ネットワーク簡単セットアップガイド（Windows）
本書では、Windows 98/Me/2000/XP/Server 2003 を搭載したコンピュータから、ネット
ワ ークインタ ーフェイ ス経由で 本製品に印 刷するた めのセット アップ手 順を説明し ていま
す。印刷プロトコルは、インターネットで使用される TCP/IP を使用します。
Macintosh から印刷する場合など、本書で説明し ていない環境からの印刷手順については、
「EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM」収録の「ネットワーク設定ガイド」（PDF）をご
覧ください。
オプションの無線プリントアダプタ PA-W11Gを使用して無線ネットワーク環境で使用する
場合は、本製品に付属されている製品ガイドの「 オプションの装着」をご覧ください。
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本書中のイラスト、プリンタのパネル表示および機種名について
本書は、各種ネットワークプリンタの共通マニュアルです。
本書中のイラスト、プリンタのパネル表示がお使いの機種とは異なる場合があります。
また、本書 中では掲載画面などにあるプリンタの機 種名を、
「LP-XXXX」などのように特定
の機種名を省略して記載することがあります。

マークについて
本書中では、いくつ かのマークを用いて重要な事項を記載しています。マークが付いている
記述は必ずお読みください。それぞれのマークには次のような意味があります。
この表示 を無視し て誤った 取り扱 いをする と、プリンタ 本体が損 傷した
り、プリンタ本体やプリンタソフトウェアが正常に動作しなくなる場合が
あります。必ず守ってお使いください。
補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。

s

関連した内容の参照ページを示しています。

Windows の表記について
Microsoft ®
Microsoft ®
Microsoft ®
Microsoft ®
Microsoft ®

Windows®
Windows®
Windows®
Windows®
Windows®

98 Operating System 日本語版
Millennium Edition Operating System 日本語版
2000 Operating System 日本語版
XP Home Edition/Professional Operating System 日本語版
Server 2003 Operating System 日本語版

本 書中では、上記各 オペレーテ ィングシス テムをそれぞ れ、Windows 98、Windows Me、
Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003 と表記しています。また Windows
98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003 を総称する場
合 は「Windows」、複 数 の Windows を併 記 する 場合 は「Windows 98/Me」の よ うに、
Windows の表記を省略することがあります。

掲載画面について
特に指定がない限り Windows XP の画面を使用
• 本書に掲載している Windows の画面は、
しています。
• 本書に掲載しているソフトウェア / ユーティリティの表示画面は、実際の画面と一部異な
る場合があります。
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セットアップの流れ
コンピュータと、本製品のネットワークインターフェイスを、 次の手順で設定します。
TCP/IP 以外のプロ
• Windows NT4.0または Macintoshをお使いの場合や、
トコルを使用して印刷する場合は、
「EPSON プリンタソフトウェア CDROM」に収録されている「ネットワーク設定ガイド」（PDF）をご覧く
ださい。
• 以下 のページ で、本製品 のネット ワーク共 有に必 要な環境 や、ネット
ワークの基礎知識を説明していますので参考にしてください。
s 12 ページ「ネットワーク共有に必要な環境と基礎知識」

A

共有するプリンタの準備

B

プリンタの設定を行うコンピュータの準備

C

プリンタのネットワークインターフェイス設定

本製品のセットア ップ（トナーカートリッジなどの消耗品や、増設カセットなどのオプショ
ン品の取り付けと、電源コード、Ethernet ケーブルの接続）を完了します。
本製品に付属の「セットアップガイド」
（紙マニュアル）に従ってセットアップを完了します。

コンピュータに TCP/IP プロトコルを組み込み、サブネットマスク・IP アドレスを設定しま
す。ルータのある環境では GW（ゲートウェイ）アドレスも設定します。
次ページの「コンピュータの TCP/IP 設定」をご覧ください。

本製品に付属の「EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM」を使用して、ネットワークプリ
ンタとしてのセットアップを行います。
s 8 ページ「プリンタのネットワークインターフェイス設定」
本製品に付属されている設定ツールの EpsonNet Config（Windows）また
は EpsonNet Config（Web）を使用することで、より詳細なネットワーク
設定を本製品のネットワークインターフェイスに行うことができます。
詳細については、「EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM」に収録され
ている「ネットワーク設定ガイド」（PDF）をご覧ください。

D

プリンタを利用するコンピュータの準備
本製品を利用する各コンピュータに TCP/IP プロトコルを組み込み、サブネットマスク・IP
アドレスを設定します。ルータのある環境では GW（ゲートウェイ）アドレスも設定します。
次ページの「コンピュータの TCP/IP 設定」をご覧ください。
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コンピュータの TCP/IP 設定
お使いのコンピュータに、通信プロトコルとして TCP/IP プロトコルを組み込み、IP アドレ
スを設定します。各コンピュータと本製品に割り振る IP アドレスを決めてから以下の操作を
始めてください。
IP アドレスが分からない場合は、以下のページをご覧ください。
s 13 ページ「IP アドレスは何番に設定する？」
ここでは、お使いの OS ごとに操作手順を説明しています。
Windows 2000/XP/Server 2003 をお使いの場合は、以下のページをご覧ください。
s 4 ページ「Windows 2000/XP/Server 2003 の場合」
Windows 98/Me をお使いの場合は、以下のページをご覧ください。
s 6 ページ「Windows 98/Me の場合」

Windows 2000/XP/Server 2003 の場合
設定時、Windows 2000/XP/Server 2003 の CD-ROM が必要な場合があり
ます。
ここでは、Windows XP の画面を例に説明します。

A

［コントロールパネル］画面を開きます。
Windows 2000 の場合は、［スタート］ボタン -［設定］-［コントロールパネル］の順にク
リックします。

②クリック

①クリック

B

［ネットワークとインターネット接続］画面を開きます。
Windows Server 2003 の場合は、
［ネットワーク接続］をクリックし、D へ進みます。
Windows 2000 の場合は、
［ネットワークとダイアルアップ接続］アイコンをダブルクリッ
クし、 D へ進みます。

クリック
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C

［ネットワーク接続］画面を開きます。

クリック

D

[ ローカル エリア接続］の［プロパティ ] 画面を開きます。
［ローカルエリア接続］アイコンを右クリックして［ プロパティ］をクリックします。
①右クリック

②クリック

E

IP アドレスを設定します。
IP アドレスについては、以下のページをご覧ください。
s 13 ページ「IP アドレスは何番に設定する？」

①クリック
②クリック

③クリック
④入力

⑤クリック

F

設定が完了したらコンピュータを再起動して、以下のページへ進んでください。
s 8 ページ「プリンタのネットワークインターフェイス設定」
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Windows 98/Me の場合
Windows 98 の画面を例に、 TCP/IP 設定の手順を説明します。
設定時、Windows 98/Me の CD-ROM が必要な場合があります。

A

ネットワークの各種設定を行うための［ネットワーク］画面を開きます。
［ネットワークコンピュータ］アイコンを右クリックして［ プロパティ］をクリックします。
Windows Me の場合は、
［マイ ネットワーク］アイコンを右クリックして［プロパティ］を
クリックします。
①右クリック

②クリック

B

「現在のネッ トワークコンポ ーネント」の一覧に「TCP/IP」が表示さ れているか
確認します。
「TCP/IP」が表示されている場合は、D に進みます。
「TCP/IP」が表示されていない場合は、
［追加］ボタンをクリックして C に進みます。
「現在のネットワークコンポーネント」、または「現在のネットワーク構成」
の一覧の「TCP/IP」に続く文字列は、お使いのコンピュータによって異な
ります。

①確認
② TCP/IP がない場合は
クリック
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C

TCP/IP プロトコルを追加します。
②クリック
①クリック

③クリック
④クリック

⑤クリック

D

IP アドレスを設定します。
IP アドレスについては、以下のページをご覧ください。
s 13 ページ「IP アドレスは何番に設定する？」

①クリック
②クリック

③クリック
④入力

⑤クリック

E

設定が完了したらコンピュータを再起動して、以下のページへ進んでください。
s 8 ページ「プリンタのネットワークインターフェイス設定」
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プリンタのネットワークインターフェイス設定
本製品に付属の「EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM」に収録されている「EpsonNet
EasyInstall」を起動して、本製品をネットワークプリンタとして使用可能な状態にします。
• 本製品の ネットワークインター フェイスの設定を行う コンピュータは、
本製 品と同一 セグメント のネット ワーク上 にあるコ ンピュータ であれ
ば、どのコンピュータでも使用できます。セグメントについては、以下
のページをご覧ください。
s 13 ページ「IP アドレスは何番に設定する？」
• 本文中の「EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM」と EpsonNet
EasyInstall の画面は、実際の表示と異なる場合があります。

A

コンピュータに、「EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットします。
以下の画面が表示されたら、ウィルスチェックプログラムに対処します。
［インストール中止］ボタンをクリックしてウィ
• ウィルスチェックプログラムの実行中は、
ルスチェックプログラムを終了させてから作業を開始します。
• ウィルスチェックプログラムがない、または停止中は［続ける］ボタンをクリックして次
へ進みます。

画面が自動的に表示されないときや［インストール中止］ボタンをクリッ
クした後に作業を再開したいときは、［マイコンピュータ］内の CD-ROM
アイコンをダブルクリックしてください。

B

使 用許諾契約書 の画面が表示 されたら、内容を 確認して［同意す る］ボタンをク
リックします。
プリンタの機種を選択する画面が表示された場合は、本製品のモデル名を
クリックしてください。
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C

［プリンタをネットワーク接続でセットアップする］をクリックします。

クリック

D

［ソフトウェアのインストール］をクリックします。

クリック

E

画面の内容を確認して、［インストール］ボタンをクリックします。
EpsonNet EasyInstall が起動します。

クリック

以下の画面が表 示されたときは、
［ブロ ックを解除する］ボ タンをクリッ
クしてください。

クリック

プリンタのネットワークインターフェイス設定 −
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F

一覧から本製品を選択して、［次へ］ボタンをクリックします。
本製品が表示されない場合は、ケーブルが確実に接続されているか、本製
品の電源がオンになっているか確認してください。

①選択

クリック

G

ネットワークインターフェイスに割り振る IP アドレスを入力し、
［次へ］ボタンを
クリックします。
IP アドレスについては、以下のページをご覧ください。
s 13 ページ「IP アドレスは何番に設定する？」
• IP アドレスの取得方法は、［手動］を選択してください。
• 初期値は［192.168.192.168］ですが、製品の仕様上、この IP アドレス
は初期値のままでは使用できません。この IP アドレスを使用する場合
は初期値を一旦消してから同じ値を IP アドレスとして再入力してくだ
さい。

①入力

②クリック

H

内容を確認して［次へ］ボタンをクリックします。
設定情報を送信 します。通信設定が完了したら、表示された画面で［次へ］ボタンをクリッ
クしてください。

10 − プリンタのネットワークインターフェイス設定

I

表示されたプリンタ名を確認し、必要であればプリンタ名を変更して［次へ］ボタ
ンをクリックします。
プリンタドライバが、コンピュータにインストールされます。
お使いのコンピュータによっては［Windows セキュリティの重要な警告］ダイアログが表
示されることが あります。表示されたときは［ブロックを解除する］ボタンをクリックして
ください。

クリック

［通常使うプリンタに設定］をチェッ
• 通常使うプリンタにしたいときは、
クしてください。
• 同じプリンタが複数台あるときや、別の名前でセットアップしたいとき
などは、プリンタ名を変更してください。

J
K

テスト印刷をする場合は［はい］を選択して、［次へ］ボタンをクリックします。
［完了］ボタンをクリックします。
［完了］ボタンをクリックすると、コンピュータにソフトウェアなどが自動でインストールさ
れます。すべてインストールされたら、［終了］ボタンをクリックしてください。
手順 A でウィルスチェックプログラムを終了または停止した場合は、セ
キュリティ確保のためウィルスチェックプログラムを再開してください。

プリンタのネットワークインターフェイス設定 −
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ネットワーク共有に必要な環境と基礎知識
プリンタのネットワーク共有に必要なネットワーク環境について説明します。

① Ethernet（イーサネット）インターフェイスケーブル
市 販の Ethernet インターフ ェイスケーブ ル（ストレートケ ーブル）を使用し てください。
Ethernet とはネットワークの規格のことで、
ケーブルの接続の規格には 10Base と 100Base
があります。本製品のネットワークインターフェイスは、 10Base-T（テンベースティー）、
100Base-TX（ヒャクベースティーエックス） に対応しています。
本製品のネットワ ークインターフェイスには、シールドツイストペアケーブル（カテゴリー
5）を使用してください。

② HUB（ハブ）
Ethernet インターフェイスケーブルを接続するための集線装置です。ネットワーク上のコン
ピュータやプリンタは HUB を介して接続します。

③ TCP/IP（ティーシーピーアイピー )
ネットワークの通信にはさまざまな規約があり（これをプロトコルといいます）、TCP/IP は
その 中の一つです。イン ターネット上の 通信で使用される 、世界的な標準プロ トコルです。
ネットワーク上のすべてのコンピュータに組み込む必要があります。

④ IP アドレス（アイピーアドレス )
電話機 1 台につき 1 つの電話番号が必要であるように、コンピュータをネットワーク上で使
用するには、コンピュータ 1 台につき 1 つの識別子（アドレス）が必要です。この識別子の
ことを IP アドレスといい、電話番号と同様に数字の羅列（例：192.168.192.168）で表さ
れます。ネットワーク上のすべてのコンピュータやプリンタに IP アドレスを割り振る必要が
あります。
次ページで IP アドレスについて詳しく説明しています。
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IP アドレスは何番に設定する？
複数のコンピュータで IP アドレスが重複すると、正常に通信できません。そのため、 IP ア
ドレスは世界的 な機関で集中管理されています。外部接続（インターネットへの接続、電子
メ ールの 送受信 など）を行 う場合に は、日本ネ ットワ ークイ ンフォ メーシ ョンセ ンター：
JPNIC(http://www.nic.ad.jp/) に申請して、正式に IP アドレスを取得する必要があります
（通常はインターネットサービスプロバイダ（ 通称 ISP）が代行します）。
ただし、外部のネッ トワークに接続しない閉じた環境では、外部との接続を将来的にも一切
行わないという条件のもとに、次の範囲のプライベートアドレスを使用できます。
10.0.0.1 〜 10.255.255.254
プライベートアドレス

172.16.0.1 〜 172.31.255.254
192.168.0.1 〜 192.168.255.254

本製品の ネット ワークイ ンターフ ェイス の工場出 荷時の IP アド レスは
［192.168.192.168］に設定されていますが、製品の仕様上、この IP アド
レスは初期値のままでは使用できません。この IP アドレスを使用する場
合は、初期値を一旦消してから同じ値を IP アドレスとして再入力してく
ださい。

IP アドレスの割り振り方
IP アドレスをネットワーク上のコンピュータ に割り振る前に、
「サブネットマスク」という
ものを理解しなければなりません。
電話番号に市外局番があるように、IP アドレスにもエリアを示す仕組みがあります。このエ
リアは、概念的には 会社や部門などで分け、物理的にはゲートウェイまたはルータと呼ばれ
る中継器で分けます。
ゲートウェイ・ルータとは
同一プロトコルを使用した社内ネットワークで、部門間に設置する中継器
をルータ、社内ネットワークと外部（インターネット）との間に設置する
中継器をゲートウェイと考えてください。なお、ルータによって分けられ
るエリアをセグメントと呼びます。

ネットワーク共有に必要な環境と基礎知識 −
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エリアを示す仕組みに利用されるのが、サブネットマスクです。サブネットマスクは、IP ア
ドレスと同様、数字の羅列（例：255.255.255.0） で表されます。
サ ブネットマスク は、IP アド レスに被せる マスクと考えて ください。下表の 例では、サブ
ネットマ スクの「255」にかかる部分がエリアのアドレス （これをネットワークアドレスと
言います）、「0」にかかる部分がエリア内の各機器のアドレスになります。
＜例＞ IP アドレスが「192.168.100.200」の場合
IP アドレス

192.168.100.

200

サブネットマスク

255.255.255.

0

192.168.100 がエリアのアドレス

200 がエリア内のアドレス

プリンタを利用するコンピュータは、IP アドレス・サブネットマスク・ゲートウェイアドレ
スなどを設定する必要があります。 以下を参考に設定してください。
IP アドレス

あ るコ ン ピ ュー タ は 192. 16 8.1 00. 200 、他の コ ン ピュ ー タに は
19 2.1 68. 100 .2 01、本 製 品の ネ ッ ト ワー ク イ ン ター フ ェ イス に は
192.168.100.202 のように、サブネットマスクの「0」にかかる部分の数
値を 1 〜 254 の間で設定してください。

サブネットマスク

通常は、255.255.255.0 であれば、問題ありません。プリンタを利用する
すべてのコンピュータで同じ値にしてください。

ゲートウェイ (GW)

ゲートウェイになるサーバや ルータのアドレスを設定します。ゲートウェ
イがない場合は、設定の必要はありません。

＜例＞
IPアドレス:192.168.100.200
サブネット:255.255.255.0
IPアドレス:192.168.100.200
サブネット:255.255.255.0
GWアドレス;192.168.100.100
GWアドレス:192.168.100.100

IPアドレス:192.168.100.202
サブネット:255.255.255.0
GWアドレス:192.168.100.100

HUB

IPアドレス:192.168.100.201
サブネット:255.255.255.0
GWアドレス:192.168.100.100

14 − ネットワーク共有に必要な環境と基礎知識

ルータ
IPアドレス:192.168.100.100

困ったときは
t

ネットワークインターフェイスの設定ができない、またはネットワーク印刷ができ
ない

処置 1）
ま ず、ネットワ ークイン ターフェイ スの設定 状況を記 載してあ るネットワ ークステ ータス
シートを、本製品の操作パネルを使用して印刷できるかどうか確認してください。
本製品の操作パネル からの印刷方法については、
「ネットワーク設定ガイド」（PDF）をご覧
ください。
ネットワークステ ータスシートが印刷されたら、ネットワークステータスシートの記載を確
認してください。
ネットワークイン ターフェイスに設定した内容とネットワークステータスシートの記載が異
なる場合は、本製品に付属の EpsonNet Config（Windows）
、EpsonNet Config（Web）
、ま
たは本製品の操作パネルを使用して、ネットワークインターフェイス設定を行ってください。
EpsonNet Config（Windows）または EpsonNet Config（Web）による設定方法について
は「ネットワーク設定ガイド」（PDF） をご覧ください。

処置 2）
HUB、ケーブルなどが正常か確認してください。
まず HUB を見て、本製品が接続されているポートのリンクランプが点灯 / 点滅しているか
確認してください。
リンクランプが消灯している場合は、 次のことを確認してください。
• 他のポートに接続して、リンクランプが点灯 / 点滅するかどうか
• 使用しているケーブルが断線していないかどうか

処置 3）
EpsonNet Config （Windows）、EpsonNet Config（Web）
、または本製品の操作パネルを
使用して、IP アドレスがお使いの環境で有効な値に設定されているか確認してください。初
期値は［192.168.192.168］ですが、製品の仕様上、この IP アドレスは初期値のままでは
使用できません。この IP アドレスを使用する場合は、初期値を一旦消してから同じ値を IP
アドレスとして再入力してください。EpsonNet Config（Windows）
または EpsonNet Config
（Web）による IP アドレスの変更については、
「ネットワーク設定ガイド」（PDF）をご覧く
ださい。
また、本製品の操作パ ネルからの設定方法については、
「ユーザーズガイド」（PDF）をご覧
ください。

t

設定する IP アドレスが分からない
外部接続（インタ ーネットへの接続、電子メールの送受信など）を行う場合には、日本ネッ
トワーク インフォメーションセンター：JPNIC（http://www.nic.ad.jp/）に申請して、正式
に IP アドレスを取得する必要があります。詳細については、システム管理者へご相談くださ
い。
設定する IP アドレスについては、以下のページをご覧ください。
s 13 ページ「IP アドレスは何番に設定する？」
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