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プリンタードライバー
（Mac OS X 用）
インストールガイド
本書は Mac OS X 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。
ご使用になる前に
プリンタードライバーをご使用になる前に、必ず CD-ROM の
“お読みください”ファイルをご覧ください。

UP-CR10 シリーズ
© 2006 Sony Corporation
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Apple、Mac、Macintosh、Mac OS は、米国、その他
の国で登録された米国アップルコンピュータ社の登録商
標です。
その他、記載されている会社名および商品名は各社の商
標または登録商標です。
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動作環境の確認
本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。
･ OS：Mac OS X 10.3 以降
･ コンピューター：Mac OS X が動作する、USB ポート
を標準装備した Macintosh コンピューター
･ メモリ：128 MB 以上
･ ハードディスク：インストール時に約 2 MB 以上の空
き容量

USB 2.0 について

本インストールガイドに
ついて
本書では、UP-CR10L を接続した場合に表示される画面
を基本に説明しています。UP-CR10L 以外の UP-CR10
シリーズのプリンターをご使用の場合は、画面中の「UPCR10L」を、お使いの機種名にお読み替えください。
また、本書では、Mac OS X 10.4.x をご使用の場合に表
示される画面を基本に説明しています。お使いのシステ
ムやアプリケーションソフトによって、表示される画面
が違う場合があります。

･ UP-CR10 シリーズは 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。
Hi-Speed USB としてご使用の場合は、以下の環境が
必要です。
－ OS
Mac OS X 10.3 以降
－ コンピューター
USB2.0 ポートを標準装備した Macintosh コン
ピューター
－ USB 2.0 認証ケーブル
ご注意
Mac OS X Classic 環境では使用できません。

動作環境の確認 / 本インストールガイドについて
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プリンタードライバーを
インストールする

3

［UP-CR10Series.pkg］アイコンをダブルクリック
する。
次のインストール画面が表示されます。

プリンタードライバーをインストー
ルする前に
複数台接続について
1 台のコンピューターに UP-CR10 シリーズのプリン
ターを複数台接続する場合、1 台目は本書の「インストー
ル方法」に従いインストールします。1 台目のインストー
ルが完了したら、2 台目以降の UP-CR10 シリーズのプ
リンターをコンピューターに接続してください。2 台目以
降の設定のしかたは「2 台目以降のプリンターを設定す
る」をご覧ください。
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［続ける］をクリックする。
使用許諾契約画面が表示されます。

インストール方法

1

コンピューターとプリンターを接続せずに、コン
ピューターの電源を入れる。

2

付属の CD-ROM「PRINTER DRIVER &
INSTRUCTIONS FOR USE UP-CR10L」を CDROM ドライブに挿入し、デスクトップ上の［UPCR10Series］CD-ROM アイコンをダブルクリック
する。Web ページから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をダブルク
リックしてマウントし、デスクトップ上の［UPCR10Series］アイコンをダブルクリックする。

5

ソフトウェア使用契約書を熟読し、［続ける］をク
リックする。

次の画面が表示されます。
使用許諾契約を確認するシートが表示されます。

プリンタードライバーをインストールする
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6

［使用許諾契約］に同意する場合は、［同意します］
をクリックする。
インストール先の選択画面が表示されます。

9

［名前］と［パスワード］を入力し、［OK］をクリッ
クする。
再起動確認シートが表示されます。

10［インストールを続ける］をクリックする。
インストールが開始されます。処理が終了すると次
の画面のように、再起動を要求するメッセージが表
示されます。

7

起動ディスクを選択し、［続ける］をクリックする。
インストールの種類画面が表示されます。

11［再起動］をクリックする。
以上でインストールは完了です。

8

［インストール］または［アップグレード］をクリッ
クする。

12 再起動後、プリンターとコンピューターを USB ケー
ブルで接続し、プリンターの電源を入れる。

認証画面が表示されます。
しばらくするとプリンターが自動認識され使用可能
となります。

プリンタードライバーをインストールする
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プリンターが使用可能になったことを確認するには、プ
リンタ設定ユーティリティのプリンタリストを表示しま
す。プリンタリストにお使いの UP-CR10 シリーズのプ
リンター名が表示されていれば、プリンターは使用可能
です。
プリンタ設定ユーティリティを起動するには、［アプリ
ケーション］→［ユーティリティ］→［プリンタ設定
ユーティリティ］の順に開きます。

2

［追加］ボタンをクリックする。
プリンタブラウザが表示されます。
プリンタブラウザは、システム環境設定の「プリン
トとファクス」の［+］ボタンでも表示できます。

ご注意
Mac OS X 10.4.x では、システム環境設定の「プリント
とファクス」のプリンタリストでも確認できます。
プリンターが自動認識されないときは、以下の手順で手
動設定を行ってください。

Mac OS X 10.4.x をご使用の場合

1

3

［プリンタ名］がお使いの機種名、［接続］が「USB」
のプリンターを選択する。

4

［使用するドライバ］で「SONY UP-CR10 series
printer」を選択し、［追加］ボタンをクリックする。

［アプリケーション］→［ユーティリティ］→［プリ
ンタ設定ユーティリティ］の順に開く。
プリンタリストが表示されます。

以上でプリンターが使用可能となります。

Mac OS X 10.3.x をご使用の場合

1

［アプリケーション］→［ユーティリティ］→［プリ
ンタ設定ユーティリティ］の順に開く。
プリンタリストが表示されます。

プリンタードライバーをインストールする
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2

［追加］ボタンをクリックする。
次の画面が表示されます。

2 台目以降のプリンター
を設定する
設定方法
UP-CR10 シリーズのプリンターをコンピューターに複数
台接続する場合、2 台目以降は以下の手順に従って設定し
てください。
2 台目以降のプリンターを設定する場合、1 台目のプリン
ターが正しくインストールされている必要があります。
以下の手順では、2 台目のプリンターを設定する場合の画
面を表示しています。

3
4

ポップアップメニューで「USB」を選択する。
［製品］がお使いの機種名、［種類］が「Sony」のプ
リンターを選択し、［プリンタの種類］で「SONY
UP-CR10 series printer」を選択し、［追加］ボタ
ンをクリックする。

Mac OS X 10.4.x をご使用の場合

1

設定済みの UP-CR10 シリーズのプリンターをコン
ピューターに接続する。
既に UP-CR10 シリーズのプリンターが 2 台以上設
定されている場合は、すべてをコンピューターに接
続します。

以上でプリンターが使用可能になります。

2
3

4

接続したすべてのプリンターの電源を入れる。
［アプリケーション］→［ユーティリティ］→［プリ
ンタ設定ユーティリティ］の順に開く。

設定済みの UP-CR10 シリーズのプリンターが、プリ
ンタリストにすべて表示されていることを確認する。

2 台目以降のプリンターを設定する
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5

追加する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る。

4

しばらくすると接続したプリンターが自動認識され、
プリンタリストに追加されます。
プリンタリストにプリンターが追加されたら設定は
完了です。

設定済みの UP-CR10 シリーズのプリンターが、プリ
ンタリストにすべて表示されていることを確認する。
追加するプリンターの機種名と同じ名前のプリン
ターがある場合は、そのプリンターの名前を変更し
ます。例えば、新しく接続するプリンターが「UPCR10L」の場合、プリンタリストに「UP-CR10L」
という名前のプリンターがあったときは、このプリ
ンターの名前を変更します。
プリンターの名前は、次のように変更します。
1 プリンタリストで名前を変更したいプリンターを
選択し、［情報を見る］ボタンをクリックする。
2［プリンタ名］に新しい名前を入力し、［変更を適
用］ボタンをクリックする。

プリンターは、システム環境設定の「プリントとファク
ス」のプリンタリストでも確認できます。

Mac OS X 10.3.x をご使用の場合

1

設定済みの UP-CR10 シリーズのプリンターをコン
ピューターに接続する。

5

追加する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る。
しばらくすると接続したプリンターが自動認識され、
プリンタリストに追加されます。
プリンタリストにプリンターが追加されたら設定は
完了です。

既に UP-CR10 シリーズのプリンターが 2 台以上設
定されている場合は、すべてをコンピューターに接
続します。

2
3

接続したすべてのプリンターの電源を入れる。
［アプリケーション］→［ユーティリティ］→［プリ
ンタ設定ユーティリティ］の順に開く。

2 台目以降のプリンターを設定する
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プリンタードライバーを
アンインストールする
アンインストール方法
プリンタードライバーをアンインストールする手順につ
いて説明します。

1

アプリケーションソフトをすべて終了させる。

2

コンピューターに接続されているUP-CR10シリーズ
のプリンターすべての電源を切り、接続ケーブルを
はずす。

3

［アプリケーション］→［ユーティリティ］→［プリ
ンタ設定ユーティリティ］の順に開く。

7

［ライブラリ］→［Printers］→［SONY］→［UP］
の順に開く。

8

「UPCR10PM.plugin」と
「UPCR10PrintColorSetup.plugin」の 2 つのファ
イルをゴミ箱に移動する。

9

［Finder］メニューの［ゴミ箱を空にする］を選択
し、ゴミ箱を空にする。
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。

プリンタリストが表示されます。

4

プリンタリストでお使いのプリンターと同じ種類の
プリンターを選択し、［削除］ボタンをクリックす
る。
お使いのプリンターと同じ種類のプリンターすべて
に対して、この操作を行ってください。
（Mac OS X 10.4.x では、システム環境設定の「プ
リントとファクス」のプリンタリストからプリン
ターを選択し、［-］ボタンをクリックすることでも
プリンターを削除できます）

5

［ライブラリ］→［Receipts］の順に開く。

6

「UPCR10Series.pkg」をゴミ箱に移動する。

プリンタードライバーをアンインストールする
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ページ設定を行う
アプリケーションからプリントを行う前に、ページ設定
を行います。
ページ設定では、使用するプリンター、プリントする用
紙サイズ、紙送りの方向、ページ内容の拡大縮小率を設
定します。

1

4

［方向］で画像の向きと紙送りの方向を選択する。

5

［拡大縮小］でページ内容の拡大率または縮小率を設
定する。
25% から 400% までの整数値が指定できます。
ページ設定が完了したら［OK］ボタンをクリックし
ます。

アプリケーションの［ファイル］メニューから
［ページ設定］を選択する。
ページ設定シートが表示されます。

2
3

［対象プリンタ］からお使いのプリンターを選択す
る。
プリントしたい用紙サイズ（プリンターにセットし
ている用紙のサイズ）を［UPC-C13］、［UPCC14］、［UPC-C15］の中から選ぶ。

この 3 つ以外の用紙サイズを選択した場合はプリン
トできません。
各用紙サイズの最大印画サイズは次のとおりです。
用紙サイズ

最大印画サイズ

UPC-C13

1,536 × 1,100 ( ピクセル )

UPC-C14

1,848 × 1,248 ( ピクセル )

UPC-C15

2,148 × 1,536 ( ピクセル )

ページ設定を行う
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プリント設定を行う
アプリケーションからプリントを行う前に、プリント
シートでプリント設定を行います。
プリントシートを表示するには、アプリケーションの
［ファイル］メニューから［プリント］を選択し、［プリ
ンタ］ポップアップメニューでお使いのプリンターを選
択します。
プリント設定では、印刷部数、デジタルカメラ補正、カ
ラーバランス、明るさなどを設定します。

グラフィックスを設定する
プリントシートのポップアップメニューから［グラ
フィックス］を選択します。
デジタルカメラ補正、カラーバランス、明るさに関する
設定を変更できます。

デジタルカメラ補正
［色調整］ポップアップメニューから［デジタルカメラ補
正］を選択します。

印刷部数を設定する

1

2

プリントシートのポップアップメニューから［印刷
部数と印刷ページ］を選択する。

［部数］で印刷部数を設定する。
1 部から 100 部まで設定できます。
101 部以上の部数を設定した場合は、100 部プリン
トされます。*)
*) 使用するアプリケーションによっては、101 部以
上でもプリントできる場合があります。

［デジタルカメラ補正を行う］をチェックすると、デジタ
ルカメラ補正が有効になります。
･［自動］を選択すると、最適な処理が行われます。
･［カスタム］を選択したときは、スライダーを左右に動
かして、［明るさ］
、［コントラスト］、［鮮やかさ］を個
別に調整できます。また、エディットボックスに数値を
入力して調整することもできます。
［標準に戻す］ボタンをクリックした場合は、［デジタル
カメラ補正］で変更した設定をすべて初期状態に戻しま
す。

プリント設定を行う
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カラーバランス
［色調整］ポップアップメニューから［カラーバランス］
を選択します。

スライダーを左右に動かすか、入力ボックスに数値を入
力して、カラーバランスを調整します。
［標準に戻す］ボタンをクリックした場合は、［カラーバ
ランス］で変更した設定をすべて初期状態に戻します。

明るさ

プリント設定値を確認する
プリントシートのポップアップメニューから［一覧］を
選択します。
プリント設定値の一覧が表示されます。

プリントする
プリント設定が終了したら、［プリント］ボタンをクリッ
クします。
ページ設定シート、プリントシートで設定した値でプリ
ントされます。

［色調整］ポップアップメニューから［明るさ］を選択し
ます。

スライダーを左右に動かすか、入力ボックスに数値を入
力して、明るさを調整します。
［標準に戻す］ボタンをクリックした場合は、［明るさ］
で変更した設定をすべて初期状態に戻します。

プリント設定を行う
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