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プリンタードライバーのインストールと設定方法

この使用説明書は、プリンタードライバーのインストール方法、プリンターを使用するための設定方
法、使用上の注意事項などを説明しています。

動作環境

❖ OS
• 日本語版Mac OS 9.1～9.2.2

• 日本語版Mac OS Χ 10.2～10.3.9

補足

❒ 各アプリケーションのドライバー動作環境
に準じます。

Mac OS 9へのインストール
Mac OS 9へプリンタードライバーをインストー
ルします。プリンターを使用するために、Mac
OS 9でプリンターの設定をします。

ここでは、Mac OS 9.2.1を例に説明します。OSの
バージョンによっては、操作手順が異なる場合
があります。

プリンタードライバーのインストール

プリンタードライバーをインストールします。

 重要
❒ 他のアプリケーションが実行されていると、
インストールは行えません。インストールの
前にすべてのアプリケーションを終了して
おくことをお勧めします。

❒ インストール終了後、コンピューターを再起
動する必要があります。インストールの前に
作業中のデータを保存しておくことをお勧
めします。

A［お使いの機種名 Installer］アイコンをダ
ブルクリックします。

B「ソフトウェア使用許諾契約」が表示され
ますので、内容をよく読み、［同意する］を
クリックします。

補足

❒［不同意］を選択すると、インストールを
行わずに終了します。

❒ すでにプリンタードライバーがインス
トールされている場合は、確認画面が表
示されます。すでにインストールされて
いるプリンタードライバーのバージョ
ンが、これからインストールするプリン
タードライバーより古い場合は、確認画
面の内容に関わらず、古いプリンタード
ライバーを削除してからインストール
してください。

参照

プリンタードライバーのバージョンの
確認方法は、『プリンタードライバーガ
イド〈Macintosh編〉』の「現在のプリン
タードライバーのバージョンを確認す
る」を参照してください。

プリンタードライバーの削除の方法は、
『プ リ ン タ ー ド ラ イ バ ー ガ イ ド
〈Macintosh編〉』の「プリンタードライ
バーの削除」を参照してください。
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C「お読みください」が表示されますので、
内容をよく読み、［続ける］をクリックし
ます。

D［インストール］をクリックします。

E 警告画面が表示されますので、内容をよ
く読み、［続ける］をクリックします。

インストールが開始されます。

F［再起動］をクリックします。

インストールが終了し、コンピューターが再

起動します。

プリンターの設定をする

Mac OS 9で、使用するプリンターの設定をします。

USBに接続してプリンターを使用する

制限

❒ プリンターは、あらかじめUSBポートに接続
されている必要があります。プリンターの電
源はオンにしてください。

A アップルメニューから［セレクタ］を選択
します。

B 使用するプリンターのアイコンをクリッ
クします。

［プリンタの選択：］欄に使用するプリンター

の名称が表示されます。

C［プリンタの選択:］欄から使用するプリン
ターの名称をクリックします。
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D 警告画面が表示された場合は、内容をよ
く読み、［OK］をクリックします。

E［ファイル］メニューの［終了］をクリッ
クします。

セレクタが終了します。

補足

❒ プリンターを使用する前に、最適な印刷
品質を得るため、［濃度微調整...］の設定
を行ってください。

参照

［濃度微調整...］の設定については、プリ
ンタードライバーのヘルプを参照して
ください。

ネットワークに接続してプリンターを使用する

制限

❒ プリンターは、あらかじめネットワークに接
続されている必要があります。プリンターの
電源はオンにしてください。

❒ プリントサーバーでプリンターの IP アドレ
スを設定しておく必要があります。IPアドレ
スの設定方法は、プリントサーバーに付属の
説明書を参照してください。

A アップルメニューから［セレクタ］を選択
します。

B 使用するプリンターのアイコンをクリッ
クします。

C［接続...］をクリックします。

D 使用するプリンターの IPアドレスを入力
し、［OK］をクリックします。

E［プリンタの選択:］欄から使用するプリン
ターのIPアドレスをクリックします。

F 警告画面が表示された場合は、内容をよ
く読み、［OK］をクリックします。

G［ファイル］メニューの［終了］をクリッ
クします。

セレクタが終了します。

補足

❒ 最適な印刷品質を得るために、プリン
ターを使用する前に［濃度微調整...］の設
定を行ってください。
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参照

［濃度微調整...］の設定については、プリ
ンタードライバーのヘルプを参照して
ください。

Mac OS Xへのインストール
Mac OS Xへプリンタードライバーをインストール
します。プリンターを使用するために、Mac OS
Xでプリンターの設定をします。

ここでは、Mac OS X ｖ10.3.6を例に説明します。
OSのバージョンによっては、操作手順が異なる
場合があります。

プリンタードライバーのインストール

プリンタードライバーをインストールします。

 重要
❒ 他のアプリケーションが実行されていると、
インストールは行えません。インストールの
前にすべてのアプリケーションを終了して
おくことをお勧めします。

❒ インストール終了後、コンピューターを再起
動する必要があります。インストールの前に
作業中のデータを保存しておくことをお勧
めします。

制限

❒ プリンタードライバーをインストールする
ときは、管理者としてログインすることが必
要です。詳細はお使いのMacintosh の管理者
に確認してください。

A［お使いの機種名］アイコンをダブルク
リックします。

B「認証」画面が表示されますので、管理者
の名前とパスワードまたはパスフレーズ
を入力して、［OK］をクリックします。

C「ソフトウェア使用許諾契約」が表示され
ますので、内容をよく読み、［同意する］を
クリックします。

補足

❒［不同意］を選択すると、インストールを
行わずに終了します。

D「お読みください」が表示されますので、
内容をよく読み、［続ける］をクリックし
ます。
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E［インストール］をクリックします。

F 警告画面が表示されますので、内容をよ
く読み、［続ける］をクリックします。

インストールが開始されます。

G［再起動］をクリックします。

インストールが終了し、コンピューターが再

起動します。

プリンターの設定をする

Mac OS Xで、使用するプリンターを［プリンタ
リスト］に追加します。追加することで、印刷時
にプリンターを選択できるようになります。

USBに接続してプリンターを使用する

制限

❒ プリンターは、あらかじめUSBポートに接続
されている必要があります。プリンターの電
源はオンにしてください。

A［アプリケーション］フォルダの［ユー
ティリティ］フォルダにある［プリンタ設
定ユーティリティ］アイコンをダブルク
リックして起動します。

［プリンタリスト］が表示されます。

補足

❒ Mac OS X ｖ10.2.xの場合、プリンターの
設定は、［アプリケーション］フォルダの
［ユーティリティ］フォルダにある［プリ
ントセンター］を使用します。

B［プリンタ］メニューの［プリンタを追加...］
またはツールバーにある［追加］をクリッ
クします。

C 警告画面が表示された場合は、内容をよ
く読み、［OK］をクリックします。
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D ポップアップメニューが［USB］になって
いることを確認します。

USB ポートに接続されているプリンターの
名称が表示されます。

E 使用するプリンターの名称を選択しま
す。

F［プリンタの機種:］が［お使いの機種名］に
なっていることを確認し、［追加］をク
リックします。

追加したプリンターの名称が［プリンタリス

ト］に表示されます。

G［プリンタ設定ユーティリティ］メニュー
の［プリンタ設定ユーティリティを終了］
をクリックします。

［プリンタ設定ユーティリティ］が終了しま

す。

補足

❒ 最適な印刷品質を得るために、プリン
ターを使用する前に［濃度微調整...］の設
定を行ってください。

参照

［濃度微調整...］の設定については、プリ
ンタードライバーのヘルプを参照して
ください。

ネットワークに接続してプリンターを使用する

制限

❒ プリンターは、あらかじめネットワークに接
続されている必要があります。プリンターの
電源はオンにしてください。

❒ プリントサーバーでプリンターの IP アドレ
スを設定しておく必要があります。IPアドレ
スの設定方法は、プリントサーバーに付属の
説明書を参照してください。

A［アプリケーション］フォルダの［ユー
ティリティ］フォルダにある［プリンタ設
定ユーティリティ］アイコンをダブルク
リックして起動します。

［プリンタリスト］が表示されます。

補足

❒ Mac OS X ｖ10.2.xの場合、プリンターの
設定は、［アプリケーション］フォルダの
［ユーティリティ］フォルダにある［プリ
ントセンター］を使用します。
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B［プリンタ］メニューの［プリンタを追加...］
またはツールバーにある［追加］をクリッ
クします。

C 警告画面が表示された場合は、内容をよ
く読み、［OK］をクリックします。

D ポップアップメニューが［RICOH IPプリ
ント］になっていることを確認します。

E［プリンタのアドレス:］の入力欄に使用す
るプリンターのIPアドレスを入力します。

F［プリンタの種類］が［お使いの機種名］に
なっていることを確認し、［追加］をク
リックします。

［プリンタリスト］に追加したプリンターの

IPアドレスが表示されます。

G［プリンタ設定ユーティリティ］メニュー
の［プリンタ設定ユーティリティを終了］
をクリックします。

［プリンタ設定ユーティリティ］が終了しま

す。

H［システム環境設定］メニューの［システ
ム環境設定を終了］をクリックします。

［システム環境設定］が終了します。

補足

❒ 最適な印刷品質を得るために、プリン
ターを使用する前に［濃度微調整...］の設
定を行ってください。

参照

［濃度微調整...］の設定については、プリ
ンタードライバーのヘルプを参照して
ください。
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商標
Mac OSは米国および他の国々で登録されたApple Computer, Inc.の商標です。

その他の製品名、名称は各社の商標または登録商標です。
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