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キヤノン MF バージョンアップ ツール 

ユーザーズガイド（Web 版） 

 

キヤノン MF バージョンアップ ツールは、キヤノン製のカラー、およびモノクロ複合機の特定モデルのフ

ァームウェアをバージョンアップするためのツールです。このバージョンアップを実行するには、コンピュ

ータ、およびキヤノンのWebサイトからダウンロードできるキヤノン MF バージョンアップ ツールが必要

です。 

 

このアップデートの適用モデル 

MF5700 シリーズ（この手順書では例として MF5700 シリーズを使用） 

MF3110  

MF8170 

 

システム要件 

CPU MMX Pentium 233 MHz 以上 

メモリ 128 MB 以上 

空きデスク容量 50 MB 以上 

インターフェイス USB 

OS 
Microsoft Windows 2000 Professional 

Microsoft Windows XP Home／Professional Edition SP1 または SP2 

 

著作権について 

Copyright © 2005 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。 

 

商標について 

Canon はキヤノン株式会社の商標です。 

Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

 

このマニュアルで使用されている略語について 

Windows 2000 は Microsoft® Windows® 2000 オペレーティングシステムの略です。 

Windows XP は Microsoft® Windows® XP オペレーティングシステムの略です。 
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準備 
バージョンアップを開始する前に、以下の手順を実行して本体とコンピュータの準備をおこなってください。 

 

1 本体の操作パネルの通信中／メモリランプが点灯または点滅していないことを確認します。点灯または
点滅している場合は、すべての作業（ファックスの送受信、コピー、印刷、スキャンなど）が終了する

のを待って、通信中／メモリランプが消灯するのを確認してください。 

 

 

2 操作パネルのエラーランプが点灯または点滅していないかを確認します。通信中／メモリランプが点灯
し、同時にエラーランプが点滅している場合、トナーまたは用紙がない、あるいはカートリッジが取り

付けられていないことによるエラーによって、ジョブが完了しないままの状態になっています。ディス

プレイのエラーメッセージを確認し、本体に付属のマニュアルを参照してエラーを解消してください。 

 

 

 

3 電源コードを含むすべてのケーブルを本体から取り外します。次に電源コードのみを本体に接続し、本
体が待受状態に戻るまで待ちます。 
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4 コンピュータを再起動し、メモリをできるだけ「フレッシュ」な状態にします。お使いのコンピュータ
が完全に再起動し準備ができたら、USB ケーブルを使って本体とコンピュータを接続します。接続エ

ラーの恐れがあるので USB ハブを使ってケーブルを接続しないでください。 

 
 

5 ［新しいハードウェアの検出ウィザード］がコンピュータ画面に表示されたら［キャンセル］をクリッ
クします。このバージョンアップ手順中に［新しいハードウェアの検出ウィザード］を使用することは

ありません。 

 
 

お使いの本体ファームウェアのバージョンアップ準備ができました。お使いのコンピュータにキヤノン MF 

バージョンアップ ツールをインストールしバージョンアップを実行してください。 
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キヤノン MF バージョンアップ ツールのインストール  

重要 

- キヤノン MF バージョンアップ ツールをインストールするには、管理者権限を持つユーザとしてログオ

ンする必要があります。 

- お使いのコンピュータでアンチウィルスソフトウェアを含むアプリケーションプログラムが実行されて
いないことを確認してください。 

 

1 ダウンロードした、キヤノン  MF バージョンアップ  ツールのセットアッププログラム

（CUT_J_Setup.exe）をダブルクリックします。 

2 ［次へ］をクリックします。 

 

 

3 使用許諾契約書を読み、［使用許諾契約の条項に同意します］にチェックを付け［次へ］をクリックしま
す。 
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4 キヤノン MF バージョンアップ ツールをインストールする保存先のフォルダを選択して、［次へ］をク

リックします。 

 

 

5 ［インストール］をクリックしてインストールを開始します。 

 

 

6 ［完了］をクリックしてセットアッププログラムを終了します。キヤノン MF バージョンアップツール

は自動で起動します。 

 

インストール完了後、キヤノン MF バージョンアップ ツールを自動で起動したくないときは、［プログラ

ムの起動］のチェックを外します。 
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あとから、キヤノン MF バージョンアップ ツールを起動したいときや、バージョンアップ操作をキャンセ

ルして操作を終了し、キヤノン MF バージョンアップ ツールを再度起動したいときは、Windows の［スタ

ート］メニューから開始できます。 

 Windows XP: [スタート] – [プログラム] – [キヤノン MF バージョンアップ ツール] – [キヤノン MF バージョンアップ ツール] 

 Windows 2000: [スタート] – [プログラム] – [キヤノン MF バージョンアップ ツール] – [キヤノン MF バージョンアップ ツール] 

 

ファームウェアのバージョンアップ 

重要 

- ファームウェアをバージョンアップするには、管理者権限を持つユーザとしてログオンする必要がありま
す。 

 

キヤノン MF バージョンアップ ツールは、画面に表示された手順にしたがって実行すればバージョンアッ

プが完了できるように設計されています。なお、画面に表示される本体のイラストはバージョンアップされ

るモデル（この手順書では例として MF5700 シリーズを使用）によって異なります。 

 

1 キヤノン MF バージョンアップ ツールを起動します（セットアッププログラムを終了した時に起動し

ていない場合）。 

 

ファームウェアが検出されない場合 

 

ファームウェアファイルが削除されているか壊れ

ています。キヤノン MF バージョンアップ ツー

ルを再インストールし、もう一度実行してくださ

い。［OK］をクリックしてプログラムを終了しま

す。キヤノン MF バージョンアップ ツールは自

動的にお使いのコンピュータからアンインストー

ルされます。 

 

2 本体の準備に関するメモを読んでください。読み終わったら［開始］をクリックして次の手順に進みます。 

  

 バージョンアップを開始する前にスピードダイアルリスト（対応機種のみ）の印刷をお勧めします。 
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本体が認識されない場合 

本体の電源が入っているか、USB ケーブルが正

しく接続されているか確認します。［OK］を押し

て画面の指示に従ってください。 

 

3 ドキュメントやジョブがメモリに保存されていないことを確認します。 

  
［消灯］をチェックし、［OK］をクリックします。 

 通信中／メモリランプやエラーランプが点灯または点滅している場合、２ページの「準備」を参照してください。 

 

4 電話線とネットワークケーブルが取り外されていることを確認します。（対応機種のみ） 

  
 ケーブルの取り外しや本体の再起動の方法については、２ページの「準備」を参照してください。 
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5 節電モードを終了します。（対応機種のみ） 

  

 

操作パネルの［節電］キーを押し、節電モードを終了します。［節電］キーのランプが消えます。 

 
 

6 ダウンロードモードを設定します。 
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本体のダウンロードモードは以下の方法で設定します。 

- ［コピー］キーを押して、コピーモードに切り替えます。 

- ［メニュー］キーを押して、次に［#］を押します。 

- <#DOWNLOAD> がディスプレイに表示されるまで、［＜］を押します。 

 

 

7 ダウンロードを開始します。 

  
 

［OK］キーを押すとダウンロードの準備は終了です。 
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［新しいハードウェアの検出ウィザード］がコンピュータ画面に表示されたら、［キャンセル］をクリッ

クしてウィザードを閉じます。 

 

 

［開始］をクリックしてファームのダウンロードを開始します。プログレスバーにはダウンロードがど

れくらい進んだか表示されます。 

 

 

重要 

- バージョンアップが進行中は、本体の電源を落としたり、USB ケーブルを抜いたりといったその他の操

作をおこなわないでください。 

 

本体のファームウェアが最新であった場合 

本体のファームウェアのバージョンは、キヤノン MF 

バージョンアップ ツールに入っているものより最新

ですので、バージョンアップの必要はありません。

［OK］を押して画面の指示に従ってください。 
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ファームウェアのダウンロード中にエラーが発生した場合 

 

本体の電源が入っているか、USB ケーブルが正

しく接続されているか確認します。［OK］を押し

て画面の指示に従ってください。 

 

8 ファームウェアのバージョンアップを完了します。 

  

バージョンアップが完了したら、 ［OK］ を押して手順を継続します。 

 

時間内にバージョンアップが完了しない場合 

本体の電源が入っているか、USB ケーブルが正

しく接続されているか確認します。［OK］を押し

て画面の指示に従ってください。 
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実行中にエラーが発生した場合 

本体の電源が入っているか、USB ケーブルが正

しく接続されているか確認します。［OK］を押

して画面の指示に従ってください。 

 

9 本体を再起動します。 

  

 

電源コードを本体から取り外します。電話線およびネットワークケーブルを接続します（対応機種のみ）。

５秒以上待ってから、本体の電源を入れてファームウェアのバージョンアップを終了します。 

 

10 ［終了］を押してキヤノン MF バージョンアップ ツールを終了します。プログラムは自動的にコンピ

ュータから削除されます。 

 

これで本体のファームウェアのバージョンアップは完了しました。 

 

FA7-9163   (000)


