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UP-D75

インストールガイド
本書は Windows XP、Windows 2000 用プリンタードライ

バーのインストール方法と使い方について説明しています。

プリンタードライバーをご使用になる前に、必ず CD-ROM の

“ReadMe”ファイルをお読みください。

ご使用になる前に
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動作環境の確認
プリンタードライバーを動作させるには、以下のシステ

ムが必要です。

･ Microsoft Windows XP Professional/Home Edition

が動作するコンピューター

または

･ Microsoft Windows 2000 Professional が動作する

コンピューター

USB 2.0 について

･ UP-D75 は USB 2.0 に対応しています。

･ USB 2.0 は、USB 1.1 の完全上位互換の規格です。

･ USB 2.0 では、従来の Full（Low）Speed に加え、

Hi-Speed がサポートされています。

･ USB 1.1 環境では、Full Speed として接続できます

が、Hi-Speed USB としてご使用の場合は、以下の環

境が必要です。

－ コンピューター

Hi-Speed USB 対応（USB2.0 規格に準拠）のコン

ピューター（※）

－ OS

Windows 2000 Professional/Windows XP 

Professional/Windows XP Home Edition

－ USB 2.0 ドライバー

マイクロソフト社製 USB 2.0 ドライバー

（マイクロソフト社製以外の USB 2.0 ドライバーで

の動作は保証しておりません。）

－ USB 2.0 認証ケーブル

※ すべての USB 2.0 対応機器、および USB 2.0 拡張

ボード／拡張カードの動作を保証するものではあり

ません。

ご注意

UP-D75 が電源の入っている状態で接続されているとき

は、お使いのコンピューターをスタンバイ（サスペンド）

状態や休止状態にしないでください。正しく動作しなく

なる場合があります。

本インストールガイドに
ついて
本書では、本文中の Windows XP のコントロールパネル

の操作については、クラシック表示で説明しています。

クラシック表示に切り替えるには、［スタート］から［コ

ントロールパネル］を選択し、画面の左側に表示されて

いるコントロールパネルの詳細で、［クラシック表示に切

り替える］をクリックしてください。
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Windows 2000

プリンタードライバーを
インストールする

プリンタードライバーをインストー
ルする前に

バージョンアップについて

プリンタードライバーをバージョンアップする場合は、

初に以前のプリンタードライバーをアンインストール

してから、インストール操作を行ってください。

アンインストールの手順については、本書の「プリンター

ドライバーをアンインストールする」をご覧ください。

インストールに失敗した場合や、キャンセルした場合は、

いったんコンピューターを再起動してから、再度インス

トール操作を行ってください。

ご注意

インストール操作、およびアンインストール操作の 後

に行う｢コンピューターの再起動｣は忘れずに行ってくだ

さい。正しく動作しなくなる場合があります。

USB 2.0 の接続について（Windows XP

のみ）

UP-D75 は USB 2.0 に対応していますが、お使いのコン

ピューターまたは USB ハブが USB 2.0 に対応していな

い場合は、以下のメッセージが表示されます。

をクリックしてメッセージを閉じてください。

ドライバ署名オプションについて

本プリンタードライバーは、Windows ロゴテストを受け

ていないため、インストール時にエラーメッセージが表

示されたり、インストーラーが途中で止まったりする場

合があります。

［ドライバ署名オプション］で、［無視］または［警告］

に設定されていることを確認してください。［ブロック］

が選択されている場合、UP-D75 プリンタードライバー

のインストールはできません。

［ドライバ署名オプション］は、以下の操作で表示でき

ます。

1［スタート］から［コントロールパネル］（Windows 

2000 の場合は［スタート］の［設定］から［コント

ロールパネル］）を選択する。

2［システム］をダブルクリックする。

［システムのプロパティ］ウィンドウが開きます。

3［ハードウェア］タブをクリックする。

4［ドライバの署名］ボタンをクリックする。

本書では、［ドライバ署名オプション］で［警告］が設定

されている場合について説明しています。

複数台接続について

Windows XP を使用して UP-D75 を複数台接続する場

合、１台目は本書の「プリンタードライバーをインス

トールする」に従ってインストールします。２台目以降

は、本書の「２台目以降のプリンタードライバーをイン

ストールする」に従ってインストールします。

インストール方法
Windows XP の画面を使って説明していますが、

Windows 2000 でも操作方法は同じです。

ご注意

インストールを行うときは、コンピューターとプリン

ターを接続していない状態で操作を開始してください。

「新しいハードウェアの検索ウィザード」ウィンドウが表

示された場合は、コンピューターとプリンターを接続し

ているケーブルを外し、すべて［キャンセル］をクリッ

クしてください。

1 コンピューターの電源を入れ、Administrator、

または Administrators グループのメンバーとして

ログオンする。
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2 付属の CD-ROM「PRINTER DRIVER & 

INSTRUCTIONS FOR USE UP-D75」を

CD-ROM ドライブにセットし、CD-ROM 内の

［Win2X］フォルダの［Setup.exe］をダブルクリッ

クする。

Web ページから 新のプリンタードライバーをダウ

ンロードした場合は、ダウンロードしたファイルの

［Setup.exe］をダブルクリックする。

次のダイアログボックスが表示されます。

3 ［次へ］をクリックする。

次のダイアログボックスが表示されます。

4 ソフトウェア使用契約書をよく読み、同意する場合

は［はい］をクリックする。

次のダイアログボックスが表示されます。

5 コンピューターとプリンターを接続し、プリンター

の電源を入れる。

次のダイアログボックスが表示されます。

プリンターを接続しない場合、一定の時間が経過す

ると「プリンターが見つかりません」という警告が

表示されます。この場合は、［再試行］をクリックし

てからプリンターをコンピューターに接続し、プリ

ンターの電源を入れてください。

それでも「プリンターが見つかりません」という警

告が表示される場合は、UP-D75 の電源が入ってい

る状態でコンピューターに接続したまま、以下の操

作を行ってください。（他の USB 接続のプリンター

が接続されている場合は、UP-D75 のみを接続し、

以下の操作を行ってください。）

1［スタート］から［コントロールパネル］

（Windows 2000 の場合は［スタート］の［設定］

から［コントロールパネル］）を選択する。

2［システム］をダブルクリックする。

［システムのプロパティ］ウィンドウが表示され

ます。

3［ハードウェア］タブをクリックする。

4［デバイスマネージャ］をクリックする。

「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されま

す。

5［USB（Universal Serial Bus）コントローラ］の

左側にある［＋］をクリックする。

6［USB 印刷サポート］を選択して右クリックのプロ

パティを開き、［場所］が「UP-D75」であること

を確認し、［操作］メニューから［削除］を選択す

る。

7 UP-D75 の電源を切り、コンピューターとケーブ

ルを外した状態でコンピューターを再起動する。

インストール方法の手順 1 に戻り、インストール操

作をやり直します。
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6 ［次へ］をクリックする。

次のダイアログボックスが表示されます。

7 ［はい、今すぐコンピュータを再起動します。］を選

択し、［完了］をクリックする。

コンピューターが再起動します。

以上でプリンタードライバーのインストールは完了

です。

2 台目以降のプリンター
ドライバーをインストー
ルする

インストール方法
Windows XP で UP-D75 を複数台接続する場合、２台

目以降は以下の手順に従って手動でインストールを実行

します。

Windows 2000 の場合は、２台目以降のプリンターを接

続するだけで自動的にインストールされます。

ご注意

2 台目以降のインストールは、1 台ずつインストールして

ください。

1 コンピューターに UP-D75 を接続する。

2 接続した UP-D75 の電源を入れる。

3 コンピューターの電源を入れ、Administrator、ま

たは Administrators グループのメンバーとしてロ

グオンする。

「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示され

ます。

･ 手順 3 と同じ「新しいハードウェアの検出ウィ

ザード」が表示された場合は手順 4 へ進んでくだ

さい。

･ 手順 3 と異なる「新しいハードウェアの検出ウィ

ザード」が表示された場合は手順 5 へ進んでくだ

さい。

･「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示さ

れなかった場合は、UP-D75 の電源が入っている

状態でコンピューターに接続したまま、以下の操

作を行ってください。（他の USB 接続のプリン

ターが接続されている場合は、UP-D75 のみを接

続し、以下の操作を行ってください。）
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1［スタート］から［コントロールパネル］

（Windows 2000 の場合は［スタート］の［設定］

から［コントロールパネル］）を選択する。

2［システム］をダブルクリックする。

「システムのプロパティ」ウィンドウが表示され

ます。

3［ハードウェア］タブをクリックする。

4［デバイスマネージャ］をクリックする。

「デバイスマネージャ」ウィンドウが表示されま

す。

5［USB（Universal Serial Bus）コントローラ］の

左側にある［＋］をクリックする。

6［USB 印刷サポート］を選択して右クリックのプロ

パティを開き、［場所］が「UP-D75」であること

を確認し、［操作］メニューから［削除］を選択す

る。

7 コンピューターを再起動する。

コンピューターの起動時に「新しいハードウェアの

検出ウィザード」が表示されます。

4 ［いいえ、今回は接続しません］を選択し、[ 次へ ] を

クリックする。

5 ［一覧または特定の場所からインストールする（詳

細）］を選択し、［次へ］をクリックする。

画面が次のように変わります。

6 ［次の場所で 適のドライバーを検索する］を選択

し、［リムーバブルメディア（フロッピー、

CD-ROM など）を検索］を選択してから、付属の

CD-ROM［PRINTER DRIVER & 

INSTRUCTIONS FOR USE UP-D75］を

CD-ROM ドライブに挿入する。

7 ［次へ］をクリックする。

次のダイアログボックスが表示されます。

8 ［続行］をクリックする。

ファイルのコピーが行われた後、画面が次のように

変わります。

9 ［完了］をクリックする。

10 コンピューターを再起動する。

以上でプリンタードライバーのインストールは完了

です。
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Windows 2000

プリンタードライバーを
アンインストールする

ご注意

･ アンインストールを行うときは、コンピューターとプリ

ンターを接続していない状態で操作を開始してくださ

い。「新しいハードウェアの検索ウィザード」が表示さ

れた場合はコンピューターとプリンターを接続している

ケーブルを外し、すべて［キャンセル］をクリックして

アンインストールをやりなおしてください。

･ 1 台のコンピューターで複数台の UP-D75 をお使いの

場合に、アンインストールを実行すると、全ての UP-

D75 プリンタードライバー（プリンターアイコン）を

アンインストールします。

1 UP-D75 の電源を切り、コンピューターと接続して

いるケーブルを外します。

2 付属の CD-ROM「PRINTER DRIVER & 

INSTRUCTIONS FOR USE UP-D75」を

CD-ROM ドライブにセットし、CD-ROM 内の

［Win2X］フォルダの［Setup.exe］をダブルクリッ

クする。

Web ページから 新のプリンタードライバーをダウ

ンロードした場合は、ダウンロードしたファイルの

［Setup.exe］をダブルクリックする。

次のダイアログボックスが表示されます。

3 ［OK］をクリックする。

アンインストールが完了すると、次の画面が表示さ

れます。

4 ［はい、今すぐコンピュータを再起動します。］を

選択し、［完了］をクリックする。

コンピューターが再起動します。

以上でプリンタードライバーのアンインストールは

完了です。
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プリンターを設定する
アプリケーションからプリントを行う前に、プリンター

のプロパティを設定します。

プリンターのプロパティは、以下に示すどちらかの手順

で表示することができます。

･［スタート］の［コントロールパネル］から［プリンタ

と FAX］（Windows 2000 の場合は［スタート］の

［設定］から［プリンタ］）を選択します。Sony UP-

D75 のプリンターアイコンを選択し、［ファイル］メ

ニューの［印刷設定］を選択します。この手順で設定し

た内容は、アプリケーションでプリントする場合の初期

値になります。

･ アプリケーションの［ファイル］メニューから、プリン

ターの設定を行う項目を選択します。この手順で設定し

た内容は、アプリケーションが終了するまで有効です。

ここでは、「UP-D75 のプロパティ」のタブについて説明

します。

UP-D75 プリンター固有の設定を行うタブは次のとおり

です。

［用紙］タブ

プリントに関する基本的な設定を行います。

［グレーバランス］タブ

プリンターのグレーバランスを調整する場合に使用しま

す。

［グラフィックス］タブ

色、明るさなど、画像に関する設定を行います。

［用紙］タブの設定

用紙の自動設定

［プリンタ］フォルダで「Sony UP-D75」を選択し、

［ファイル］メニューから［印刷設定］を選択して［用

紙］タブをクリックすると、現在プリンターにセットさ

れている用紙が自動設定されます。

また、［用紙］タブの［標準に戻す］ボタンをクリックし

ても、現在プリンターにセットされている用紙が自動設

定されます。

用紙サイズ

プリンターにセット可能な用紙サイズと 大プリントサ

イズは、以下のとおりです。

印刷の向き

プリントする向きを「縦」または「横」から選択します。

印刷部数

１～ 20 の範囲で設定できます。

拡大 / 縮小

拡大率または縮小率を指定します。25 ～ 400％の範囲で

設定できます。

用紙サイズ 最大プリントサイズ

A4 3208 × 2400 ピクセル

A4+ 3508 × 2560 ピクセル

Letter 3000 × 2400 ピクセル
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ラミネートパターン

プリント表面のラミネートの状態を、次の 3 種類から選

択できます。

光沢 (Glossy) 光沢があるプリント画になります。

絹目 (Texture) 絹目のあるプリント画になります。

マット (Matte) 霧がかかったようなプリント画にな

ります。

バージョン情報

プリンタードライバーのバージョン情報が表示されます。

現在の設定

プリンターの情報を読み込んで表示させることができま

す。

［現在の設定］をクリックすると、プリンターの状態が次

のように表示されます。

［設定］をクリックすると、［用紙サイズ］、［ラミネート

パターン］をダイアログボックスで表示されている値に

設定します。

［閉じる］をクリックした場合は、設定を行わずにダイア

ログボックスを閉じます。

標準に戻す

［用紙］タブで変更した設定をすべて初期状態に戻します。

ただし、用紙サイズは現在プリンターでセットされてい

る用紙に設定されます。

［グレーバランス］タブの設定

グレーバランス A、グレーバランス B

グレーのパターン番号を 0 ～ 88 の中から選択します。

［プリンターの設定を使用する］のチェックボックスがオ

フのとき設定できます。

プリンターの設定を使用する

チェックボックスをオンにすると、プリンター本体で設

定したグレーバランス A、グレーバランス B の値が使用

されます。チェックボックスをオンに変更したときやプ

ロパティを開いた状態でプリンター本体の設定を変更し

たときは、プロパティを開き直し、［グレーバランス］タ

ブをクリックすることでプリンター本体の設定値を表示

できます。

チェックボックスをオフにすると、［グレーバランス］タ

ブで設定したグレーバランス A、グレーバランス B の値

が使用されます。

チャートを印刷

グレーバランスのパターンを印刷します。

［グラフィックス］タブの設定
［色調整］リストボックスで［カラーバランス］、

［明るさ］を選択し、それぞれの設定を変更します。

カラーバランス

カラーバランスを調整します。スライダーを左右に動か

して設定値を調整できます。また、右側のボックスに数

値を入力して調整することもできます。
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明るさ

明るさを調整します。スライダーを左右に動かして設定

値を調整できます。また、右側のボックスに数値を入力

して調整することもできます。

シャープネス 画像の輪郭を調整します。設定値を大き

くするほど画像の輪郭が強調されます。

ダーク 暗い部分の階調を調整します。

ガンマ 中間色の階調を調整します。

ライト 明るい部分の階調を調整します。

現在の設定

プリンターの情報を読み込んで表示させることができま

す。

［現在の設定］をクリックすると、プリンターの状態が次

のように表示されます。

［設定］をクリックすると、［赤］、［青］、［緑］、［シャー

プネス］、［ダーク］、［ガンマ］、［ライト］をダイアログ

ボックスで表示されている値に設定します。

［閉じる］をクリックした場合は、設定を行わずにダイア

ログボックスを閉じます。

標準に戻す

［グラフィックス］タブで変更した設定をすべて初期状態

に戻します。
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