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変更履歴

2020 年 3 月
• 以下の手順を追加。

– Print Management Console を使用する

– コピー

– E メール

– スキャン

– プリンタ共有の設定（Macintosh コンピュータ）

2018 年 2 月
• ポリシーの実施に関する情報を追加しました。

2017 年 6 月
• 以下の情報を追加しました。

– プリントリリースキューを追加する（Macintosh コンピュータ）

– 印刷ジョブの送信

– 印刷ジョブをリリースする

2016 年 7 月
• ポルトガル語（ブラジル）、フランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、韓国語、簡体字中国語、スペイン語、繁体

字中国語のサポートを追加しました。

• 複数ドメインのサポートに関する情報を追加しました。

2016 年 5 月
• 初の文書のリリース
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概要
このソリューションを使って、コンピュータ、モバイルデバイス、またはプリンタから、キュー内のジョブを直接管理しま
す。

LexmarkTM 印刷管理オンプレミスは、次のアプリケーションと連携します。

• プリントリリース - プリンタ、モバイルデバイス、または Print Management Console から印刷ジョブを管理する
エンタープライズクラスの印刷ソリューション。

• モバイル印刷 - AndroidTM または iOS モバイルデバイスから、ネットワーク接続された Lexmark プリンタおよび
サーバーにドキュメントやイメージを直接送信するためのアプリケーション。（⇒ モバイルデバイスの『Lexmark
モバイル印刷ユーザーズガイド』）。

このガイドでは、印刷とリリースを同じ意味で使用します。

本書では、ソリューションの設定とトラブルシューティングを行う方法を説明します。
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Print Management Console を使用する
Print Management Console とは、Lexmark 印刷管理用の Web ポータルです。印刷ジョブの表示、印刷、削除、
ポリシーと数量割当の表示、代理人の追加を行えます。また、ダッシュボードで印刷使用状況のグラフを表示するこ
ともできます。

Print Management Console にアクセスする
メモ： Internet Explorer ブラウザを使用している場合は、バージョン 11 以降をご使用ください。

1 Web ブラウザを開き、次のいずれかの URL を入力します。

• http: //ホスト名: 9780/printrelease/

• https: //ホスト名/printrelease/

ホスト名は、印刷管理サーバーのホスト名または IP アドレスです。

メモ： セキュアな接続のため、https:// を使用することをお勧めします。

2 資格情報を使用してログインします。

メモ： 複数のドメインがある環境では、システム管理者に連絡して正しいドメインを確認してください。

Print Management Console 機能を使用する

メモ：

• ダッシュボードは管理者が設定します。

• カードの詳細を表示するには、グラフをクリックします。

• グラフに表示されているデータをエクスポートできます。

印刷キューの概要

印刷キュー機能を使用して、送信済みのジョブのうち、印刷または削除されていないすべてのジョブを確認します。
管理者が設定した構成設定によっては、印刷済みのジョブも表示される場合があります。詳細については、システム
管理者に問い合わせてください。

1 Print Management Console で、［印刷キュー］をクリックします。

メモ： ジョブをフィルタリングするには、［マイジョブ］をクリックし、［全ジョブ］または［マイジョブ］を選択します。

2 印刷ジョブを管理します。

• ［フィルタ］フィールドにキーワードを入力してリストをフィルタリングし、  をクリックします。

メモ：

– 特殊文字や記号を使用しないでください。

– フィルタリングできるのは、ジョブ名、ページ数、サイトだけです。

•  をクリックしてリストを更新します。
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• 管理者が設定した構成設定に応じて、送信済みジョブを委任または印刷します。詳細については、システム
管理者に問い合わせてください。

メモ： すでに委任されているジョブを委任することはできません。

ポリシーと数量割当を表示する

印刷ポリシーとは、ジョブを印刷する際に有効になる、事前定義された設定です。数量割当は、指定時間内に印刷
およびコピーできる 大ページ数です。

1 Print Management Console から以下のいずれかを実行します。

• ページの右上にあるユーザー名をクリックし、［マイポリシー］をクリックします。

• ［印刷キュー］ > ［マイポリシー］をクリックします。

2 適用されているポリシーと残りの数量割当を確認します。

アカウント設定を更新する

1 Print Management Console で、ページの右上にあるユーザー名をクリックし、［ユーザー設定の編集］をクリッ
クします。

2 以下のいずれかの手順を実行します。

• 今後の印刷ジョブの代理人を更新します。［ジョブの委任先］フィールドにユーザー名を入力します。

メモ： すでに送信されているジョブの代理人には影響しません。既存のジョブの代理人を更新するには、［既
存の印刷ジョブの代理人を更新する］をオンにします。

• 通常使うプリンタを更新します。［プリンタの IP アドレス］フィールドにプリンタの IP アドレスを入力します。

• プリンタのニックネームを更新します。

3 ［保存］をクリックします。
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プリンタアプリケーションを使用する

バッジを登録する
1 プリンタから以下のいずれかの手順を実行します。

• プリンタのホーム画面がロックされている場合は、バッジリーダーのバッジをタップまたはスワイプします。

• プリンタのホーム画面がロックされていない場合は、［プリントリリース］をタッチしてから、バッジリーダーのバ
ッジをタップまたはスワイプします。

2 バッジが登録されていないことを示すメッセージが表示されたら、［次へ］をタップします。

3 資格情報を入力します。

4 バッジが正常に登録されたことを示すメッセージが表示されたら、［次へ］をタップします。

プリンタにログインする
1 プリンタで以下のいずれかを実行します。

メモ： プリンタのホーム画面がロックされていない場合は、［プリントリリース］をタッチします。

手動でログインする

a ［手動ログイン］をタッチします。

b 資格情報を入力します。

PIN を使用してログインする

a ［PIN ログイン］をタッチします。

b PIN を入力します。

メモ： 構成設定によっては、  をタッチして PIN を登録または変更します。

ユーザー名と PIN を使用してログインする

a ［PIN ログイン］をタッチします。

b ユーザー名と PIN を入力します。

メモ： 構成設定によっては、  をタッチして PIN を登録または変更します。

バッジを使用してログインする
バッジリーダーでバッジをタップまたはスワイプします。

2 ［ログイン］をタッチします。
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コピーを作成する
1 原稿を ADF トレイまたは原稿台にセットします。

メモ： 画面が途切れることを防止するには、原稿と印刷物の用紙サイズが同じであることを確認してください。

2 ホーム画面から［コピー］をタッチします。

メモ： 必要に応じて、資格情報を入力します。

3 コピー部数を指定します。

メモ： 必要に応じて、コピー設定を調整します。

4 ドキュメントをコピーします。

メモ： クイックコピーを実行するには、操作パネルで  を押します。

E メールを使用してスキャンしたドキュメントを送信する

プリンタのホーム画面を使用する

1 原稿を ADF トレイまたは原稿台にセットします。

2 ホーム画面から［E メール］をタッチします。

メモ： 必要に応じて、資格情報を入力します。

3 必要な情報を入力します。

メモ：

• アドレス帳やショートカット番号を使用して受信者を入力することもできます。

• プリンタの構成設定によっては、自分の E メールアドレスが受信者フィールドに自動的に入力される場合が
あります。

4 必要な場合は、出力ファイルタイプを設定します。

5 E メールを送信します。

ショートカット番号を使用する

1 操作パネルで # を押してから、キーパッドを使用してショートカット番号を入力します。

2 E メールを送信します。

FAX を使用してスキャンしたドキュメントを送信する

プリンタのホーム画面を使用する

1 原稿を ADF トレイまたは原稿台にセットします。

2 操作パネルで［FAX］を選択します。

メモ： 必要に応じて、資格情報を入力します。

3 必要な情報を入力します。
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4 必要に応じて、その他の FAX 設定を変更します。

5 文書を FAX で送信します。

コンピュータを使用する

Windows の場合

1 FAX するドキュメントから、［印刷］ダイアログボックスを開きます。

2 プリンタを選択し、［プロパティ］、［基本設定］、［オプション］、または［設定］をクリックします。

3 ［FAX］ > ［FAX を有効化］をクリックして、送信先番号を入力します。

4 必要に応じて、その他の FAX 設定を変更します。

5 文書を FAX で送信します。

Macintosh の場合

1 ドキュメントを開いた状態で、［ファイル］ > ［印刷］の順に選択します。

2 プリンタを選択し、送信先番号を入力します。

3 必要に応じて、その他の FAX 設定を変更します。

4 文書を FAX で送信します。

原稿をスキャンしてネットワーク共有フォルダに保存する
1 原稿を ADF トレイまたは原稿台にセットします。

メモ： （⇒ 本機の『ユーザーズガイド』）。

2 ホーム画面で［ScantoNetwork］をタッチします。

メモ： 必要に応じて、資格情報を入力します。

3 ファイル名を入力し、［次へ］をタップします。

4 必要に応じて、スキャン設定を変更します。

5 ［送信］をタップします。

プリントリリースアプリケーションを使用して印刷ジョブをリリース
する
メモ： 構成設定によっては、初回ユーザーにバッジの登録を求めるメッセージが表示される場合があります。（⇒「「バ
ッジを登録する」、8 ページ」）。

1 プリンタのホーム画面で、［プリントリリース］をタッチします。

メモ：

• 必要に応じて、資格情報を入力します。
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• メッセージが表示されたら、ユーザーを選択します。

2 1 つ以上の印刷ジョブを選択します。

3 ジョブを印刷します。

プリンタアプリケーションを使用する 11



ファイルの印刷
実施されたポリシーに応じて、印刷ジョブの設定を自動的に変更できます。詳細については、システム管理者に問い
合わせてください。

プリントリリースキューを追加する（Mac コンピュータ）
メモ： システム管理者に連絡して、適切な方法を確認してください。

1 Mac コンピュータで、［システム環境設定］ウィンドウを開き、［プリントとスキャン］をクリックします。

メモ： 枠をロック解除するには、管理者権限が必要になることがあります。詳細については、システム管理者に
問い合わせてください。

2  をクリックし、以下のいずれかの手順を実行します。

Line Printer Daemon を使用する

この方法ではサーバー上でプリンタを共有し、クライアント Macintosh から Line Printer Daemon（LPD）プロトコ
ルを使用してそのプリンタで印刷します。

a ［IP］をクリックして、サーバーの IP アドレスを入力します。

b ［プロトコル］メニューで、［Line Printer Daemon ‑ LPD］を選択します。

c ［キュー］フィールドに、プリンタの共有名を入力します。

d ［ドライバ］メニューで、［プリンタソフトウェアを選択］を選択し、プリンタドライバを選択します。

Samba 共有を使用する

この方法ではサーバー上のプリンタを共有し、クライアント Mac コンピュータから Samba 共有として共有プリン
タに接続します。

a control キーを押しながらウィンドウのツールバーを右クリックし、［ツールバーをカスタマイズ］をクリックします。

b  をツールバーにドラッグし、［終了］をクリックします。

c  > ［タイプ］ > ［Windows Printer via spools］をクリックします。

d IP アドレスまたはサーバー名とプリンタ共有名を使用して、smb:// URL を入力します。例：
smb://10.1.2.3/PrintReleaseShareName。

e ［ドライバ］メニューで、［プリンタソフトウェアを選択］を選択し、プリンタドライバを選択します。

AirPrint を使用する

メモ： この機能を使用するには、印刷管理サーバーで AirPrint が有効になっている必要があります。詳細につ
いては、システム管理者に問い合わせてください。

AirPrint ソフトウェア機能を備えたプリンタを選択します。

3 ［フィルタ］フィールドで、以下のいずれかを実行します。

• Line Printer Daemon または Samba の場合は、Lexmark と入力し、以下のいずれかを選択します。

– Lexmark Generic Laser Printer Color

– Lexmark Generic Laser Printer Mono
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• AirPrint の場合は、［Secure AirPrint］を選択します。

4 ［追加］ > ［OK］をクリックします。

コンピュータから印刷ジョブを送信する

メモ：

• Microsoft® Windows® オペレーティングシステム（OS）の場合は、Lexmark ユニバーサルプリントドライバがコ
ンピュータにインストールされていることを確認します。詳細については、システム管理者に問い合わせてください。

• Mac OS オペレーティングシステム（OS）ソフトウェアの場合は、汎用プリントドライバがコンピュータにインストー
ルされていることを確認します。

次のいずれかを実行します。

ファイルを印刷キューサーバーに送信する

1 ファイルまたは画像を開きます。

2 印刷オプションを選択し、プリントリリースキューを選択します。

3 ［印刷］をクリックします。

E メールを印刷キューサーバーに送信する
印刷キューサーバーの E メールアドレスを取得するには、管理者に問い合わせてください。

E メール印刷オプションの概要
E メールを送信するときに、出力を管理するプリンタのアドレスまたはニックネームを付けて送信できるオプションが
いくつかあります。印刷オプションを使用するには、［デバイス ID］が［件名の 初の単語］に設定されていることを確
認します。

オプションは、デバイス ID の後に指定します。

オプション 値 メモ

部数 /c# # 記号は印刷部数を示します。［印刷 大部数］ソリューション設定より大きい値を入力すると、 大値が使
用されます。

両面 /d この設定を使用すると、原稿が両面印刷されます。

メモ： このオプションは、Lexmark 以外の一部のプリンタでは機能しない場合があります。

ホールパ
ンチ

/h プリンタに穴パンチフィニッシャがある場合、この設定は穴パンチ機能を使用します。

メモ： このオプションは、Lexmark 以外のプリンタでは機能しません。

添付ファイ
ルなし

/na 本文のみが印刷され、添付ファイルは無視されます。この設定は、［添付ファイルを印刷］ソリューション設
定が［常時］に設定されている場合は無効です。

本文なし /nb 添付ファイルのみが印刷され、本文は無視されます。この設定は、［本文を印刷］ソリューション設定が［常時］
に設定されている場合は無効です。

両面印刷
なし

/nd 原稿が片面印刷されます。この設定は、［両面印刷］ソリューション設定が［常時］に設定されている場合は
無効です。

添付ファイ
ルを印刷

/pa この設定を使用すると、E メールの添付ファイルを印刷できます。この設定は、［添付ファイルを印刷］ソリュ
ーション設定が［オフ］に設定されている場合は無効です。
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オプション 値 メモ

本文を印刷 /pb この設定を使用すると、E メールの本文を印刷できます。この設定は、［本文を印刷］ソリューション設定が
［オフ］に設定されている場合は無効です。

ホチキス /s プリンタにホチキスフィニッシャがある場合、この設定はホチキス機能を使用します。

メモ： このオプションは、Lexmark 以外のプリンタでは機能しません。

モノクロ /m 原稿がモノクロで印刷されます。

例を示します。

件名 結果

printerid /c2 /d 両面印刷で 2 部印刷します

printerid /nb 添付ファイルのみを印刷します

printerid /d /s 本文と各添付ファイルを両面印刷してホチキス留めします

printerid /na 本文のみを印刷します

Google Chrome ブラウザから印刷ジョブを送信する
メモ： Web ブラウザに「LPM Premise for Google Chrome」拡張機能を追加する必要があります。詳細について
は、システム管理者に問い合わせてください。

1 Google Chrome ブラウザで、ファイル、イメージ、または Web ページを開きます。

2 印刷オプションを選択し、［LPM Premise for Google Chrome］を選択します。

3 必要に応じて印刷設定を変更してください。

4 ［印刷］をクリックします。

モバイルデバイスから印刷ジョブを送信する
モバイル印刷アプリケーションの詳細については、モバイルデバイスの『Lexmark Mobile Print User’s Guide
（Lexmark モバイル印刷ユーザーズガイド）』を参照してください。

Android の場合

1 Lexmark 印刷アプリケーションを起動します。

2 ［印刷元］セクションで、給紙源をタップし、画面の指示に従います。

メモ： メッセージが表示されたら、カメラおよびストレージへのアクセスをアプリケーションに許可します。

3 印刷管理サーバーを選択します。

メモ： メッセージが表示されたら、サーバーにログインします。

4 必要に応じて印刷設定を変更してください。

5  をタップします。
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iOS の場合

1 Lexmark 印刷アプリケーションを起動します。

2 ［印刷元］セクションで、給紙源をタップし、画面の指示に従います。

メモ： メッセージが表示されたら、カメラおよび写真へのアクセスをアプリケーションに許可します。

3 印刷管理サーバーを選択します。

メモ： メッセージが表示されたら、サーバーにログインします。

4 必要に応じて印刷設定を変更してください。

5 ［印刷］をタップします。

Print Management Console を使用して印刷ジョブをリリース
する
1 Print Management Console で、［印刷キュー］をクリックします。

2 1 つ以上のジョブを選択し、［印刷］をクリックします。

3 次のいずれかを実行します。

• ［通常使うプリンタ］を選択します。

• ［別のプリンタを選択］を選択し、［プリンタの IP アドレス］フィールドにプリンタの IP アドレスを入力します。

メモ： 必要に応じて、［これを自分が通常使うプリンタにする］を選択し、プリンタのニックネームを入力します。

4 ［OK］をクリックします。

モバイルデバイスから印刷ジョブをリリースする

Android の場合

1 Lexmark 印刷アプリケーションを起動します。

2 ［印刷元］セクションで、印刷管理サーバーを選択します。

メモ： メッセージが表示されたら、サーバーにログインします。

3 1 つまたは複数のジョブを選択してください。

4  をタップし、プリンタを選択します。

5 必要に応じて印刷設定を変更してください。

6  をタップします。

iOS の場合

1 Lexmark 印刷アプリケーションを起動します。

2 ［印刷元］セクションで、印刷管理サーバーを選択します。

メモ： メッセージが表示されたら、サーバーにログインします。

ファイルの印刷 15



3 1 つまたは複数のジョブを選択してください。

4  をタップし、プリンタを選択します。

5 必要に応じて印刷設定を変更してください。

6 ［印刷］をタップします。
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トラブルシューティング

Web ポータルを正しく読み込めない
次の手順を 1 つ以上実行します。

Internet Explorer Web ブラウザを使用する際には、互換性表示でイントラネットサイトが表示され

ないようにしてください

詳細については、ブラウザのヘルプ情報を参照してください。

URL が正しいことを確認する

次のいずれかを使用します。

• http: //ホスト名:9780/printrelease

• https: //ホスト名/printrelease

ホスト名は、印刷管理サーバーのホスト名または IP アドレスです。

メモ： セキュアな接続のため、https:// を使用することをお勧めします。

Web ポータルにログインできない
次の手順を 1 つ以上実行します。

ユーザー資格情報が正しいことを確認する

印刷管理サーバーが LDAP サーバーに接続するように設定されている場合は、LDAP ユーザー名およびパス
ワードを使用します。

印刷管理サーバーが複数ドメインをサポートするように設定されている場合は、ドメインを選択してから、ユーザ
ー名とパスワードを入力します。

LDAP 管理者に問い合わせてください。

ユーザーが見つからない

Lexmark 印刷管理の管理者に問い合わせてください。

ジョブが見つからない
印刷管理サーバーが複数ドメインをサポートするように設定されていない場合、デフォルトのドメインに送信されたジ
ョブだけが表示されます。

管理者に問い合わせてください。
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印刷ジョブが印刷キューに表示されない
次の手順を 1 つ以上実行します。

ユーザー資格情報が正しいことを確認する

印刷管理サーバーが LDAP サーバーに接続するように設定されている場合は、LDAP ユーザー名およびパス
ワードを使用します。

印刷管理サーバーが複数ドメインをサポートするように設定されている場合は、ドメインを選択してから、ユーザ
ー名とパスワードを入力します。

ドキュメント名とユーザー ID が正しいことと、印刷時にユーザーが別のユーザー ID を使ってログイ

ンしていなかったかどうかを確認する

詳細については、システム管理者に問い合わせてください。

Microsoft Windows オペレーティングシステム（OS）の場合は、Lexmark ユニバーサルプリントド

ライバがコンピュータにインストールされていることと、ポートが印刷管理サーバーに設定されている

ことを確認する

詳細については、システム管理者に問い合わせてください。

Mac OS オペレーティングシステム（OS）ソフトウェアの場合は、汎用プリントドライバがコンピュータ

にインストールされていることを確認する

詳細については、システム管理者に問い合わせてください。

サーバーがオフラインです

システム管理者に問い合わせてください。
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