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はじめに

本書は、Canofax L200 を Microsoft® Windows VistaTM と接続して、プリンタとし
て使用するために必要なプリンタドライバのインストールについて説明しています。

インストールの前に、下記をご確認ください。

● Windows Vista 用のドライバは、パラレルインターフェイス接続には対応してい
ません。

● プリンタドライバをインストールする際には、管理者権限を持つユーザでログオン
してください。

● プリンタドライバをインストールする前に、USB ケーブルを接続しないでくださ
い。

Canon、Canon ロゴ、Canofax はキヤノン株式会社の商標です。
Microsoft は、米国 Microsoft Corporation の米国および他の国における登録商標です。
Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の商標です。

■ 著作権について

Copyright © 2007 Canon Inc. All rights reserved.
キヤノン株式会社の事前の書面による承諾を得ることなしに、いかなる形式または手段（電子的、
機械的、磁気的、光学的、化学的、手動、またはその他の形式／手段を含む）をもっても、本書
の全部または一部を、複製、転用、複写、検索システムへの記録、任意の言語やコンピュータ言
語への変換などをすることはできません。

■ 免責事項

本書の内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
キヤノン株式会社は、ここに定める場合を除き、市場性、商品性、特定使用目的の適合性、また
は特許権の非侵害性に対する保証を含め、明示的または暗示的にかかわらず本書に関していかな
る種類の保証を負うものではありません。キヤノン株式会社は、直接的、間接的、または結果的
に生じたいかなる自然の損害、あるいは本書をご利用になったことにより生じたいかなる損害ま
たは費用についても、責任を負うものではありません。
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プリンタドライバのインストール

1 コンピュータの電源を入れ、Windows Vista を起動します。起動してい
るアプリケーションがあるときは、すべて終了してください。

2 ［Setup(Setup.exe)］をダブルクリックします。

3 ［ユーザー アカウント制御］の画面が表示されますので、［続行］をクリッ
クします。

4 次の画面が表示されたら、［Next］をクリックします。

5 次の画面が表示されたら、［Continue］をクリックします。
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6 次の画面が表示されたら、内容をよくご確認いただき、［Yes］をクリック
します。

7 次の画面が表示されたら、コンピュータと Canofax L200 を USB ケーブ
ルで接続し、［はい］をクリックします。
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8 プリンタドライバのインストールが開始されます。

9 次の画面が表示されたら、［Finish］をクリックします。

＜メモ＞
お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を行う必要があります。
この場合は、次の画面が表示されます。

［Yes, I want to restart my computer now.］を選択して、［Finish］をクリックす
ると、コンピュータが自動的に再起動します。

10 プリンタドライバのインストールが完了しました。
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プリンタドライバのアンインストール

1 タスクバーの［スタート］から［コントロールパネル］を選択し、表示さ
れた画面で［プログラムのアンインストール］をクリックします。

2 ［プログラムのアンインストールまたは変更］の中から［Canon 
Canofax L200］を選択し、［アンインストールと変更］をクリックしま
す。

3 ［ユーザー アカウント制御］の画面が表示されますので、［続行］をクリッ
クします。

4 次の画面が表示されたら、［はい］をクリックします。
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5 プリンタドライバのアンインストールが開始されます。
［OK］がクリックできる状態になったら、クリックします。

6 プリンタドライバのアンインストールが完了しました。
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エラーメッセージについて

本バージョンのプリンタドライバでは、エラーメッセージの一部が英語で表示
されることがあります。
この場合は、以下をご参照の上、ご対応ください。

表示されるメッセージ 原因と対処方法

The print job failed to complete.
Reason:
Unable to communicate with the 
device.
Please make sure that the device is 
connected and is functioning 
properly.

本体の電源が入っていないか、接続に不
具合があります。
USB ケーブルの接続を確認し、本体の電
源を入れなおしてください。

The print job failed to complete.
Reason:
The toner cartridge is empty or low.
Please replace the cartridge, if 
necessary.

トナーが切れているか、少なくなってい
ます。
必要に応じてトナーカートリッジを交換
してください。

The print job failed to complete.
Reason:
The printer cover is open or there is 
no cartridge.

上カバーが開いているか、トナーカート
リッジが入っていません。
トナーカートリッジが入っていることを
確認して、上カバーを閉じてください。

Please add paper to the Automatic 
Sheet Feeder. Press Stop on the 
device panel, and then click OK to 
continue or Cancel to end the print 
job.

用紙が切れています。
マルチトレイに用紙をセットして、本体
の［ストップ］ボタンを押してください。
続けて印刷したいときは［OK］を、印刷
を中止するときは［キャンセル］を押し
てください。
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表示されるメッセージ 原因と対処方法

The print job failed to complete.
Reason:
A paper jam occurred.

Please clear the paper jam as 
follows:
i) Please remove all paper from the 

device.
ii) Open and close the printer cover.

用紙が詰まっています。
詰まっている用紙を取り除いてから、上
カバーを閉じてください。

The print job failed to complete.
Reason:
There is not enough free memory in 
the device to print this document.

To print this document, do one of 
the following:
a) Print the document with a lower 

resolution.
b)Clear the device memory.

On the device operation panel, 
locate the jobs stored in memory.
Then, as needed, send faxes, print 
received faxes, or delete jobs 
stored in memory.

メモリが一杯です。
以下の方法をお試しください。
1）印刷するデータの出力解像度を低くし

てください。
2）本体の操作パネルから、メモリに蓄積

されているジョブを確認してくださ
い。ジョブが蓄積されている場合は、
そのジョブが終了するまでお待ちくだ
さい。不要なジョブがある場合は削除
してください。全てのジョブが終了
し、メモリがクリアになってから、も
う一度印刷してください。


