 

InfoPrint 5577-D02 本体：1.50 以上 

ネットワークカード：1.4.3 以上 

InfoPrint 5579-N02 本体：1.50 以上 

ネットワークカード：1.4.3 以上 

InfoPrint 5400-L02 本体：2.17 以上 

ネットワークカード：7.01.03 以上 

InfoPrint 5400-L06 本体：2.33 以上 

ネットワークカード：7.01.03 以上 

InfoPrint 5400 モデル F06 本体：1.02 以上 

ネットワークカード：7.01.03 以上 

InfoPrint 5400 モデル F02/F10 

InfoPrint 5577-C05/D05/ 

G05/H05 

InfoPrint 5579-N05 

全てのバージョンで対応しています。 
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2.2. プリンターマイクロコード 

 プリンターマイクロコードのバージョンは、以下の方法で確認できます。 

2.2.1.  5577/5579プリンター 

 プリンターWeb ページを表示すると、画面左に、本体/ネットワークのマイクロコードバージョンが表示されま

す。“PR:Ver 1.00a2”が本体マイクロコードのバージョンを表していて、“NW:Ver 2.0.0”がネットワークカードマ

イクロコードのバージョンを表しています。 

 

 

図 2 5577/79プリンターマイクロコードバージョン表示 

2.2.2.  5400プリンター 

 プリンターを印刷不可（インサツ チュウダン）の状態にすると、プリンター操作パネルの LCD 

に下図の様に文字が表示されます。 

 左部数字（2.17）が本体マイクロコードのバージョンを表しています。 

 右部数字（7.01.03）がネットワークカードマイクロコードのバージョンを表しています。 

 

 

 

図 3 5400プリンターマイクロコードバージョン表示 

インサツ チュウダン 

ＬＬＰＪ２．１７ ７．０１．０３ 
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2.3. 「ページ出力制御機能プログラム」のインストール 

インストール前に次の点をご確認ください 

１．管理者グループ (Administrators) に属するユーザーとして Windows にログオンしてください。 

２．実行中のすべてのアプリケーションをあらかじめ終了させておいてください。 

３．ページ出力制御機能プログラムの古いバージョンが既にインストールされているときは、古いバージョンを

いったん削除してから、新しいバージョンをインストールしてください。 

 

１．  「ページ出力制御機能プログラム」のインストールプログラムを起動します。インストールプログラムは、解

凍したフォルダー内の“PbPSetup.exe”を使用します。 

CD ROM からセットアップする場合、 「ページ出力制御機能プログラム」フォルダーを開き、

“PbPSetup.exe”を実行します。 

 

 

図 4 ページ出力制御機能プログラム インストール画面 
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２．  使用許諾条件を確認します。 

 

 

図 5 ページ出力制御機能プログラム 使用許諾画面 

 

３．  インストールする機能を選択します。必要な機能のチェックボックスをチェックします。 

 入力コネクターは「ポートモニター」、「ホットフォルダー」のどちらか片方は必ず選択する必要があります。 

 

 

図 6 ページ出力制御機能プログラム 機能選択画面 
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４．  インストールするディレクトリーを選択します。 

 

 

図 7 ページ出力制御機能プログラム インストール先選択画面 

 

５．  インストール開始画面が表示されたら、導入を開始します。 

 

 

図 8 ページ出力制御機能プログラム インストール開始画面 
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６．  ポートモニターのインストールを選択している場合には、インストールの途中で“図 9 ポート名の入力画

面”が表示されます。 

「ページ出力制御機能プログラム」では、専用の印刷ポート（PbP ポート）を使用して、プリンタードライバ

ーからの印刷データを印刷します。PbP ポートは PbP プリントスプーラーごとに定義し、それぞれ、別々の

名称を設定します。PbP ポート名として入力した名称（入力例：5400-F06）は、“図 10 プリンタープロパテ

ィのポートタブ画面”のポート名に表示されます。入力後、「OK」ボタンを押してインストールを継続します。

印刷するためにプリンタードライバーを使用しない場合（ホットフォルダーだけを使用する場合）には、キャ

ンセルボタンを押して、インストールを継続して下さい。キャンセルした場合には、“4.4.2 PbPポートを新規

に追加する場合(ページ 35)”の方法で、PbPポート名を設定することもできます。 

 

 

図 9 ポート名の入力画面 
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    ポートの設定の詳細は、“4.4 PbPポートモニター（ページ 33）”で行います。 

 

図 10 プリンタープロパティのポートタブ画面 

７． １ インストールが終了すると、“図 11 ページ出力制御機能プログラム インストール終了画面”が表示され

ます。 

“PbP スプーラーサービスを起動します”のチェックボックスをチェックし、「完了」ボタンを押すと、「ページ

出力制御機能プログラム」が自動的に起動します。チェックボックスをセットしない場合には、「ページ出力

制御機能プログラム」は自動的に起動されません。「ページ出力制御機能プログラム」を起動するには、管

理者権限でログインし、「コントロールパネル」－「管理ツール」－「サービス」画面から、“PbP Spooler”の

サービスを起動します。 
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図 11 ページ出力制御機能プログラム インストール終了画面 

2.� ２ サービスが起動すると、“図 12 サービスの導入確認画面”が表示されます。これでインス 

トールの完了です。「OK」ボタンを押して、インストールを終了します。 

 

図 12 サービスの導入確認画面 

８．  インストール完了後、Windows を再起動してください。再起動後、Windows のタスクトレイに下図のアイ

コン（図中丸内）が表示されているか確認してください。このアイコンの表示は、ページ出力制御機能プログ

ラムが動作中であることを表します。 

 

図 13 タスクトレイアイコン 
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2.4. 「ページ出力制御機能プログラム」のバージョンアップ 

 「ページ出力制御機能プログラム」はアップグレードインストールをサポートしています。「ページ出力制御機能

プログラム」のバージョンアップは以下の手順で行います。 

 

１． バージョンを確認する。 

Windows タスクトレイアイコンのメニューでカーソルを下図のアイコン（図中丸内）の上に移動して、マウスの

右ボタンを押すとメニューが表示されます。「バージョン情報」を選択してインストール済みの「ページ出力制御機

能プログラム」のバージョン情報を確認してください。 

 

図 14 タスクトレイアイコン 

 

図 15 設定メニュー 

 

 

図 16 バージョン情報画面 

２． サービスを停止する。 

 下記のどちらかを実行してください。 

 「スタートメニュー」－「コントロールパネル」－「システムとセキュリティ」－「管理ツール」－「サービス」

を選択して、サービス一覧を表示します。一覧から、“PbP Spooler”を選択し、「操作」－「停止」を選

択するか、右クリックで「停止（O）」をクリックしてサービスを停止します。 

 Windows タスクトレイアイコンのメニューでカーソルを下図のアイコン（図中丸内）の上に移動して、マ

ウスの右ボタンを押すとメニューが表示されます。「サービスコントロール」－「サービスの停止」を選択

してサービスを停止します。 
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図 17 タスクトレイアイコン 

 

図 18 設定メニュー 

３． 「ページ出力制御機能プログラム」の再インストールを行う。 

“2.3「ページ出力制御機能プログラム」のインストール”の手順に従って「ページ出力制御機能プログラム」の

再インストールを行います。「３． インストールする機能を選択します。必要な機能のチェックボックスをチェック

します」では、既にインストールされている機能のチェックを外すことはできません。追加する機能があればチェッ

クを入れてインストールすることは可能です。 

「次へ(N)」をクリックします。PbP プリントスプーラーが動作中の場合には、下図のメッセージが表示されます。

「はい(Y)」をクリックして“2.3「ページ出力制御機能プログラム」のインストール”の「４． インストールするディレク

トリーを選択します」以降の手順に従ってインストールを続行します。 

 

図 19 PbPプリントスプーラーの再インストール確認画面 

 

４． 「ページ出力制御機能プログラム」の「バージョン情報」に表示されているバージョンが新しいバージョンに

なっていることと、既に設定してある「PbP プリントスプーラー」、「PbP ポートモニター」、「ホットフォルダー」

の設定が引き継がれていることを確認してください。 

 

【アップグレードインストールに関する補足説明】 

(1) ベータ版からのアップグレードインストールはサポートしておりません。既にベータ版がインストール済みのと

きは、いったんアンインストールしてください。 

(2) ダウングレードインストール (バージョンダウン) はサポートしておりません。 
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2.5. プリンタードライバー 

プリンタードライバーをインストールします。 

5577-C02/D02/C05/D05/G05/H05、5579-N02/N05 プリンターには、“5577/79 プリンタードライバ

ー PbP”のプリンタードライバーをインストールします。 

5400-L-02、5400-L06、InfoPrint5400 モデル F02/F06/F10 には、V2.03 以降のバージョンをインスト

ールします。 

最新版のプリンタードライバーは、以下の URLからダウンロードできます。 

http://www.ricoh.co.jp/ 

3. アンインストール 

3.1. 各プログラムのアンインストール 

 ページ出力制御機能プログラムのアンインストールは PbP プリントスプーラーおよび PbP ポートモニターを

別々にアンインストールすることにより完了します。 

 各プログラムを消去するには、以下の手順で行います。 

 

3.1.1. PbPプリントスプーラーのアンインストール 

PbPプリントスプーラーをアンインストールする場合は、以下の手順で行います。 

 

１． サービスを停止する 

 下記のどちらかを実行してください。 

 「スタートメニュー」－「コントロールパネル」－「システムとセキュリティ」－「管理ツール」－「サービス」

を選択して、サービス一覧を表示します。一覧から、“PbP Spooler”を選択し、「操作」－「停止」を選

択するか、右クリックで「停止（O）」をクリックしてサービスを停止します。 

 Windows タスクトレイアイコンのメニューでカーソルを下図のアイコン（図中丸内）の上に移動して、マ

ウスの右ボタンを押すとメニューが表示されます。「サービスコントロール」－「サービスの停止」を選択

してサービスを停止します。 

 

図 20 タスクトレイアイコン 

 

図 21 設定メニュー 

http://www.ricoh.co.jp/
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２． プログラムの追加と削除から削除する 

 「スタートメニュー」－「コントロールパネル」－「プログラム」－「プログラムと機能」から、“PbP Spooler”を選

択し、「アンインストールと変更」を押します。 

 PbPプリントスプーラーが動作中の場合には、下図のエラーが表示されますので、「はい(Y)」を選択します。 

 

図 22 PbPプリントスプーラーの停止確認画面 

 次に、PbPプリントスプーラーの削除を確認する画面が表示されますので、「はい(Y)」ボタンを押します。 

 

図 23 PbPプリントスプーラーの削除確認画面 

 PbPプリントスプーラーの削除が完了すると、下図が表示されますので、「終了(F)」ボタンを押してください。 

 



ページ出力制御機能プログラム 

20 

 

図 24 PbPプリントスプーラーの削除完了画面 

 

３． Windowsの再起動 

 削除変更を有効にするため、Windowsを再起動してください。 
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3.1.2. PbPポートモニターのアンインストール 

PbPポートモニターをアンインストールする場合は、以下の手順で行います。 

 

１． PbPポートモニターの停止 

 「スタートメニュー」－「ハードウェアとサウンド」－「デバイスとプリンター」から、“PbP ポート”を使用しているプ

リンターのポートを他のポートに変更し、PbP ポートを削除します。“PbP ポート”を削除せずに、PbP ポートモニ

ターのアンインストールを実行すると、下図のエラーが表示されます。 

 

図 25 PbPポートモニターの削除エラー 

２． プログラムの追加と削除から削除 

 「スタートメニュー」－「コントロールパネル」－「プログラム」－「プログラムと機能」から、“PbP Port Monitor”

を選択し、「アンインストールと変更」を押します。確認画面が表示されますので、「はい」ボタンを押します。 

 

図 26 PbPポートモニターの削除確認画面 
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PbPポートモニターの削除が完了すると、下図が表示されますので、「終了(F)」ボタンを押してください。 

 

図 27 PbPポートモニターの削除完了画面 



ページ出力制御機能プログラム 

23 

 

3.1.3. プリンタードライバーのアンインストール 

3.1.3.1. 5400 プリンタードライバーのアンインストール 

 「スタートメニュー」－「コントロールパネル」－「プログラム」－「プログラムと機能」から、該当プリンタードライ

バーを選択し、「アンインストールと変更」を押します。削除変更を有効にするため、Windows を再起動してくだ

さい。 

3.1.3.2. 5577/79プリンタードライバーのアンインストール 

 5577/79プリンタードライバーのアンインストールは、以下の手順で行ってください。 

１． 「スタートメニュー」－「コントロールパネル」－「ハードウェアとサウンド」－「デバイスとプリンター」を開きま

す。 

２． 削除するプリンタードライバーのアイコンを右クリックし、「削除」します。 

３． 削除の確認メッセージが表示されますので、「はい」を押して削除します。 

４． 次にプリンターを選択し、画面上部に表示された「プリントサーバープロパティ」を開きます。 

５． 「ドライバー」のタブをクリックします。 

６． 「ドライバー」タブが開いたら、「インストールされたプリンタードライバー」一覧の中から削除するドライバ

ー名を選択し、「削除(R)…」ボタンを押します。 

７． 削除の確認メッセージが出ますので、「はい」ボタンを押します。システムから完全に削除することができま

す。 

８． エラーメッセージが表示されて削除できない場合には、関連するドライバーのアイコンがまだ残っていること

を示しています。「デバイスとプリンター」フォルダー内を確認し、関連するドライバーのアイコンをすべて削

除してから、再度“４．次にプリンターを選択し ～”の項目からの手順を行います。 

９． 「インストールされたプリンタードライバー」一覧から、ドライバー名が削除されていることを確認し、「OK」ボ

タンを押して、終了します。 
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4. プログラムの設定 

 プリントスプーラーとホットフォルダーの設定の追加、変更は Windows タスクトレイアイコンのメニューから実

行します。 

 

4.1. プリントスプーラー 

 カーソルを下図のアイコン（図中丸内）の上に移動して、マウスの右ボタンを押すとメニューが表示されます。 

 

図 28 タスクトレイアイコン 

 

図 29 設定メニュー 

 メニューから、プリントスプーラーを選択して PbPプリントスプーラーの設定を行います。 

 

4.1.1. プリントスプーラーの設定 

プリントスプーラーメニューを選択すると、PbPプリントスプーラー一覧が表示されます。新規に PbPプリントスプ

ーラーの定義を設定するには、「追加…」ボタンを押します。 

 

図 30 プリントスプーラー一覧画面 
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 プリントスプーラーの設定画面が表示されます。“表 2 プリントスプーラーの設定項目-基本設定”、“表 3 

PbPプリントスプーラーの設定項目-拡張設定”を参照し、項目を設定します。 

 

図 31 プリントスプーラーの設定画面-基本設定（入力例） 

 

 

図 32 プリントスプーラーの設定画面-拡張設定 
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 各タブでは、以下の項目を設定します。 

 

表 2 プリントスプーラーの設定項目-基本設定 

項目 内容 

プリントスプーラー名 PbP プリントスプーラーの名前を定義します。ここで指定した

PbP プリントスプーラー名が、PbP ポートモニターのポートの構

成またはホットフォルダーの設定で選択可能になります。 

説明 PbPプリントスプーラーについての説明を入力できます。 

IPアドレス PbP プリントスプーラーが印刷データを送信するプリンターの IP

アドレスを指定します。 

LPRキュー名 ページ出力制御機能では、LPR プロトコルで PbP プリントスプ

ーラーからプリンターに印刷データを送信します。LPR プロトコ

ルで送信した場合のプリンターの LPR キュー名を指定します。

5400プリンターでは「LP1」、5577/5579プリンターでは「LP1～

LP6」を指定します。 

PbPポート番号 ページ出力制御機能では、プリンターの状態・情報の監視に

PbP ポートを使用します。プリンター側で設定した PbP ポート番

号を指定します。プリンター側と同一の値を指定してください。 

5577/5579/5400プリンターのデフォルト値は「5026」です。 

PbP タイムアウト ページ出力制御機能のタイムアウト時間を定義します。ページ出

力制御機能を利用したプリンターでの印刷終了後、タイムアウト

時間が経過するまでは接続が保持されます。接続が保持されて

いる間は、“IPアドレス”で指定したプリンターは、他のクライアン

トからの印刷を開始できません。タイムアウトが起きると、プリンタ

ーとの接続が切れるので、プリンターのステータスを取得できなく

なり印刷ジョブ一覧画面に表示されるプリンターの状態が「接続

していません」になります。再度、印刷を行うとプリントスプーラ

ーとプリンターが接続されプリンターのステータスを取得します。 

単位は秒です。 

例）300秒 

プリンターの種類 “IPアドレス”で指定したプリンターの種類を選択します。 

5577/5400プリンターを選択します。 
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表 3 PbPプリントスプーラーの設定項目-拡張設定 

項目 内容 

KeepAlive タイムアウト PbPプリントスプーラーから KeepAliveを送出した後に、応答を

受信するまでのタイムアウト時間を指定します。単位は秒です。 

KeepAlive間隔 KeepAliveを送出する間隔を指定します。単位は秒です。 

KeepAlive：プリンターとのネットワーク接続の有効性を確認するために送信するパケットです。 

KeepAliveパケットの目的は、ネットワークエラーが起きているとき (ネットワークケーブルが外れたなど) に、

ページ出力制御機能プログラムがネットワークエラーを検出することです。KeepAlive がオフのときは、ネッ

トワークケーブルが外れていても、ページ出力制御機能プログラムがネットワークエラーを認識せず、PbP

タイムアウト時間が経過していない場合、印刷ジョブをプリンターに送信しようとすることがあります。

KeepAliveを利用すると PbPタイムアウト前であっても、ネットワークケーブルが外れたときなどにページ出

力制御機能プログラムがネットワークエラーを事前に検知して、印刷ジョブをプリンターに送らない運用が

可能です。 

 

4.1.1.1. 機能選択項目-基本設定 

 チェックボックスのチェックの有無により、PbP プリントスプーラーの動作を選択することができます。以下には、

それぞれの項目につき、チェックボックスをチェックした場合と、チェックしない場合の機能について、説明してい

ます。 

 

4.1.1.1.1. 「PbP タイムアウト処理を行わない」 

 指定した秒数で PbP タイムアウトを行いません。PbP タイムアウトについては前ページを参照してください。

 指定した秒数で PbP タイムアウトを行います。１台のプリンターに複数のコンピューターから印刷をするとき

はオフにしてください。 

 

4.1.1.1.2. 「用紙変更画面を表示する」 

 PbP プリントスプーラーとプリンターが接続した後の初回印刷時と、用紙サイズまたは用紙名が変わったとき

に用紙変更画面を表示します。

 用紙変更画面を表示せず「新しい用紙で印刷」ボタンを押したときと同様の動作をします。 

 

4.1.1.1.3. 「印刷ページ指定画面を表示する」 

 PbP プリントスプーラーとプリンターが接続した後の初回印刷時と、用紙サイズまたは用紙名が変わったとき

に印刷ページ指定画面を表示します。

 印刷ページ指定画面を表示せず「現在のページから印刷」ボタンを押したときと同様の動作をします。 

以下のときは、チェックボックスの指定に関係なく常に印刷ページ指定画面を表示します。 

 ・用紙切れや用紙詰まりなどのエラーが起きたとき

 ・印刷ジョブ一覧で「印刷ページ指定…」ボタンを押したとき 
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4.1.1.1.4. 「EOFのときに、印刷取り消しコマンドを送信する」 

 EOF （用紙切れ） が発生したときに、印刷取り消しコマンドを送信します。使用している用紙サイズ・用紙

の種類によっては、用紙の最後のページまで印刷すると鮮明に印刷がされない場合があります。 

そのような用紙を使用する際に印刷取り消しコマンドを送信して、印刷ジョブの取り消しを行い、用紙が補充

されたときに EOF (用紙切れ) が発生したページから印刷を再開できます。印刷の内容によっては（用紙下

端まで印刷データがない場合）、印刷が完了しているように見えますが印刷データの下端まで印刷されず印

刷ジョブが取り消されているため、ページ出力制御機能プログラムからは印刷終了と認識できない場合があ

ります。この場合、同一ページが重複して印刷されてしまいますので、印刷結果を十分にご確認ください。 

 EOF （用紙切れ） が発生しても、印刷取消しコマンドを送信しません。印刷ジョブの最後のページを印刷

するまでに、何度も EOF （用紙切れ） が発生する様な印刷データを印刷する場合には、用紙を補充して

印刷を繰り返すことにより最後のページまで印刷することができます。通常は、こちらの設定でのご使用をお

すすめします。 

 

4.1.1.1.5. 「印刷位置調整ページにウォーターマークを印刷する」 

 印刷位置調整ページを印刷したときに、位置調整用に印刷しているページと判別するための印刷方法を選

択できます。

１．ページの先頭に印刷する

テキストボックスに入力したテキストデータをページの先頭に印刷します。

２．ウォーターマークテキストと置き換える

テキストボックスに入力したテキストデータを印刷データに代えて印刷します。

 印刷位置調整ページとして、エラーが発生したページを印刷します。印刷位置調整ページを印刷後に印刷

を再開すると、エラーが発生したページは２度印刷されます。印刷が終了したら、印刷位置調整ページを破

棄してください。

 

4.1.1.2. 機能選択項目-拡張設定 

 拡張設定では、以下の項目の動作を選択できます。チェックボックスをチェックした場合と、チェックしない場合

の機能について説明します。 

 

4.1.1.2.1. 「KeepAlive設定」 

 PbPプリントスプーラーから KeepAliveパケットを送出します。

 PbPプリントスプーラーから KeepAliveパケットを送出しません。 

 

4.1.1.2.2. 「WPMが分割処理モードで出力したジョブに対して、専用の処理を行う」 

 WPMが分割処理モードでジョブを出力したとき、専用の処理を行います。

この機能を利用する場合は、弊社技術担当員にご連絡の上、事前に動作を確認してください。 

 WPMが分割処理モードでジョブを出力しても専用の処理を行いません。 

 

WPM とは、WPM AFP Emulator for Print を指します。WPMは、複数のフィーチャーから構成され、WPM 
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AFP Emulator for Print は WPM のフィーチャーの１つです。本文書内では、特に断りがなければ、WPM 

APF Emulator for Print を単に“WPM”と表記しています。 

 

 プリントスプーラーの設定画面で各項目を設定し、プリントスプーラー一覧を表示させると“図 33 プリントスプ

ーラー一覧（動作例）”のように表示されます。 



図 33プリントスプーラー一覧（動作例）



4.1.2. ホットフォルダー 

ホットフォルダーの設定の追加、変更は、Windows タスクトレイアイコンのメニューから実行します。カーソルを

下図のアイコン（図中丸内）の上に移動して、マウスの右ボタンを押すとメニューが表示されます。 

 

図 34 トレイアイコン 

 

図 35 設定メニュー 
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１． メニューから、ホットフォルダーを選択して構成を行います。 

 

図 36 ホットフォルダー一覧画面 

 

２． ホットフォルダー一覧画面から「追加…」ボタンを押すと、ホットフォルダーの追加画面が表示されま

す。 

 

図 37 ホットフォルダーの追加画面 

３． ホットフォルダー名を、入力フィールドに記入し、ホットフォルダーの種類から、“File system input 

connector”（ホットフォルダー入力コネクター）を選択します。 

 

図 38 ホットフォルダーの選択 
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４． 「OK」ボタンを押すと、追加したホットフォルダーがホットフォルダーの一覧画面に登録されます。 

 

図 39 ホットフォルダーの一覧画面 

５． 登録したホットフォルダーを選択して、「設定…」ボタンを押し、ホットフォルダーの設定を行います。 

 

図 40 ホットフォルダーの設定画面 

６． パス名に、印刷データ入力として監視するフォルダー名 （ディレクトリー名） をフルパスで入力します

（宛先のフォルダーは、ホットフォルダーの設定前に作成しておいてください）。プリントスプーラー名

では、登録済の PbP プリントスプーラーを選択します。フォルダー名と関連付ける PbP プリントスプ

ーラーを選択してください。 
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７． 「OK」ボタンを押すと、設定が保存されます。ホットフォルダーの一覧画面から、設定したホットフォル

ダーを選択して、「開始」ボタンを押すとホットフォルダーが使用可能になります。 

 

図 41 ホットフォルダーの一覧画面 

4.2. プリンタードライバー 

  プリンタードライバーの設定は、それぞれのプリンタードライバーに付属している文書 (README.TXT な

ど) を参照してください。 

 

4.3. 5400プリンタードライバーで必要な設定項目 

 5400プリンタードライバーの場合には、“ページ出力制御機能を使用する(B)”をチェックする必要があります。

このチェックボックスをセットすると、ページ出力制御に必要な制御情報が印刷データに付加されます。 
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図 42 5400プリンタードライバーの印刷設定画面 

4.4. PbPポートモニター 

 プリンタードライバーの設定後に、プリンターのポートの構成を行います。 

 

4.4.1.  PbPポートの選択 

以下の手順で PbPポートを構成します。 

１． プリンターのプロパティウインドウからポートタブを選択します。“2.3「ページ出力制御機能プログラ

ム」のインストール”(６．ポートモニターのインストールを選択している場合には、インストールの途中で

“図 9 ポート名の入力画面”が表示されます。) で指定した PbP ポート名 （入力例：5400–F06） 

を選択します。 
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図 43 プリンタープロパティのポート画面 

２． 「ポートの構成(C)…」ボタンを押します。このプリンタードライバーの宛先となるプリントスプーラー名を

“図 31 プリントスプーラーの設定画面-基本設定（入力例）”（ページ 25）で設定した名称から選択し

ます。 

 

図 44 PbPポートの設定画面 
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4.4.2.  PbPポートを新規に追加する場合 

複数の PbPプリントスプーラーを設定している場合、PbPプリントスプーラーごとに、PbPポートを設定する必

要があります。以下の手順で追加します。 

１．  “図 43 プリンタープロパティのポート画面”の「ポートの追加(T)…」ボタンを押して、PbP ポートを

追加します。 

２．  プリンターポート追加画面から、「PbP Local Port」を選択して「新しいポート(P)…」ボタンを押しま

す。 

 

図 45 プリンターポート追加画面 

３． PbPポート名の入力画面にポート名を入力します。 

 

図 46 PbPポート名の入力画面 
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図 47 プリンタープロパティのポート画面 (複数の PbPポートを登録) 

４． “図 47 プリンタープロパティのポート画面 (複数の PbP ポートを登録)”から登録した PbP ポートを

選択して、「ポートの構成(C)…」ボタンを押して、このプリンタードライバーの宛先となるPbPプリントス

プーラーを選択します。 

 

図 48 PbPポート選択画面 
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5. プリンターの設定 

5.1. 5400プリンターの設定 

 「ページ出力制御機能プログラム」から印刷するには、インターフェース・ポートとして LPR 接続、エミュレーシ

ョン選択として 5577を選択する必要があります。 

 「ページ出力制御機能プログラム」と共に使用する前に、TCP/IP設定、5577モードの設定を行ってください。

“図 49 5400 プリンター メニューツリー”は、5400 プリンターのメニューツリーの中で、“PbP ポート バンゴウ”

のメニュー付近を表しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 49 5400プリンター メニューツリー 

 TCP/IP設定、5577モードの設定を行った後で、“図 49 5400プリンター メニューツリー”の“PbPポート バ

ンゴウ”メニューより、「ページ出力制御機能プログラム」で使用するポート番号を設定します。ここで指定する番

号は、設定しているPbPプリントスプーラーの“表 2 プリントスプーラーの設定項目”（ページ26）の“PbPポート

番号”と同じ値にする必要があります。お使いになるネットワーク環境にあわせ、番号を変更してください。プリン

ターのデフォルト値（初期値）は、“5026”になっています。 

 

 

 

 

． 

． 

パワーオン ジドウインサツ 

LPR タイムアウト 

PbPポート バンゴウ 

TCP/IP 

イーサネット 

． 

． 
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5.2. 5577･5579プリンターの設定 

 「ページ出力制御機能プログラム」から印刷するには、ネットワーク設定を行っておく必要があります。 

さらに、「ページ出力制御機能プログラム」と TCP/IP通信を行う“PbPポート番号”の設定を行う必要があります。

“PbP ポート番号”として指定する番号は、PbP プリントスプーラーの“表 2 プリントスプーラーの設定項目”（ペ

ージ 26） の“PbPポート番号”と同じ値にする必要があります。お使いになるネットワーク環境にあわせ、番号を

変更してください。プリンターのデフォルト値（初期値）は、“5026”になっています。以下では、Web ページから

の設定を記述しています。他の方法は、プリンターに付属のマニュアルを参照してください。 

2.� プリンターの Web ページを表示して、下図の「プリントサーバー機能」（赤丸で囲まれている部分）をクリック

します。 

 

 

図 50 5577/79プリンターWebページ 
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２．「プリントサーバー機能」画面が表示されたら、下図の「[TCP/IP]」（赤丸で囲まれている部分）をクリックしま

す。「TCP/IP 設定」画面が表示されますので、画面下の“PbP ポート番号”（赤矢印が指している部分）に設定値

を入力します。入力後、画面下の「設定更新」ボタンを押して、プリンターを再起動してください。 

 

図 51 5577/79プリンターWebページ（TCP/IP） 
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6. プログラムの操作 

 ページ出力制御機能プログラムの操作は、Windows タスクトレイアイコンのメニューから実行します。カーソル

を下図のアイコン（図中丸内）の上に移動して、マウスの右ボタンを押すと設定メニューが表示されます。マウス

の左ボタンを押すと、PbPプリントスプーラーメニューが表示されます。 

 

図 52 タスクトレイアイコン 

6.1. 「プリントスプーラー一覧」画面 

 ページ出力制御機能プログラムのタスクトレイアイコン上で、マウスの右ボタンを押し、設定メニューを表示しま

す。「プリントスプーラー」メニューを選択すると、「プリントスプーラー一覧」画面を表示します。「プリントスプーラ

ー一覧」には、登録された PbP プリントスプーラーが表示されます。PbP プリントスプーラーを選択して、画面上

の各ボタンを押すことで、次の操作を行うことができます。 

表 4 各ボタンの操作一覧 

ボタン 操作 

「開始」 停止状態の PbPプリントスプーラーを開始状態にします。 

「停止」 開始状態の PbPプリントスプーラーを停止状態にします。 

「追加…」 PbPプリントスプーラーを追加します。 

「設定…」 PbPプリントスプーラーの設定を行います。設定する PbPプリントスプーラーが停止状態

になっている必要があります。 

「削除…」 PbPプリントスプーラーを削除します。 

「閉じる」 「プリントスプーラー一覧」画面を閉じます。 
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図 53 プリントスプーラー一覧画面 

6.1.1. 状態表示について 

「プリントスプーラー一覧」画面には、次の状態を表示します。 

 表 5 プリントスプーラー状態の詳細一覧 

状態 詳細 

「開始」 PbPプリントスプーラーが開始状態になっています。 

「停止」 PbPプリントスプーラーが停止状態になっています。 

「印刷中」 PbPプリントスプーラーが印刷中の状態になっています。 

「接続待ち」 PbPプリントスプーラーが開始状態で、接続可能な状態になっています。 

「停止中」 PbPプリントスプーラーが停止するための処理中です。 
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6.2. 「印刷ジョブ一覧」画面 

 ページ出力制御機能プログラムのタスクトレイアイコン上でマウスの左ボタンを押すと、登録してある PbPプリン

トスプーラー名をメニュー項目とした「プリントスプーラー」一覧メニューが表示されます。一覧メニューから PbP

プリントスプーラー名を選択すると、選択した PbP プリントスプーラーの「印刷ジョブ一覧」画面が表示されます。

画面上の各ボタンを押すことで、次の操作を行うことができます。 

 

図 54 プリントスプーラー一覧メニュー 

表 6 各ボタンの操作一覧 

ボタン 操作 

「削除…」 「印刷中」、「印刷待ち」、「印刷停止」状態の印刷ジョブのデータを消去します。削除した

印刷ジョブは、一覧から削除されますので、再印刷するには、アプリケーションから印刷

する必要があります。 

「停止」 印刷中の印刷ジョブを停止します。次に印刷する印刷ジョブがある場合には、次の印刷

ジョブが処理されます。プリンターが印刷中にこのボタンを押した場合には、プリンターに

送信済の印刷データはページの区切りまで印刷されます。印刷終了後、該当ジョブを停

止します。 

(注１)「停止」ボタンを押したとき、直ちに印刷が停止しないことがあります。詳しくは「7.5 

制限、注意事項」を参照してください。 

(注２) 単票用紙を手差し給紙で使用している場合に、印刷終了した用紙を取り出さない

でそのままの状態にしていると、「ページ出力制御機能プログラム」が印刷の終了したペ

ージを誤認識します。印刷ジョブを「停止」させた場合には、直ちに、印刷済み用紙をプ

リンターから取り除いてください。 

「開始」 「印刷停止」状態の印刷ジョブの印刷を再開します。 

「↑」「↓」 選択した印刷ジョブの印刷順序を変更できます。 

「印刷ページ指定

…」 

印刷ページ指定画面を表示します。 

選択中のジョブの状態が「印刷待ち」または「印刷停止」であり、印刷ジョブ一覧内に「印

刷中」状態のジョブが存在しないときに押すことが可能です。 

「閉じる」 「印刷ジョブ一覧」画面を閉じます。 
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図 55 印刷ジョブ一覧画面 

6.2.1. 状態表示について 

「印刷ジョブ一覧」画面の状態表示部では、次の状態を表示します。 

 表 7 ジョブの状態の詳細一覧 

状態 詳細 

「印刷待ち」 印刷ジョブが印刷待ちの状態です。一覧の上から順番に印刷処理を行います。 

「印刷中」 印刷ジョブが印刷中の状態です。 

「印刷停止」 印刷ジョブを停止している状態です。印刷は行わずジョブは一覧に残ります。 

「停止中」 印刷中のページを最後まで印刷し、印刷ジョブが停止されるまでの状態です。 

「削除中」 印刷中のページを最後まで印刷し、印刷ジョブが削除されるまでの状態です。 

表 8 プリンターの状態の詳細一覧 

状態 詳細 

「印刷可能」 プリンターが印刷可能の状態です。 

「印刷不可」 プリンターが印刷不可の状態です。 

「カバーオープン」 プリンターのカバーが開いている状態です。 

「リボンエラー」 プリンターでリボンエラー (リボンジャム) が発生している状態です。 

「印刷中」 プリンターが印刷処理を行っている状態です。 

「用紙切れ」 プリンターで用紙切れ (EOF) が発生している状態です。 

「用紙エラー」 プリンターで用紙詰まり (JAM) が発生している状態です。 

「エラー」 その他、エラーが発生している状態です。 

「接続していませ

ん」 

PbP プリントスプーラーを開始してからプリンターとの接続が確立していない状態、または

PbP タイムアウトが発生し、接続が切断した状態です。 
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6.3. 印刷操作 

 「ページ出力制御機能プログラム」は、印刷状況を監視するプログラムです。プリンターにエラー（紙切れ、用

紙詰まりなど）が発生していない間は、操作する必要はありません。ただし、より厳密な用紙サイズ確認や用紙位

置合わせを行う場合には、エラー発生時以外にも操作を促す画面が表示されます。 

 プリントスプーラーの設定画面で、「用紙変更画面を表示する」をチェックすると、「ページ出力制御機能プログ

ラム」は、印刷ジョブの用紙サイズおよび用紙名を監視して、用紙が変わったときに用紙変更画面を表示します。

この画面は、以下のときに表示されます。 

１）プリンターと接続して最初に印刷するとき 

２）タイムアウト時間が経過して、接続が切断された後に印刷したとき 

３）用紙サイズまたは用紙名の異なる印刷ジョブを印刷したとき 

用紙変更画面は、以下の画面です。１）、２）の場合には、「現在の用紙」が未定なので、現在の用紙は空白

になっています。 

 

図 56 用紙変更画面 

各ボタン操作により、下表の処理を行います。 

表 9 「用紙変更」画面の各ボタン処理一覧 

ボタン操作 「ページ出力制御機能プログラム」の動作 

「新しい用紙で印刷」 プリンターにセットされた用紙が新しい用紙に変更されたと認識し、印刷処理を行

います。 
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「現在の用紙で印刷」 プリンターにセットされた用紙は変更されていないと認識し、印刷処理を行います

（現在の用紙が表示されていない場合は押せません）。 

「印刷停止」 プリンターにセットされた用紙は変更されていないと認識し、印刷ジョブを停止しま

す。 
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 プリントスプーラーの設定画面で、「印刷ページ指定画面を表示する」をチェックすると、「ページ出力制御機能

プログラム」は、用紙サイズまたは用紙名が変わったときに、印刷ページ指定画面を表示します。 

 

図 57 印刷ページ指定画面 

各ボタン操作により、下表の処理を行います。 

表 10 「印刷ページ指定」画面の各ボタン処理一覧 

ボタン操作 「ページ出力制御機能プログラム」の動作 

「印刷」 指定したページからの印刷を続けます。 

「印刷停止」 印刷ジョブを印刷停止状態にします。印刷開始ページの指定は有効になります。 

「キャンセル」 印刷ジョブを印刷停止状態にします。印刷開始ページの指定は無効になります。 

ただし、PbP プリントスプーラーとプリンターが接続した後の初回印刷時、用紙切

れ、用紙詰まり、用紙の変化などで表示された場合は「印刷停止」ボタンと同様の

意味になります。 

「×」ボタン 

「調整ページ印刷」 印刷位置を確認するために 1ページ印刷した後、再度この画面を表示します。 
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6.4. 印刷中にエラーが発生したときの操作 

 「ページ出力制御機能プログラム」では、印刷中にエラーが発生すると、「印刷ページ指定」画面が表示されま

す。この画面から、“印刷停止”、“現在のページから印刷”、“指定ページから印刷”、“調整ページ印刷”の操作

を行うことができます。以降の図中、プリンターのエラー及び操作を で、プログラムでの操作を で表記し

ています。 

 

 

図 58 印刷ページ指定画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

印刷終了 

印刷ページ指定画面 

印刷停止 現在のページから印刷 指定ページから印刷 調整ページ印刷 

用紙切れ（EOF） 用紙詰まり（JAM） カバーオープンなど 

印刷中にエラー発生 

印
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ラ
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6.4.1. 用紙詰まり（JAM）、リボン詰まり（5400 プリンター）、プラテンオープン（5400 プリンター）からの復帰方

法 

プリンターに用紙詰まり、リボン詰まり、プラテンオープンエラーが発生した場合には、下図の操作を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 59 用紙詰まり、リボン詰まり、プラテンオープンからの復帰操作 

 

 

 

 

ページ出力制御機能プログラムでの操作 

印刷ページ指定画面の操作 

「印刷停止」、「現在のページから印刷」 

「指定ページから印刷」、「調整ページ印刷」 

のいずれかのボタンを押します。 

・印刷停止 

プリンターの操作 

１． エラーを直し、用紙をセットします。 

２． プリンターを印刷可能状態にします。 

３． 印刷中のページの途中から、改ページ動作をします。(注 2) 

・ 調整ページが印刷されると、

印刷ページ指定画面を再表

示します。 

・ 印刷位置を調整できるまで

繰り返し実行できます。 

・現在のページから印刷 

・指定ページから印刷（印刷を開始するページ数を入力します） 

プリンターの操作 

１． エラーを直し、用紙をセットします。 

２． プリンターを印刷可能状態にします。 

３． 印刷中のページの途中から、改ページ動作をします。 

４． 印刷の完了していないページから印刷します。(注 1) 

（注 1） 

印刷位置がずれてい

る場合があります。 

プリンターの操作 

１． エラーを直します。 

２． 用紙をセットします。 

３． プリンターを印刷可能状態にします。 

４． 印刷中のページの途中から、改ページ動作をします。 

５． 調整ページを印刷します。 

・調整ページの印刷 

（注 2） 

用紙位置を確認してく

ださい。 

プリンターにエラー発生 

用紙詰まり、リボン詰まり、プラテンオープンエラー 
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6.4.2. 用紙切れ（EOF）からの復帰方法 

プリンターに用紙切れが発生した場合には、下図の操作を行います。“１．プリンターでの操作”を先に行う場合

と“２．ページ出力制御機能プログラムでの操作”を先に行う場合とでは、操作が異なります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 60 用紙切れからの復帰操作 

 

２．ページ出力制御機能プログラムでの操作 

プリンターにエラー発生 

用紙切れエラー（注 1） 

 

印刷ページ指定画面の操作 

「印刷停止」、「現在のページから印刷」 

「指定ページから印刷」、「調整ページ印刷」 

のいずれかのボタンを押します。 

・印刷停止 

プリンターの操作 

１． 用紙をセットします。 

２． プリンターを印刷可能状態にします。 

３． 印刷中のページの途中から、改ページ動作をします。(注 3) 

・ 調整ページが印刷されると、

印刷ページ指定画面が表示

されます。 

・ 印刷位置が調整されるまで

繰り返します。 

・現在のページから印刷 

・指定ページから印刷（印刷を開始するページ数を入力します） 

プリンターの操作 

１． 用紙をセットします。 

２． プリンターを印刷可能状態にします。 

３． 印刷中のページの途中から、改ページ動作をします。 

４． 印刷の完了していないページから印刷します。(注 2) 

（注 2） 

印刷位置がずれてい

る場合があります。 

プリンターの操作 

１． 用紙をセットします。 

２． プリンターを印刷可能状態にします。 

３． 印刷中のページの途中から、改ページ動作をします。 

４． 調整ページを印刷します。 

・調整ページの印刷 

（注 3） 

用紙位置を確認してく

ださい。 

１．プリンターでの操作 

プリンターの操作 

１． 5577/79プリンターで用紙端まで印刷していない場合には、プ

リンターを印刷可能状態にして、印刷を継続します。（この操

作を用紙端まで続けます。） 

２． 用紙端まで印刷した場合には、用紙をセットします。（注 4） 

３． プリンターを印刷可能状態にします。 

４． 印刷が続行します。（注 5） 

（注 4） 

用紙途中の場合には、用紙をセットせずに、

印刷可能にします。 

（注 5） 

印刷ページ指定画面は、自動的に閉じま

す。 

（注 1） 

「EOF時に、印刷取り消しコマンドを送信する」が有効の場合、

用紙切れが発生すると、そのページの印刷は取り消されます。 

 5577/79 プリンターを使用している場合、用紙切れの通知をペ

ージの途中で行う設定では、用紙の途中までしか印刷しません。印

刷を続行するには、新規に用紙をセットする必要があります。用紙

をセットする前に、「排出」ボタンを押して印刷済みの用紙を取り

除いてください。 



ページ出力制御機能プログラム 

50 

6.4.3. カバーオープン（5577/5579プリンター）からの復帰方法 

プリンターにカバーオープンのエラーが発生した場合には、下図の操作を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 61 用紙切れからの復帰操作 

 

 

 

 

 

２．ページ出力制御機能プログラムでの操作 

プリンターにエラー発生 

カバーオープンエラー 

 

印刷ページ指定画面の操作 

「印刷停止」、「現在のページから印刷」 

「指定ページから印刷」、「調整ページ印刷」 

のいずれかのボタンを押します。 

・印刷停止 

プリンターの操作 

１． エラーを直します。 

２． プリンターを印刷可能状態にします。 

３． 印刷中のページの途中から、改ページ動作をします。(注 3) 

・ 調整ページが印刷されると、

印刷ページ指定画面が表示

されます。 

・ 印刷位置が調整されるまで

繰り返します。 

・現在のページから印刷 

・指定ページから印刷（印刷を開始するページ数を入力します） 

プリンターの操作 

１． エラーを直します。 

２． プリンターを印刷可能状態にします。 

３． 印刷中のページの途中から、改ページ動作をします。 

４． 印刷の完了していないページから印刷します。(注 2) 

（注 2） 

印刷位置がずれてい

る場合があります。 

プリンターの操作 

１． エラーを直します。 

２． プリンターを印刷可能状態にします。 

３． 印刷中のページの途中から、改ページ動作をします。 

４． 調整ページを印刷します。 

・調整ページの印刷 

（注 3） 

用紙位置を確認してく

ださい。 

１．プリンターでの操作 

プリンターの操作 

１． エラーを直します。 

２． プリンターを印刷可能状態にします。 

３． 印刷が続行します。（注 4） 

（注 4） 

印刷ページ指定画面は、自動的に閉じま

す。 
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6.4.4. マシンチェックからの復帰方法 

プリンターにマシンチェックエラーが発生した場合には、下表の操作を行います。マシンチェックの内容により、

プリンターはエラー情報をページ出力制御機能プログラムへ通知できないことがあります。 

ページ出力制御機能プログラムがエラー情報の表示を行っていない場合には、プリンターの電源 OFF 後に、

PbPプリントスプーラーを停止させてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 62 マシンチェックからの復帰操作 

 

ページ出力制御機能プログラムでの操作 

プリンターにエラー発生 

マシンチェックエラー 

 

ネットワークエラー画面表示 

１． エラー画面を閉じます。 

２． プリントスプーラーを停止します。 

プリンターの操作 

１． プリンターの電源をオフして、エラーを直します。 

２． 用紙位置を確認します。用紙位置がずれている場合に

は、用紙位置を修正するか、用紙をセットしなおして

ください。 

３． プリンターの電源をオンします。 

プリンターでの操作 

プリントスプーラー一覧画面表示 

１． プリントスプーラーを開始します。 

印刷ジョブ一覧画面表示 

１．停止している印刷ジョブを開始します。 

２．印刷を開始します。 
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7. その他の機能、注意・制限 

7.1. 印刷取り消し方法 

 印刷ジョブは、「印刷ジョブ一覧」画面から、もしくは、プリンターの「印刷取消」ボタンを使用することにより、取り

消すことができます。 

１． 「印刷ジョブ一覧」画面からの取り消し 

「印刷ジョブ一覧」画面から印刷ジョブを選択して「削除…」ボタンを押すと、印刷ジョブが削除されます。印

刷中に「削除…」ボタンを押した場合には、プリンターに転送済みの印刷データを印刷してから印刷ジョブ

の削除を行います。印刷中でない場合には、直ちに印刷ジョブが削除されます。 

２． プリンターの「印刷取消」ボタンを使用して取り消し 

プリンターが印刷停止状態になっている場合には、「印刷取消」ボタンを押すと、印刷ジョブが削除されま

す。 

 

7.2. 印刷位置調整ページの印刷方法 

 印刷ページ指定画面から印刷する印刷位置調整ページは、3種類の書式を選択することができます。 

１．ウォーターマークを使用しない書式 

印刷エラーが発生したページを印刷します。調整ページ印刷後に、印刷を再開するときには、再度、同一

ページから再開するので、同じページが 2度印刷されます。 

２．ウォーターマークを使用する書式（オーバーラップのデータ） 

ウォーターマークとして指定した文字列（半角英数字を指定します）を印刷データの書式（文字ピッチ、行ピ

ッチ）に合わせて、印刷データを印刷位置調整ページとして印刷します。 

３．ウォーターマークを使用する書式（トップページで印刷） 

ウォーターマークとして指定した文字列（半角英数字を指定します）の白黒を反転して（反転文字として）ペ

ージ先頭に印刷します。印刷データがある場合には重なって印刷されます。ウォーターマークとして、印刷

される部分の印刷幅は、8.2 インチです。 

 

7.3. 用紙プルダウンメニューの使用方法 

 印刷ジョブ一覧画面には、「用紙」選択プルダウンメニューがあります。印刷中の用紙サイズまたは用紙名を

プルダウンメニューから選択することにより、用紙が同一の印刷ジョブを優先的に印刷させることができ、複数の

用紙を使用している印刷ジョブがある場合など、効率的に印刷することができます。 

 



ページ出力制御機能プログラム 

53 

 

7.4. トレース情報の取得方法 

 ページ出力制御機能プログラムの動作に問題が起きたときは、原因を調査する目的で、プログラムの詳細な動

作をトレースファイルに記録できます。デフォルト（既定）では、トレースファイルは作成されません。トレースファイ

ルを作成して開発元にお送りいただくと、問題の解決が早まることがあります。 

 

7.4.1.  PbPLOG.CFG を修正する 

PbPLOG.CFG は、ページ出力制御機能プログラムのトレースに関する設定ファイルです。PbPLOG.CFG 

は、テキストエディター (メモ帳など) で修正できます。PbPLOG.CFG は、ページ出力制御機能プログラムをイ

ンストールすると、導入先のフォルダー（通常は C:¥Program Files¥InfoPrint¥PbP）に置かれます。 

 

注： 

PbPLOG.CFGを編集して保存するためには、管理者（Administrator）として Windows にログオンする必

要があります。  

 

7.4.2. PbPLOG.CFGの記述形式 

PbPLOG.CFG の記述形式は、次のとおりです。キー名、値に指定する内容の詳細は 「 7.4.3 

PbPLOG.CFGに指定可能な値」を参照してください。 

 

 

 

 

 

各行を次の形式で記述します。 

キー名=値  

セミコロン（;）で始まる行はコメントとして無視されます。  

キー名は、必ず行の先頭（1バイト目）から記述してください。  

キー名と値は、どちらも英大文字、英小文字を区別します。  

キー名と値を結ぶ等号（=）の前後に半角空白文字が存在していると、半角空白文字は無視されます。  

空白文字を含むキー名または値を指定するときは、全体を二重引用符（”）で必ず囲んでください。  

 

7.4.3.  PbPLOG.CFGに指定可能な値 

キー名 値 初期値 説明 

PbPLogEnabled True または

False 

False ページ出力制御機能プログラムがトレース

ファイルを作成するかどうかを指定します。 

True: トレースファイルを作成します。 

False: トレースファイルを作成しません。 

key1=value1 

; comment1 

key2=value2 

key3=”value with space characters” 
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PbPLogOnlyOnePath

FileName 

ファイル名を

含むパス名 

D:¥PbP.LOG ページ出力制御機能プログラムの各モジ

ュールに分けてトレースファイル名をパス

名付きで指定します。パス名は絶対パスで

も相対パスでもかまいません。 

パス名を省略してファイル名だけを指定す

ると、ページ出力制御機能プログラムのイ

ンストール先フォルダーに作られます。 

PbPLogFrameworkP

athFileName 

ファイル名を

含むパス名 

D:¥PbP_Framework.LOG 

PbPLogMonitorPortP

athFileName 

ファイル名を

含むパス名 

D:¥PbP_MonitorPort.LOG 

PbPLogMonitorPort

UIPathFileName 

ファイル名を

含むパス名 

D:¥PbP_MonitorPortUI.LO

G 

PbPLogPortAppPath

FileName 

ファイル名を

含むパス名 

D:¥PbP_PortApp.LOG 

PbPLogPortSimulato

rPathFileName 

ファイル名を

含むパス名 

D:¥PbP_PortSimulator.LO

G 

PbPLogSpoolerPathF

ileName 

ファイル名を

含むパス名 

D:¥PbP_Spooler.LOG 

PbPLogSpoolerAPIPa

thFileName 

ファイル名を

含むパス名 

D:¥PbP_SpoolerAPI.LOG 

PbPLogSpoolerGUIP

athFileName 

ファイル名を

含むパス名 

D:¥PbP_SpoolerGUI.LOG 

PbPLogPMAPIWriter

PathFileName 

ファイル名を

含むパス名 

D:¥PbP_PMAPIWriter.LOG 

PbPLogPreProcessor

5400PathFileName 

ファイル名を

含むパス名 

D:¥PbP_PreProcessor5400.

LOG 

PbPLogFileSystemPa

thFileName 

ファイル名を

含むパス名 

D:¥PbP_FileSystem.LOG 

 

注： 

PbPlogAllModule=True か ら PbPLogFileSystemModule=True ま で の 間 、 お よ び

PbPLogInsertRecordID=Trueから下の行は変更しないでください。 

 

7.4.4. PbP SpoolerサービスとWindows Print Spoolerサービスを再起動する 

 

PbPLOG.CFGを修正した後は、修正を有効にするために、以下の 2つを実行してください。 

(1) PbP Spooler サービスを再起動してください。 

(2) Windows Print Spoolerサービスを再起動してください。 
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7.5. 制限、注意事項 

 

1. 印刷ジョブ一覧画面で印刷ジョブを表示すると、用紙サイズに“??”の文字が表示される。 

5577プリンタードライバーを使用している場合、用紙幅情報を「ページ出力制御機能プログラム」が取得で

きず、用紙幅情報として“??”の文字を表示します。 

 5400プリンタードライバーを使用している場合、5400プリンターで使用可能な用紙サイズを選択すると用紙

サイズ情報が表示されます。ただし、5400 プリンターの場合でも PbP プリントスプーラーが印刷ジョブから用

紙幅を取得できない時は“??”の文字を表示します。 

 

 

図 63 5577プリンターでの印刷ジョブ表示 

 

図 64 5400プリンターでの印刷ジョブ表示 
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2. プリンターとのネットワーク接続の切断監視 

印刷中（「ページ出力制御機能プログラム」からプリンターに印刷データを送信している間）にプリンターの

電源が切断された場合には、下図の切断エラー画面が表示されます。「OK」ボタンを押すと再度、接続動

作を行います。 

 

図 65 ネットワーク切断エラー画面 

3. Windows ユーザーに関する制限 

PbPは単一ユーザーによる運用を前提にしています。複数のユーザーがPbPの画面を操作する運用

形態はサポートしておりません。以下の点にご注意ください。 

 

■ PbPの画面を操作するWindowsユーザーアカウントは1つとし、複数のユーザーアカウントでPbPを操

作しないでください。例えば、PbPを操作したユーザーAがログオフした後に、ユーザーBがログオンし

てPbPを使う、という運用はサポートしておりません。 

■ PbPの画面を複数のセッションで同時に起動しないでください。常に単一のセッションでのみPbPの画

面を操作してください。単一のWindowsユーザーアカウントで複数のセッションにログオン (マルチロ

グオン) した場合であっても、PbPを起動するのは1つのセッションだけにしてください。 

 

4. 「停止」ボタンに関する注意 

「印刷ジョブ一覧」画面で「停止」ボタンを押しても、すぐには印刷が停止しないことがあります。「停止」ボタ

ンを押した時点でプリンター内部のバッファーに送信済みのページは印刷されるため、印刷する内容によっ

ては、「停止」ボタンを押した後、数ページ印刷してから停止することがあります。 

 

5. ホットフォルダーを使用する際の注意 

ホットフォルダーを使用する際は、フォルダーのプロパティの「セキュリティ」タブの設定を確認してください。

ページ出力制御機能プログラムは、ユーザーがホットフォルダーに保存したファイルを読み込んでから削除し

ます。例えば、Administrators グループの Windows ユーザーアカウントがホットフォルダーを作成した後、

印刷ファイルをホットフォルダーに保存して印刷するケースを考えます。ページ出力制御機能プログラムを操

作するユーザーは、別の UsersグループのWindowsユーザーアカウントだとします。 

この場合、ホットフォルダーのプロパティの「セキュリティ」タブで、Users グループの Windows ユーザーが

「変更」または「フルコントロール」を持つように設定してください。 
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6. WPM AFP Emulator for Print を利用する際の注意 

WPM を利用する際、以下の項目が正しく設定されているか確認してください。 

WPM WPM AFP Emulator for Print FixPack 2以降を適用済みですか？ 

WPM を分割処理モードで使用したいとき、“PBP_SUPPORT=YES”を指定していますか？ 

※1 

用紙名を PbP 画面に表示したいとき、“MAP_FORMS_TO_PRN=YES”を指定しています

か？ ※2 

“MAP_FORMS_TO_PRN=YES”を指定したとき、“用紙名.PRN”というファイル名のプリンタ

ー設定ファイルを作成済みですか？ 

プリンター設定ファイルの用紙名はホストコンピューターからジョブをサブミットする際に指定する

JCL と同期をとる必要があります。用紙名が正しく設定されていますか？ 

WPM プリンター設定ファイル作成プログラムで 5400 ドライバーの設定を正しく行っています

か？ (“MAP_FORMS_TO_PRN=YES”を指定しているとき、“用紙名.PRN”という名前のファ

イルをプリンター設定ファイルとみなします (用紙名は印刷ジョブから検出します)。指定された

プリンター設定ファイルが見つからないとき、または“MAP_FORMS_TO_PRN=YES”を指定し

ていないときは、印刷ジョブから検出した BIN 番号に対応するプリンター設定ファイルを使いま

す (ファイル名は任意)。) 

WPMの設定画面で、BIN番号とプリンター設定ファイルの対応づけは正しいですか？ 

5400 ドラ

イバー 

5400 ドライバー V2.22 以降をお使いですか？ 

WPM のプリンター設定ファイルを作成する際に 5400 ドライバーの印刷設定を行っています

か？ (Windows の「デバイスとプリンター」－「印刷設定」で設定しても有効にならないことがあ

ります。必ずWPMプリンター設定ファイル作成プログラムで設定してください) 

「□ ページ出力制御機能プログラムを使用する」にチェックが入っていますか？ 

用紙名を設定するとき、“余白なし可能”が付いている用紙を選択していますか？(WPM が余白

を管理しているため、5400 ドライバー側で余白付き用紙を選ぶと、余白が重複します) 

印刷ポートは PbPポートになっていますか？ 

PbPポートの設定で指定しているプリントスプーラーは正しいですか？ 

PbP ページ出力制御機能プログラム V2.1.0.3以降をお使いですか？ 

WPM を分割処理モードで使用する際、PbP ポートの設定で指定しているプリントスプーラ

ーは、プリントスプーラーの設定画面の「□ WPM が分割処理モードで出力したジョブに対して、

専用の処理を行う」にチェックを入れていますか？ 

プリントスプーラーの設定画面で指定したプリンターの設定 (「IP アドレス」、「LPR キュー名」、

「PbPポート番号」) は正しいですか？ 

プ リ ン タ

ーの設定 

LPR接続に設定されていますか？ 

マイクロコードはページ出力制御機能プログラムをサポートするバージョンをお使いですか？ 

※1：5577および 5579 ドライバーをお使いの場合、WPM を分割処理モードで使う機能は利用できません。 

※2：5577および 5579 ドライバーをお使いの場合、用紙名を PbP画面に表示する機能は利用できません。 
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7. WPMを分割処理モードで使用する際の注意 

7.1. １つの PbP プリントスプーラー上で、分割処理モードの WPM を介して印刷したジョブ (分割ジョブ) 

と、分割処理モードの WPM を介さず印刷したジョブ (通常ジョブ) は混在できません。 

7.2. 印刷ページ指定画面の上部にある「プリントスプーラー名」のプルダウンメニューを利用すると、現在のプ

リントスプーラーと異なるプリントスプーラーにジョブを移動できます。しかし、「□ WPM が分割処理モード

で出力したジョブに対して、専用の処理を行う」のチェックボックスをオンにしたプリントスプーラー (分割

ジョブ用プリントスプーラー)とオフにしたプリントスプーラー (通常ジョブ用プリントスプーラー) の間では、

印刷ジョブの移動はできません。 

分割ジョブ用プリントスプーラーの印刷ジョブ一覧画面で分割ジョブを選択し、印刷ページ指定画面を表

示して、「プリントスプーラー名」を変更すると警告メッセージが表示されます。警告メッセージに対して「続

行する」ボタンを押したとき、その後の動作は保証されません。 

通常ジョブ用プリントスプーラーで印刷ページ指定画面を表示したとき「プリントスプーラー名」を変更して

も警告メッセージは表示されません。しかし、通常ジョブを選択して移動先に分割ジョブ用プリントスプ

ーラーを指定した場合、7.1の制限により、その後の動作は保証されません。 

7.3. 分割する前の大きなジョブが同一である分割ジョブ群 (分割ジョブグループ) 内の最後の分割ジョブ (最

終分割ジョブ) を手操作で削除しないでください。最終分割ジョブを削除した場合、PbP は最終分割ジョ

ブがまだ到着していないと判断し、分割ジョブの印刷完了後も印刷ジョブ一覧から自動削除されません。

そのときは、手操作で分割ジョブグループ内のすべての分割ジョブを削除する必要があります。 

7.4. 複数の分割ジョブグループを印刷したとき、先に到着した分割ジョブグループ内の分割ジョブをオペレ

ーターの操作で意図的に印刷停止にすると、次の分割ジョブグループが到着しても自動的に印刷は開

始されません。 

7.5. WPM が分割処理モードで動作しているとき、たとえ 1 ジョブのページ数が少なく結果的に分割されなか

ったとしても、出力したジョブは 1つの分割ジョブ (グループ) として処理されます。 

7.6. オペレーターが印刷ジョブ一覧画面でボタン操作をして意図的に分割ジョブの順序や状態を変更したと

きは、PbP が以下のタイミングでオペレーターの操作を無効にする (順序や状態を再調整する) ことが

あります。 

‐ 新しい分割ジョブが到着したとき 

‐ 1つの分割ジョブの印刷が完了したとき 

7.7. 印刷ジョブ一覧画面にジョブが 1 つでも存在している場合、「□ WPM が分割処理モードで出力したジョ

ブに対して、専用の処理を行う」のチェックボックスを変更(オン⇔オフ)することはできません。 

印刷ジョブ一覧画面にジョブが存在しているときにチェックボックスを変更した場合、その後の動作は保証

されません。 

7.8. 印刷ジョブ一覧画面で「開始」ボタンと「印刷ページ指定…」ボタンが有効 (押せる状態) なのは、現在選

択している分割ジョブよりも優先順位の高い (ページ番号の小さい) 分割ジョブがすべて到着済みのとき

だけです。 

プリンターの状態が「印刷不可」のときは、「印刷ページ指定…」ボタンを押せません。 

 


