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製品ユーザガイド

製品のご紹介
この度は、MORISAWA PASSPORT製品プリンタ／イメージセッタ用フォントをお買い上
げ頂き、誠にありがとうございます。
本製品は、モリサワが提供しておりますプリンタフォント製品（NewCIDフォント）を年間契
約にてご使用いただく事ができるフォントライセンスシステムです。
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MORISAWA PASSPORTでインストール可能なOS環境及びフォントフォーマットは下記
の様になります。

【インストール環境】
●高解像度用／低解像度用NewCIDフォント
Power PC®プロセッサを備えるMacintosh ™
Mac®OS 9.1 ～ 9.2.2 の日本語版
Mac® OS X 10.2 以降の日本語環境
AppleTalk/Ethernet 環境での接続（USB接続は不可）
Adobe 純正 PostScript3 対応プリンタ／RIP

Ethernet 環境（AppleTalk）

ゾーンが異なるネットワーク環境間でのインストールに
は対応していません。
同一ゾーン環境又は、ネットワークゾーンの無い環境
でインストールしてください。

ご注意

！
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 はじめに
このユーザガイドでは、PASSPORT製品プリンタ／イメージセッタ用フォントをへインストー
ルする手順を説明いたします。
これ以降の説明では各OSの基本操作を理解いただいていることを前提に説明いたし
ます。コンピュータの基本的な操作については各OSのマニュアルをご参照ください。

【PASSPORT製品】
パッケージ内には、インスイトーラCD-ROM１枚と、MacOS X 専用NewCIDフォント
CD-ROMが同梱されています。

NewCID フォントCD
基本漢字書体フォ
ントCD

インストーラCD

AXMX-05600

AXMM-10500

MacOS9 環境よりインストールする際も「MacOS 
X 専用NewCIDフォント」CD-ROMを使用します

ご注意

！

プリンタ用 インストーラ　AIPP-00000
Printer Installer Ver.1

モリサワ製品の不正コピーなど、
違法行為にお気づきの方は（社）
コンピュータソフトウェア著作
権協会（03-5976-5178）までご
連絡ください。

© Morisawa & Company Ltd. Made in Japa
n

学参／かなモジ
用フォントCD
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１．インストールを始める前に
インストールを行う際は、使用中の全てのアプリケーションソフト、ウィルス検索ソフト、メ
モリ常駐ソフトを終了してください。

２．インストールの主な流れ

インストールCDのセット

インストーラの起動

エンドユーザライセンス同意

MacOS X/9

インストールキー入力

インストール先のデバイス選択

Printer/RIP  のデバイス番号（複数ある場合のみ選択可能）

書体選択画面

フォントCDのセット

インストール実行

フォントCDの入れ替え

単体指定、フォントファミリー単位、全書体も可能

書体選択画面

インストール作業終了

未インストール書体の確認

複数のフォントCDで構成されている場合

インストール先のプリンタの選択

MacOS9：セレクターで選択

MacOSX：システム環境設定／プリントとファクスで選択
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３．インストール手順
インストールを行う際は、予めインストール先のプリンタ／イメージセッタを選択する必要が
あります。

【MacOS9の場合】
セレクターにてプリンタを選択してください。

【MacOS X の場合】
システム環境設定／プリントとファクスにてプリンタを選択してください。
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インストールを行う際は、使用中の全てのアプリケーションソフト、ウィルス検索ソフト、メ
モリ常駐ソフトを終了してください。

３-１．インストーラCDをドライブにセットし、インストーラを起動します。

インストーラが起動すると、インストーラの初期画面が表示されます。

[ 次へ ]を選択してください。
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インストールキーは英数文字（大文字，小文字を区別
します）での入力となります。
入力後は再確認を行ってください。

ご注意

！

3-２．エンドユーザライセンスが表示されますので、同意いただく場合は、「同意する」
を選択してください。

3-３．フォントフォーマット選択後は、インストールキーの入力画面です。お手元のライセン
ス契約書に記載のインストールキーをご確認ください。
インストールキーを入力後、[ 次へ ]を選択してください。
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３-４．インストール先のプリンタと通信が始まり、プリンタ名称やインストールデバイスの確
認が始まります。

３-５．プリンタ情報の取得が完了すると、プリンタ情報が表示されます。
プリンタ名が正しい事を確認の上、「次へ」を選択してください。

表示される容量はプリンタハードディスクの容量を意味します。

プリンタ情報の取得には数分かかる場合があります。
５分を経過し、エラー表示にならない場合は、インストー
ラソフトを強制終了してください。

ご注意

！

プリンタに複数のハードディスクが接続されている場合、
「インストール先」にて選択が可能ですが、通常は最
初に表示された名称へインストールしてください。

ご注意

！
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３-６．フォント名称の一覧が表示されます。
インストールするフォントを選択します。
ファミリー単位での選択、及び書体単位での選択が可能となります。

フォントファミリ名の " ▲ "マークを選択すると、フォント名称詳細が表示されます。
" □ "を選択する事でインストール対象となります。

【メニュー用語説明】
全書体インストール：全書体一括インストールが可能となります。
上書きインストール：インストール済みフォントも上書きします。
＊：既にインストール済みである事を示しています。
[ 上書きインストール ] がチェックされている場合のみインストール対象となる
フォントを意味します。
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３-７．フォントの選択を終了後、[インストール]を選択する事で、インストールされるフォン
トの一覧が表示されます。インストールを行う場合は [了解 ]を選択してください

「上書きする」にチェックが無い場合、インストール済
みフォントは「インストール確認」画面には表示されま
せん。

ご注意

！
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３-８．インストーラCDが排出され、フォントCDをセットを案内するウィンドウが表示されます。

インストールに必要なフォントCDを、CDドライブにセットしてください。
フォントCDがマウントされたのを確認後、「了解」を選択してください。

３- ９．インストール中は、下記ウィンドウにて、インストール中の書体名と進
行状況が表示されます。
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３-10．インストールの際、フォント CDの交換が必要となる場合は、別のフォ
ントCDに入れ替える案内が表示されますので、フォントCDを交換後、[ 了解 ]
を選択してください。

全てのインストールが終了すると、下記ウィンドウが表示されます。

「了解」を選択する事で、３- ７．の画面に戻ります。
３- ７．の画面では、インストール済みフォントの確認、削除、テスト印字が可
能です。
詳しくは、「ユーティリティ機能」を参照ください。

インストールの際に、フォントCDの交換が必要となっ
た場合は、必要なフォントCDの名称を確認いただき、
フォントCDの交換を行ってください。

ご注意

！
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４．ユーティリティ機能
本インストーラには、プリンタの「ステータス表示」，「フォントの確認と削除」，「テスト印字」
の機能があります。
ユーティリティ機能は、インストーラの下記画面より選択が可能となります。

【ステータス表示】
接続しているプリンタの機種情報やプリンタの状態を確認する事ができます。

確認後は「ＯＫ」を選択してください。

����
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【フォントの確認と削除】
プリンタへインストール済みのフォント一覧が表示されます。

表示されたフォントを削除する事ができます。
削除機能には、「フォント削除」，「フォント一括削除」があり、削除するフォント名称を予
め選択後、「フォント削除」又は「フォント一括削除」を選択します。

フォント削除の確認画面が表示されますので、削除時は「はい」を選択してください。
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【テスト印字】
プリンタにインストール済みのフォントをテスト印字する機能です。

テスト出力するフォントを選択し、「追加＞＞」を選択し、フォントリストに登録後、「テスト
出力」を選択する事でテスト印字されます。

����
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5．予想されるエラー、アラート表示の原因と対処
ここではインストーラ上で予想されるエラー、アラート表示の原因と対策を解説します。

インストールエラー／フォントのインストール中…
原因： 現在お使いのCD-ROM内にインストール対象のフォントが含まれていないか、

又は、フォントCD-ROMが正しく読み込めていません。
対処： ［了解］をクリックし、現在のインストールを終了してください。インストール対象に

なるフォント製品のCD-ROMと取り替えて、もう一度インストーラを起動してくだ
さい。

ここにはない各OS独自のエラー、アラート表示につ
いては、各OSのマニュアルをご確認ください。

ご注意

！
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不正なインストールキー
原因： 入力したインストールキーが間違っている時に表示されます。
対処： ［了解］をクリックしてもう一度インストールキーをご確認ください。

インストールキーは半角英数字です。大文字小文字の間違いにも注意し
てください。

エラー／セットアップの初期化でエラーが…
原因： セットアップの初期化でエラーが発生しました。
対処： マシンを再起動後、今一度、インストーラプログラムを実行してください。

改善されない場合は、弊社サポートまで、ご連絡ください。

エラー／このOSは…
原因： この OS はサポートしていません。
対処： 動作環境をご確認ください。
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エラー／MacOS X 環境では…
原因：MacOS X 環境では動作しません。
対処：動作環境をご確認ください。

エラー／フォント CD-ROM が…
原因：フォント CD-ROM がセットされていません。
対処：フォント CD-ROM をセットしてください。

エラー／現在、起動中の他のアプリケーションを…
原因：現在、起動中の他のアプリケーションを終了できませんでした。
対処：フォントを正常にインストールするために、他のアプリケーションを終

了してください。

エラー／ユーザ情報処理中にエラーが…
原因：ユーザ情報処理中にエラーが発生しました。
対処：マシン再起動後、今一度、インストーラプログラムを実行してください。
改善されない場合は、弊社サポートまでご連絡ください。
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エラー／フォント情報の取得に…
原因：フォント情報の取得に失敗しました。
対処：マシン再起動後、今一度、インストーラプログラムを実行してください。
改善されない場合は、弊社サポートまでご連絡ください。

エラー／パッケージ情報ファイルキャッシュで…
原因：パッケージ情報ファイルキャッシュでエラーが発生しました。
対処：マシン再起動後、今一度、インストーラプログラムを実行してください。
改善されない場合は、弊社サポートまでご連絡ください。

エラー／パッケージ情報ファイルの読み込みで…
原因：パッケージ情報ファイルの読み込みでエラーが発生しました。
対処：マシン再起動後、今一度、インストーラプログラムを実行してください。
改善されない場合は、弊社サポートまでご連絡ください。

エラー／パッケージ情報ファイルでエラーが…
原因：パッケージ情報ファイルでエラーが発生しました。
対処：マシン再起動後、今一度、インストーラプログラムを実行してください。
改善されない場合は、弊社サポートまでご連絡ください。

エラー／フォントリストファイルキャッシュで…
原因：フォントリストファイルキャッシュでエラーが発生しました。
対処：マシン再起動後、今一度、インストーラプログラムを実行してください。
改善されない場合は、弊社サポートまでご連絡ください。

エラー／フォントリストファイルの読み込みで…
原因：フォントリストファイルの読み込みでエラーが発生しました。
対処：マシン再起動後、今一度、インストーラプログラムを実行してください。
改善されない場合は、弊社サポートまでご連絡ください。
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エラー／インストールキーの解読で…
原因：インストールキーの解読で予期せぬエラーが発生しました。
対処：マシン再起動後、今一度、インストーラプログラムを実行してください。
改善されない場合は、弊社サポートまでご連絡ください。

エラー／インストール済みフォント処理で…
原因：インストール済みフォント処理でエラーが発生しました。
対処：マシン再起動後、今一度、インストーラプログラムを実行してください。
改善されない場合は、弊社サポートまでご連絡ください。

エラー／ディスクの空き容量確認処理で…
原因：ディスクの空き容量確認処理でエラーが発生しました。
対処：ハードディスクの空き容量を確認してください。
改善されない場合は、弊社サポートまでご連絡ください。

エラー／現在、ログインしているユーザの権限では…
原因：”現在、ログインしているユーザの権限では、インストールできません。
対処：管理者（Administrator）権限のあるユーザで、ログインしなおしてくだ

さい。”

エラー／フォントリストファイルでエラーが…
原因：フォントリストファイルでエラーが発生しました。
対処：マシン再起動後、今一度、インストーラプログラムを実行してください。
改善されない場合は、弊社サポートまでご連絡ください。
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 6．MacOS X でインストールする際のご注意
MacOS X 上でフォントをインストールする時は、ログインするユーザの権限にご
注意ください。管理者権限を持つログインユーザでないとインストールできませ
ん。ログインユーザを複数設定してMacOS X を使用している場合には注意が必要
です。

管理者でないユーザがフォントをインストールしようとすると次のメッセージが表
示されます。［終了］をクリックして、インストーラを終了してください。アップ
ルメニューから「ログイン」を選択し、管理者権限を持つユーザ名でログインをや
り直して下さい。

ユーザの管理者権限の設定は、「システムプレファレンス」の「ユーザ」で行われます。
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新規ユーザに管理者権限を持たせる時は、下記の「パスワード」タブの中か
ら「ユーザがこのコンピュータを管理することを許可する」にチェックを入
れておきます。

MacOS X の「システムプレファレンス」、「ユーザ」の設定については、
MacOS X のMac ヘルプをご参照ください。




