Windows XP 補足説明書
TWAINドライバなどのWindows XP対応について
次 の ソ フ ト ウェ ア は、Windows XP Professional 日 本 語 版 およ び、Windows XP Home
Edition 日本語版での動作を確認しております。
• EPSON TWAIN Pro
（ES-2200/6000HS/8500）
• EPSON TWAIN HS
（ES-9000H）
• EPSON TWAIN Pro Network
（ES-2200/6000HS/8500）
• EPSON TWAIN HS Network（ES-9000H）
• EPSON Scan to File
• EPSON ScanPalette

Windows XPでのインストール方法について
各ソフトウェアのインストール方法については、下記をご覧ください。
ソフトウェア
EPSON TWAIN Pro

参照先
本書
［EPSON TWAIN xxのインストール］3 ページ

EPSON TWAIN HS
EPSON TWAIN Pro Network

インストール方法はWindows 2000と同じです。
下記をご覧ください。

EPSON TWAIN HS Network

［ソフトウェアのインストール］
s ネットワークガイド

EPSON Scan to File

インストール方法はWindows 2000と同じです。
下記をご覧ください。

EPSON ScanPalette

s スタ ートア ップガ イドま たはユ ーザ ーズガ イドの［アプ リケー ション のイン ス
トール］

p

管理者の権 限でログオ ンしておい てくださ
• ソフ トウェア をインスト ールする時 は、
い。
必ず本書の手順に従っ
• Windows XPでのEPSON TWAIN xxのインストール方法は、
てください。本書以外の手順では、正常にインストールできない場合があります。

Windows XPでの操作について
7 ページ以降で、Windows XPでの、次の操作方法を説明しています。
（SCSIボードの認識を確認する方法）
• デバイスマネージャの開き方
（TCP/IPを設定する方法）
•［ネットワークのプロパティ］の開き方
スキャ ナビボタン
•［スキャ ナとカメラの プロパティ］の開き方（スキャナの 接続確認およ び、
の設定方法）
TWAINデータソース
• アプリケーションからEPSON TWAIN xxを起動する場合に選択する、

p

このほかの操作方 法は、
Windows 2000と同じです。
操作の内容に 応じて、
スタートアッ
プガイド、ネットワークガイドまたはユーザーズガイドなどをご覧ください。
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本文中のマークと表記について
マークが付いている文章は次のように重要な内容を記載しています。
必ずお読みください。

p

お取り扱い上、必 ずお守りいただき たいこと
（操作）を記載 しています。必ずお読 みくだ
さい。

商標等の表記
®

®

®

®

Microsoft Windows 95 operating system 日本語版
Microsoft Windows 98 operating system 日本語版
®

®

Microsoft Windows NT operating system Version4.0 日本語版
®

®

®

®

®

®

®

®

Microsoft Windows 2000 operating system 日本語版
Microsoft Windows Millennium Edition operating system 日本語版
Microsoft Windows XP Professional operating system 日本語版
Microsoft Windows XP Home Edition operating system 日本語版
の表記について
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、Windows95、
Windows98、
Windows NT4.0、Windows2000、Windows Me、Windows XPと表記しています。
また、Windows95、Windows98、Windows NT4.0、Windows2000、Windows Me、
Windows XPを総 称 す る場 合 は［Windows］、複数 のWindowsを 併 記 する 場 合 は
［Windows95/98］のように、Windowsの表記を省略することがあります。
Microsoft、WindowsおよびWindows NTは米国マイクロソフ ト社の米国およびそ の
他の国における登録商標です。
そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。
ご注意
（1）本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
（2）本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
（3）本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、
記載もれなど、お気づきの点がありましたらご連絡ください。
（4）運用した結果の影響については、
（3）項にかかわらず責任を負いかねますのでご了
承ください。
（5）本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われた
り、またはエプソンおよびエプソン指定の者以外の第三者により修理・変更された
こと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承く
ださい。
（6）エ プソン純正 品およびエ プソン品質 認定品以外 のオプショ ンまたは消 耗品を装着
し、それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負い
かねますのでご了承ください。この場合、修理等は有償で行います。
©セイコーエプソン株式会社 2001
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EPSON TWAIN xxのインストール
以降、EPSON TWAIN ProとEPSON TWAIN HSを総称して、EPSON TWAIN xxと表記します。

Windows 2000/MeからWindows XPにアップデートする方へ
Windows 2000/Me環境でEPSON TWAIN xxをインストール済みで、その後Windows XPに
アップデートする場合は、必ず以下の手順に従ってください。

p

以下の手 順に従わず にアップ デートする と、
スキャナ が不完全な デバイスと して登録
され、使用できなくなります。必ず手順を守ってください。

A EPSON TWAIN xxの削除

Windows をアップデートする前に、必ず EPSON TWAIN xx を削除しておいてくださ
い。削除方法については、ユーザーズガイドの［EPSON TWAIN xx の再インストール］
をご覧ください。

B スキャナをコンピュータから取り外す

EPSON TWAIN xx を削除したら、コンピュータとスキャナの電源をオフにして、イン
ターフェイスケーブルを取り外します。

C コンピュータを起動してWindows をアップデート

アップデートの方法は、Windows XP の取扱説明書をご覧ください。

D スキャナを接続してEPSON TWAIN xxをインストール
詳しくは以下の手順をご覧ください。

EPSON TWAIN xxのインストール

p

EPSON TWAIN xxのインストールは、必ず本書の手順に従って完了させてください。途
中で［キャン セル］ボタン をクリッ クするな どしてイン ストール 作業を中 断すると、
正
常にインストールできなくなる場合があります。

A スキャナとコンピュータを接続します。

詳しくは、スタートアップガイドまたはユーザーズガイドをご覧ください。

B スキャナの電源をオンにし、次にコンピュータの電源をオンにします。

• SCSI 接続の場合は、必ずこの順番を守ってください。先にコンピュータの電源をオ
ンにすると、スキャナが認識されません。

• 管理者の権限でログオンしておいてください。

3

C スキャナ が新し いハード ウェア として認
識され、右の画面が表示されま す(しばら
く時間がかかります)。

D ①［一覧または特定の場所からインストー

ルする］をクリックし、②［次へ］ボタン
をクリックします。

①クリックして、 ②クリックします

E スキャナに付属のソフトウェアCD-ROMを、コンピュータにセットします。

［EPSON インストールプログラム］画面が表示された場合は、
［終了］ボタンをクリッ
クしてください。

F ①［リムーバブルメディア（フロッピー、
CD-ROMなど）を検索］のチェックを外
します。②［次の場所を含める］をクリッ
クして、③［参照］ボタンをクリックしま
す。

②クリックして、

③クリックします

①クリックしてチェックを外します
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EPSON TWAIN xx のインストール

G ①CD-ROM アイコン左の［+］をクリックします。②［WinXP］フォルダをクリック
し、③［OK］ボタンをクリックします。

①クリックします

②クリックして、

③クリックします

H ①［○ :¥WinXP］と表示されていること
を確認し、②［次へ］ボタンをクリックし
ます。インストールが始まります。
「○」に はお 使い のコ ンピ ュ ータ の CDROM ドライブ名が表示されます ( 画面は
F ドライブの例です )。

①確認して、

p

②クリックします

IEEE1394接続の場 合は右の画面が
表示されます ので、
［続行］ボタンを
クリックします。

クリックします
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I 右の画面 が表示 されたら インス トールは
完了です。
［完了］ボタンをクリックして
ください。
これでEPSON TWAIN xxのインストール
は終了です。

クリックします

ES-9000Hをお使いの方へ
スクリーンキャリブレーションを実行する必要がある場合は、下記ファイル を実行し
てください。
ソフトウェアCD-ROM ¥WinXP¥EPSCNCAL.EXE
スクリーンキャリブレーションとは、画像をお使いのディスプレイに合わせ て最適な
明るさで取り込めるよう、
ディスプレイの明暗（ガンマ値）の設定を読み取る作業です。
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Windows XPでの操作説明
Windows XPでの、次の操作方法を説明します。
• デバイスマネージャの開き方
（SCSIボードの認識を確認する方法）
•［ネットワークのプロパティ］の開き方
（TCP/IPを設定する方法）
•［スキャ ナとカメラの プロパティ］の開き方（スキャナの 接続確認およ び、
スキャ ナビボタン
の設定方法）
• アプリケーションからEPSON TWAIN xxを起動する場合に選択する、
TWAINデータソース

コントロールパネルの説明
［スタート］−［コントロールパネル］の順にクリックします。コントロールパネルが開いた
ら、［クラシック表示に切り替える］をクリックします。

クリックして、

クリックします

クリックします

関連するコントロールパネル

操作
デバイスマネージャを開く場合

説明
［シス テ ム］
ア イ コン を ダブ ル ク リッ ク しま す。この 後 は、
Wind ows
2000と同じです。

［ネットワークのプロパティ］
を開く場合

［ネッ ト ワー ク 接続］ア イコ ン をダ ブ ル クリ ッ クし ま す。
こ の 後は、
Windows 2000と同じです。

［スキャナとカメラのプロパティ］
を開く場合 ［スキ ャナ とカ メラ］アイ コン をダ ブ ルク リッ クし ます。詳し くは 次
ページをご覧ください。
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［スキャナとカメラのプロパティ］

A ［EPSON ES-xxxx］アイコンを右クリッ
クし、
［プロパティ］を選択します。

［EPSON ES-xxxx のプロパティ］が開き
ます。

右クリックして、

クリックします

［EPSON ES-xxxx のプロパティ］には 3 つの画面がありますが、［全般］画面と［色の
管理］画面は、Windows 2000 とほぼ同 じです。ここ では、
［イ ベント］画 面でのス
キャナビボタンの設定について説明します。
①［イベント］タブをクリックします。
②［指定 した プロ グラ ムを 起動 する］を
チェックします。
③ EPSON Scan to File が選択されてい
ることを確認します。
④［OK］ボタンをクリックします。

① ②

TWAINデータソースについて
ア プリ ケ ー ショ ン からEPSON TWAIN xx を起
動する場合は、［EPSON TWAIN Pro x.xx（3232）］または［EPSON TWAIN HS x.xx（32-32）
］
を選択してください。
［WIA-EPSON ES-xxxx］は選択しないでくださ
い。
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④

③

