Windows 95 / Mac OS 8.1〜8.5.x用

インストールガイド
EPSON Scan to File
EPSON TWAIN Pro / EPSON TWAIN Pro Network
EPSON TWAIN HS / EPSON TWAIN HS Network

添付のスキャナドライバ「EPSON Scan」は、Windows 95およびMac OS 8.1〜8.5.x
には対応しておりません。Windows 95またはMac OS 8.1〜8.5.xをお使いの方は、以
下のソフトウェアをインストールしてお使いください。

ES-2200/6000HS/8500をお使いの場合
スキャナの接続方法
ソフトウェア
ローカル接続
EPSON TWAIN Pro
（コンピュータに直接接続） EPSON Scan to File
ネットワーク接続
EPSON TWAIN Pro Network
EPSON Scan to File

参照ページ
Windows：4 ページ
Macintosh：17 ページ
Windows：11 ページ
Macintosh：20 ページ

ES-9000Hをお使いの場合
スキャナの接続方法
ソフトウェア
ローカル接続
EPSON TWAIN HS
（コンピュータに直接接続） EPSON Scan to File
ネットワーク接続
EPSON TWAIN HS Network
EPSON Scan to File

参照ページ
4 ページ
11 ページ

※EPSON TWAIN HS / EPSON TWAIN HS Networkは、Windows 95でのみ使用できます。
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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
®

®

本書中では、Microsoft Windows 95 operating system 日本語版をWindows 95と表
記しています。
Adobe、Adobe PhotoshopはAdobe Systems Incorporatedの各国での商標または登
録商標です。
Adobe PhotoshopはAdobe Systems Incorporatedの著作物であり、これらにかかる
著作権その他の権利はすべてAdobe Systems Incorporatedに帰属します。
Microsoft、Windows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。
PentiumはIntel Corporationの登録商標です。
Appleの名称、ロゴ、Macintosh、Power Macintosh、MacはApple Computer, Inc.の
商標または登録商標です。
そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。

EPSON Scan to Fileについて
This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

TWAIN ドライバの表記について
本書 で は、EPSON TWAIN Pro とEPSON TWAIN HS を 総 称す る 場 合 は「EPSON
TWAIN xx」
、EPSON TWAIN Pro NetworkとEPSON TWAIN HS Networkを総称する
場合は「EPSON TWAIN xx Network」、すべてを総称する場合は「TWAIN ドライバ」
と表記します。
また、EPSON TWAIN ProまたはEPSON TWAIN Pro Networkと明記している場合は、
EPSON TWAIN ProまたはEPSONTWAIN Pro Networkに限定した説明です。
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Windows 95でのインストール
システム条件の確認
ローカル（SCSI）
接続の場合
スキャナをSCSI接続してEPSON TWAIN xxで画像を取り込むには、次の環境が必要です。
CPU

Pentium以上（MMX Pentium166MHz以上を推奨）

OS

Windows 95
な お、
16bit版のTWAIN対応ア プリケーシ ョンでは使 用できませ
んのでご注意ください。

表示

解像度

640×480ドット以上（1,024×768ドット以上を推奨）

色数

High Color
（16ビット）以上
※256色表示になっている場合、
表示解像度を下げる
（例：1,024×
768→800×600）と、
High Colorで表示できるようになります。

メモリ

カラー原稿の取り込みでは、64MB以上を推奨します。
メモリ容量は、多いほど有利です。

ハードディスク

必 要な容 量は画像 データ によりま す。
画 像データ 容量の 目安を
以下に記載していますので参考にしてください。
「画像データ容量の目安」
sスタートアップガイド

インターフェイス

エプソ ン推奨のSCSIボードを装着し、かつSCSIドライバが組み
込まれていること。

p

Windows 95では、
USBおよびIEEE1394接続はできません。
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ネットワーク接続の場合
スキャナをネットワーク接続してEPSON TWAIN xx Networkで画像を取り込むには、次の環
境が必要です。
CPU

Pentium以上（MMX Pentium 166MHz以上を推奨）

OS

Windows 95
な お、
16bit版のTWAIN対応ア プリケー ション では使用 できま
せんのでご注意ください。

表示

解像度

640×480ドット以上（1,024×768ドット以上を推奨）

色数

High Color
（16ビット）以上
（True Color
（32ビット）を推奨）
※ 256色表示になっている場合、表示解像度を下げる
（例：1,024×768→800×600）と、
High Colorで表示できる
ようになります。

メモリ

カラー原稿の取り込みでは、64MB以上を推奨します。
メモリ容量は、多いほど有利です。

ハードディスク

必 要な 容量は 画像デ ータに よりま す。
画 像デー タ容量 の目安
を以下に記載していますので参考にしてください。
sスタートアップガイド「画像データ容量の目安」

プロトコル

TCP/IP プロト コルが 組み込 まれ、
IPアド レスが 設定さ れてい
ること

ネットワークボード

PCメー カーによっ て保証され たネットワ ークボード、ドライ
バを使用すること

ローカル接続でのインストール
情報ファイルの組み込み
スキャナ をSCSIで接続した後、はじめ てコンピュータの電源 をオンにすると、Windows 95
のプラグ＆プレイ機能によりスキャナが認識されます。この時は、次の手順に従ってスキャナ
の情報ファイルをインストールしてください。

A ま ず ス キ ャ ナ の 電 源 を オ ン に し ま す。次 に コ ン ピ ュ ー タ の 電 源 を オ ン に し、
Windows 95を起動します。
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。

B Windows 95のプラグ＆プレイ機能によりスキャナが認識されます。

この時に表示される画面が、Windows 95 のバージョンにより異なります。表示される
画面に応じ、以降の手順でスキャナの情報ファイルをインストールしてください。
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Windows 95 でのインストール

［新しいハードウェア］の場合

［デバイスドライバウィザード］
の場合

A スキャナに付属のソフトウェアCDROMをセットします。

Aスキャナに付属のソフトウェアCDROMをセットし、
［次へ］ボタンをク
リックします。

B CD-ROM をセットすると下の画面が自
動的 に 表 示 さ れ ま す が、
こ こ で は［終
了］
ボタ ンを クリ ック して この 画面 を
閉じます。

BCD-ROM をセットすると下の画面が自
動 的 に 表 示 さ れ ま す が、
ここでは
［終
了］ボタ ンを クリ ック して この画 面を
閉じます。

C［ハー ドウ ェア の製造 元が 提供 する ド

Cし ば ら くし て 次 の画 面 が表 示 さ れた

ライバ］が選 択さ れて いる こと を確 認

ら、
［場 所 の指 定］
ボ タン をク リッ クし

し、
［OK］
ボタンをクリックします。

ます。

D［参照］ボタンをクリックします。

→次ページに続く
→次ページに続く

5

ES8500SG 01.fm

［新しいハードウェア］の続き
E①
［矢印］ボタンをクリックし、
②CD-

［デバイスドライバウィザード］
の続き
D［参照］
ボタンをクリックします。

ROMドライブのアイコンをクリック
します。
①クリック

ECD-ROMのアイコンをダブルクリック
します。
②クリック

F［Win95］
フォルダ をダブルクリッ ク
し、
［OK］
ボタンをクリックします。

フ ォ ル ダ を ク リ ッ ク し て、
F［Win95］
［OK］
ボタンをクリックします。

G 次の画面が 表示された ら、
［OK］
ボタ ン

G
［OK］
ボタンをクリックします。

をクリ ック しま す。
情 報フ ァイ ルが イ
ンストールされます。

H次 の画面が表示され たら情報ファイル
イン スト ール が終 了し、スキ ャナ の情 報
ファ イ ルがWindows 95の シ ステ ム に 書
き込まれます。

の イ ン ス ト ール は 終 了 で す ので、
［完
了］ボタンをクリックします。

インス トー ルが 終了 し、
ス キャ ナの 情報
ファ イ ルがWindows 95の シ ステ ム に書
き込まれます。
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Windows 95 でのインストール

p

ここでインスト ールされるのは、
スキャナ の情報ファイルのみ です。
画像の取り込みに
必要な ソフトウ ェア（EPSON TWAIN xx な ど）
はインス トールさ れませ んので、
［ソフ
トウェアのインストール］に進んでインストールしてください。

ソフトウェアのインストール

A ソフトウェアCD-ROMをセットし直します。
B ソフトウェアCD-ROMをセットすると、しばらくしてから次の画面が自動的に表示さ
れます。表示されたら、
［ソフトウェアのインストール］をダブルクリックします。

ダブルクリックします

p

「MyEPSON」
登録のお願い
お客様に製品をより快適にお使いいただくために、
「MyEPSON」へのユーザー登録をお
勧めします。
「MyEPSON」に登録済みのお客様は、本製品を追加登録してください。
上の画面で 該当する登 録方法を選択 すると、
「MyEPSON」メニューに沿 って、
インター
ネット上から簡単に登録することができます。
「MyEPSON」
については下記をご覧ください。
sスタートアップガイド「「MyEPSON」について知りたい」
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C インストールするソフトウェアを確認して、[OK]ボタンをクリックします。

初めてインストールする場合は、すべ てのソフトウェアをインストールし てください。
EPSON TWAIN xx、ユ ーザー ズガイ ド、EPSON Scan to File、EPSON ScanPalette
がインストールされます。

①確認して、

②クリックします

インストールするソフトウェアを個別に指定する場合は、[ ソフトウェア選択 ] ボタン
をクリックし、必要なソフトウェアのみチェックを付けます。各ソフトウェアの概要は
次の通りです。
ソフトウェア

説明

EPSON TWAIN xx

ローカル接続したスキャナを使用するために必要

EPSON TWAIN xx Network

不要
（ネットワ ーク接続したスキャナを利用する場合
に必要なソフトウェアです）

ユーザーズガイド

オプションの使い方や、困ったときの対処法などを説
明しているマニュアルです。

EPSON Scan to File

スキャ ナを使 用するた めに必 要
（TWAIN 対応 ソフト
をインストール済みの場合は、
必須ではありません）

EPSON ScanPalette

画像ファイルのサムネイル（小画面）
を 作成して、
画像
ファイルを整理したり閲覧できるTWAIN 対応ソフト
です。
必要に応じてインストールしてください。

D 画面の内容を確認して、[同意する]ボタンをクリックします。

[ 同意しない ] ボタンをクリックすると、インストールを終了します。

8
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Windows 95 でのインストール

E 最初にEPSON TWAIN xxのセットアッププログラムが起動しますので、［次へ］ボタ
ンをクリックします。インストールがはじまります。

クリックします

F EPSON TWAIN xxのインストールが終了すると左の画面が表示されますので、
［次へ］ボタンをクリックします。

［EPSON TWAIN xx］画面（右の画面）が表示されます。EPSON TWAIN HS の場合、
右の画面は多少異なります。

クリックします

この画面 でスキャナの 接続テストを しますの
で、スキャナのREADYランプが点灯している
か確認してください。

G ①［スキャナの選択］項目でSCSIが選択されていて、［ID X - ES-xxxx］と表示されて
いることを確認し、②［テスト］ボタンをクリックします。

③［スキャナの情報］項目の［状態］が、
［使用可能］と表示されれば正常です。
［OK］
ボタンをクリックしてください。
③確認します

①確認して、

②クリックします

スキャ ナにオ プシ ョンを 装着
してい る場 合は、こ こに オプ
ション名が表示されます。
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• 次の場合はさまざまな原因が考えられますので、スタートアップガイド「スキャナが
認識されない（SCSI）」を参照して対処してください。
• ID X - ES-xxxx］が表示されない場合
［
• テスト］ボタンをクリックした結果、［使用不可］と表示された場合
［
• 他のEPSONスキャナとデイジーチェーンしている場合、SCSI ID番号が小さい方の機
種名が最初に表示されます。ES-xxxxが表示されていない場合は、矢印ボタンをクリッ
クして表示させ、選択してください。

p

EPSON TWAIN HSの場合は左の画面が表 示されますので、
［次へ］ボタンを クリックし
ます。
右の画面 が表示さ れたら、スク ロールバー をグレー の横縞が 一番目立た ない位置 に動
かし、
［OK］
ボタンをクリックしてください。詳しくは、画面上の説明をご覧ください。

H ［EPSON TWAIN xxのセットアップが完了しました］と表示されたら、［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。

I この後は、ソフトウェアのインストールが一つずつ進みます。画面の指示に従ってイン
ストールを進めてください。

J インストールが終了したら、コンピュータを再起動してください。

これでインストールは終了です。この後は下記のページに進んでください。

s「画像の取り込み方」25 ページ
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Windows 95 でのインストール

ネットワーク接続でのインストール
スキャナとネットワークスキャニングボックスの準備

A スキャナおよび、ネットワークスキャニングボックスの電源をオンにします。
詳しくは、ネットワークスキャニングボックスの取扱説明書をご覧ください。

p

• EPSON TWAIN xx Network をインストールした後、ネットワークスキャニングボッ
ク ス と 通 信し て 接 続 の設 定 と テ スト を 行 い ま す。その た め、EPSON TWAIN xx
Network を インスト ールする前 に、
スキャナ およびネ ットワー クスキャ ニングボッ
クスの電源をオンにしておいてください。
• インストールをはじめる前に、ネットワークスキャニングボックスの IP アドレスを
確認 しておい てください（ネ ットワーク スキャニ ングボック スの設定を した方にお
問 い合わせく ださい）
。IPアドレ スとは、
ネッ トワーク 上で機器 を識別す るための識
別子のことです。

ソフトウェアのインストール

A クライアントPCを起動します。
B スキャナに付属の ソフトウェアCD-ROMをセットします。

しばらくすると次の画面が自動的に表示されますので、
［ソフトウェアのインストール］
をダブルクリックします。

ダブルクリックします

p

「MyEPSON」
登録のお願い
お客様に製品をより快適にお使いいただくために、
「MyEPSON」へのユーザー登録をお
勧めします。
「MyEPSON」に登録済みのお客様は、本製品を追加登録してください。
上の画面で 該当する登 録方法を選択 すると、
「MyEPSON」メニューに 沿って、
インター
ネット上から簡単に登録することができます。
「MyEPSON」
については下記をご覧ください。
sスタートアップガイド「「MyEPSON」について知りたい」
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C [ソフトウェア選択]ボタンをクリックします。

D ［EPSON

TWAIN xx］をクリックしてチェックを外します。
［EPSON TWAIN xx

Network］をクリックしてチェックを付け、
［OK］ボタンをクリックします。

チェックを外して
チェックを付けて

クリックします
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Windows 95 でのインストール
各ソフトウェアの概要は次の通りです。不要なソフトウェアがあれば、チェックを外し
てください。
ソフトウェア

説明

EPSON TWAIN xx

不要
（ローカル 接続したスキャナを使用する場合に必
要なソフトウェアです）

EPSON TWAIN xx Network

ネットワーク接続したスキャナを利用するために必要

ユーザーズガイド

オプションの使い方や、困ったときの対処法などを説
明しているマニュアルです。

EPSON Scan to File

スキ ャナ を使用 する ため に必 要
（TWAIN対 応ソ フト
をインストール済みの場合は、
必須ではありません）

EPSON ScanPalette

画像ファイルのサムネイル（小画面）
を 作成して、
画像
ファイル を整理したり 閲覧できるTWAIN 対応ソフト
です。
必要に応じてインストールしてください。

E 画面の内容を確認して、[同意する]ボタンをクリックします。

[ 同意しない ] ボタンをクリックすると、インストールを終了します。

F 最初にEPSON TWAIN xx Networkのセットアッププログラムが起動しますので、［次
へ］ボタンをクリックします。
インストールがはじまります。

クリックします
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G EPSON TWAIN xx Networkのインストールが終了すると左の画面が表示されますの
で、
［次へ］ボタンをクリックします。

［EPSON TWAIN xx Network］画面（右の画面）が表示されます。

クリックします

この画面では、スキャナの接続設定とテス
トを行います。
画面は、EPSON TWAIN Pro Networkでの
例です。

H ①ネットワークスキャニングボックスのIPアドレスを入力し、②［テスト］ボタンをク
リックします。

p

IPアドレスについては、
ネッ トワークスキャニングボックスの設定をした方にお問い合
わせください。

① IPアドレスを入力して、
（画面は例です）

この設 定は、通常は変更
しないでください。

②クリックします
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Windows 95 でのインストール

I ①次のメッセージが表示されることを確認して、②［OK］ボタンをクリックします。

違うメッセージが表示される場合は、さまざまな原因が考えられます。以下のページを
参照して対処してください。

s「接続テストでエラーが出たときは」30 ページ

①確認して、
ここにはスキャナ名と、
オプションが装 着されていれ
ばオプション名 が表示されま
す。

②クリックします

p

EPSON TWAIN HS Network の場合は左の画面が表示されますので、
［次へ］ボタンをク
リックします。
右の画面 が表示さ れたら、スク ロールバー をグレー の横縞が 一番目立た ない位置 に動
かし、
［OK］
ボタンをクリックしてください。詳しくは、画面上の説明をご覧ください。

J ［EPSON TWAIN xx Networkのセットアップが完了しました］と表示されたら、
［完了］ボタンをクリックしてください。

これで EPSON TWAIN xx Network のインストールは終了です。

K この後は、ソフトウェアのインストールが一つずつ進みます。画面の指示に従ってイン
ストールを進めてください。

L インストールが終了したら、コンピュータを再起動してください。

これでインストールは終了です。この後は下記のページに進んでください。

s「画像の取り込み方」25 ページ
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Macintoshでのインストール
システム条件の確認
ローカル（SCSI）
接続の場合（EPSON TWAIN Proのみ）
スキャナをSCSI接続してEPSON TWAIN Proで画像を取り込むには、次の環境が必要です。
CPU

PowerPC（68000系では使用不可）

OS

Mac OS 8.1〜8.5.x
（日本語版のみ）

表示

解像度

640×480ドット以上（1,024×768ドット以上を推奨）

色数

32,000色以上

メモリ

カラー原稿の取り込みでは、64MB以上を推奨します。
メモリ容量は、多いほど有利です。

ハードディスク

必 要な容量は 画像データ によりま す。
画像デ ータ容量の 目安を以
下に記載していますので参考にしてください。
「画像データ容量の目安」
sスタートアップガイド

メモリ割り当て

ア プリケ ーショ ンの推 奨サイ ズ+取り込む 画像デ ータ容 量の2倍
以上を推奨。

ローカル（USB）
接続の場合（EPSON TWAIN Proのみ）
ES-8500またはES-2200をUSB接続してEPSON TWAIN Proで画像を取り込むには、次の環
境が必要です。
OS

Mac OS 8.5.x
（日本語版のみ）

イン タ ーフ ェ イ

USBポートを標準搭載 し、
アッ プル社によりUSBポー トの動作が
保証されていること。

ス
表示
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解像度

640×480ドット以上
（1,024×768ドット以上を推奨）

色数

32,000色以上

メモリ

カラー原稿の取り込みでは、
64MB以上を推奨します。
メモリ容量は、
多いほど有利です。

ハードディスク

必要な容量 は画像デー タによりま す。
画像デ ータ容量の 目安を以
下に記載していますので参考にしてください。
sスタートアップガイド「画像データ容量の目安」

メモリ割り当て

アプリケ ーショ ンの推 奨サイ ズ+取り込む 画像デ ータ容 量の2倍
以上を推奨。
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Macintosh でのインストール

ネットワーク接続の場合(EPSON TWAIN Pro Networkのみ)
スキャナをネットワ ーク接続してEPSON TWAIN Pro Networkで画像を取り込むには、次の
環境が必要です。
CPU

PowerPC
（68000系では使用不可）

OS

Mac OS 8.1〜8.5.x

表示

解像度

640×480ドット以上
（1,024×768ドット以上を推奨）

色数

32,000色以上
（1,670万色を推奨）

メモリ

カラー原稿の取り込みでは、
64MB以上を推奨します。
メモリ容量は、
多いほど有利です。

ハードディスク

必要な容 量は画像 データによ ります。画像デー タ容量の 目安を以
下に記載していますので参考にしてください。
sスタートアップガイド「画像データ容量の目安」

TCP/IP

IPアドレスが設定されていること

ローカル接続でのインストール
ソフトウェアをインストールする時は、アンチウィルスソフトなどの、起動中のすべてのアプ
リケーションを閉じておいてください。アプリケーションが起動していると、エラーが出てイ
ンストールが正常終了しない場合があります。

A スキャナの電源をオンにします。
B Macintoshを起動し、スキャナに付属のソフトウェアCD-ROMをセットします。

p

ES-8500また はES-2200をUSB接続し ていて、
次 の画面が 表示され た場合 は、
［OK］ボ
タンをクリックしてください。
なお、この画面は表示されなくても問題ありません。

C ［インストーラ］アイコンをダブルクリックします。

17
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D ［ソフトウェアのインストール］をダブルクリックします。

ダブルクリックします

p

「MyEPSON」
登録のお願い
お客様に製品をよ り快適にお使いいた だくために、
「MyEPSON」へのユーザー登録を お
勧めします。
「MyEPSON」に登録済みのお客様は、本製品を追加登録してください。
上の画 面で該当 する登録 方法を選 択すると、
「MyEPSON」メニ ューに沿 って、インタ ー
ネット上から簡単に登録することができます。
「MyEPSON」
については下記をご覧ください。
sスタートアップガイド「「MyEPSON」について知りたい」

E インストールするソフトウェアを確認して、[OK]ボタンをクリックします。

初めてインストールする場合 は、すべて のソフトウェアをインストール してください。
EPSON TWAIN Pro、
ユーザーズガイド、EPSON Scan to File がインストールされます。

①確認して、

②クリックします

18
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Macintosh でのインストール
インストールするソフトウェアを個別に指定する場合は、[ ソフトウェア選択 ] ボタン
をクリックし、必要なソフトウェアのみチェックを付けます。各ソフトウェアの概要は
次の通りです。
ソフトウェア

説明

EPSON TWAIN Pro

ローカル接続したスキャナを使用するために必要

EPSON TWAIN Pro Network

不要
（ネットワ ーク接続したスキャナを利用する場合
に必要なソフトウェアです）

ユーザーズガイド

オプションの使い方や、困ったときの対処法などを説
明しているマニュアルです。

EPSON Scan to File

スキャ ナを使 用するた めに必 要
（TWAIN 対応 ソフト
をインストール済みの場合は、
必須ではありません）

F 画面の内容を確認して、[同意する]ボタンをクリックします。

[ 同意しない ] ボタンをクリックすると、インストールを終了します。

G この後は、ソフトウェアのインストールが一つずつ進みます。画面の指示に従ってイン
ストールを進めてください。

H インストールが終了したら、Macintoshを再起動してください。

これでインストールは終了です。この後は下記のページに進んでください。
s「画像の取り込み方」25 ページ

複数のEPSONスキャナをお持ちの方へ
1台のMacintoshに複数台のEPSONスキャナを接続して使用する場合、次の手順で使用するス
キャナを選択します。

A コントロールパネルの［EPSON ScannerSelector］アイコンをダブルクリックして
開きます。

19
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B 使用するスキャナ名を選択し、［OK］ボタンをクリックします。

①選択して、

②クリックします

ネットワーク接続でのインストール
ソフトウェアをインストールする時は、アンチウィルスソフトなどの、起動中のすべてのアプ
リケーションを閉じておいてください。アプリケーションが起動していると、エラーが出てイ
ンストールが正常終了しない場合があります。

スキャナとネットワークスキャニングボックスの準備

A スキャナおよび、ネットワークスキャニングボックスの電源をオンにします。
詳しくは、ネットワークスキャニングボックスの取扱説明書をご覧ください。

p

• EPSON TWAIN Pro Networkをインストールした後、
ネットワークスキャニングボッ
ク ス と 通 信し て 接 続 の設 定 と テ スト を 行 い ま す。その た め、EPSON TWAIN Pro
Networkをインストール する前に、
スキャナお よびネットワーク スキャニングボッ ク
スの電源をオンにしておいてください。
• インストールをはじめる前に、ネットワークスキャニングボックスの IP アドレスを確
認しておいて ください
（ネットワークスキャニングボックスの設定をした方に お問い
合わせくだ さい）
。IPアドレスとは、
ネ ットワーク上で機器を識別するための識別 子の
ことです。

ソフトウェアのインストール

A Macintoshを起動し、スキャナに付属のソフトウェアCD-ROMをセットします。
B ［インストーラ］アイコンをダブルクリックします。

20
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Macintosh でのインストール

C ［ソフトウェアのインストール］をダブルクリックします。

ダブルクリックします

p

「MyEPSON」
登録のお願い
お客様に製品をよ り快適にお使いいた だくために、
「MyEPSON」へのユーザー登録を お
勧めします。
「MyEPSON」に登録済みのお客様は、本製品を追加登録してください。
上の画 面で該当 する登録 方法を選 択すると、
「MyEPSON」メニ ューに沿 って、インタ ー
ネット上から簡単に登録することができます。
「MyEPSON」
については下記をご覧ください。
sスタートアップガイド「「MyEPSON」について知りたい」

D [ソフトウェア選択]ボタンをクリックします。

21
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E ［EPSON TWAIN Pro］をクリックしてチェックを外します。［EPSON TWAIN Pro
Network］をクリックしてチェックを付け、
［OK］ボタンをクリックします。

チェックを外して
チェックを付けて

クリックします

インストールするソフトウェアを個別に指定する場合は、[ ソフトウェア選択 ] ボタン
をクリックし、必要なソフトウェアのみチェックを付けます。各ソフトウェアの概要は
次の通りです。
ソフトウェア

説明

EPSON TWAIN Pro

不要
（ローカル 接続したスキャナを使用する場合に必
要なソフトウェアです）

EPSON TWAIN Pro Network

ネット ワーク接 続したス キャナを 利用する ために必
要

ユーザーズガイド

オプションの使い方や、困ったときの対処法などを説
明しているマニュアルです。

EPSON Scan to File

スキャ ナを使 用するた めに必 要
（TWAIN 対応 ソフト
をインストール済みの場合は、
必須ではありません）

F 画面の内容を確認して、[同意する]ボタンをクリックします。

[ 同意しない ] ボタンをクリックすると、インストールを終了します。

G 最初にEPSON TWAIN Pro Networkのインストールプログラムが起動します。［イン
ストール］ボタンをクリックしてインストールを実行します。

クリックします

22
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Macintosh でのインストール

H 次の画面が表示されたら、［終了］ボタンをクリックします。
クリックします

［EPSON TWAIN Pro Network］画面が表示されますので、スキャナの接続の設定とテ
ストを行います。

I ①ネットワークスキャニングボックスのIPアドレスを入力し、② ［テスト］ボタンを
クリックします。

p

IPアドレスについては、ネッ トワークスキャニングボックスの設定をした方にお問い合
わせください。

①IPアドレスを入力して、
（画面は例です）

この 設定は、通常は変 更
しないでください

②クリックします

J ①次のメッセージが表示されることを確認して、②［OK］ボタンをクリックします。

違うメッセージが表示される場合は、さまざまな原因が考えられます。以下のページを
参照して対処してください。

s「接続テストでエラーが出たときは」30 ページ
①確認して、
こ こに は スキ ャ ナ名 と、
オプ ションが 装着され て
いれ ばオプシ ョン名が 表
示されます。
（画面は例です）
②クリックします

これで EPSON TWAIN Pro Network のインストールは終了です。
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K この後は、ソフトウェアのインストールが一つずつ進みます。画面の指示に従ってイン
ストールを進めてください。

L インストールが終了したら、Macintoshを再起動してください。

これでインストールは終了です。この後は下記のページに進んでください。

s「画像の取り込み方」25 ページ
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画像の取り込み方
以降では、EPSON Scan to FileからTWAINドライバを起動して取り込む手順を説明します。
EPSON Scan to Fileを使わず、Adobe Photoshopなどの市販のTWAIN対応アプリケーショ
ンからTWAINドライバを起動して取り込む場合は、下記のページをご覧ください。
s「他のアプリケーションでの取り込み」29 ページ

EPSON Scan to Fileの起動
＜Windows＞
［スタ ート］
ボ タン−［プログラム］−
［EPSON Scan to
File］−
［EPSON Scan to File］の 順に ク リ ック し て起
動します。

＜Macintosh＞
［EPS ON S can to File］フォ ル ダ
の［EPS ON Scan to Fil e］アイ コ
ンをダブルクリックします。

ま たは、
ア ップルメ ニュー からも
起動できます。
EPSON Scan to Fileが起動すると、
［保存ファイルの設定］画面が表示されます。
＜Windows＞

＜Macintosh＞

25
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スキャナの選択
コンピュータにインストールしているTWAINドライバがEPSON TWAIN xxのみの場合は、ス
キャナの選択は不要です。次ページの「保存ファイルの設定」に進んでください。
コンピュータに、複数のTWAINドライバ（EPSON TWAIN xxとEPSON TWAIN xx Network
など）をインストールしている場合は、次の手順でTWAINドライバを選択します。

A EPSON Scan to Fileのメニューから、［スキャナの選択］を選びます。
＜Windows＞
タスクトレイの
［EPSON Scan to File］
アイコンを右クリックし、
［スキャナの
選択］
を選びます。

②クリックします

①右クリックして、

＜Macintosh＞
［フ ァイ ル］
メ ニュ ーか ら
［ス キャ ナ の
選択］
を選びます。

①クリックして、

②クリックします

B EPSON TWAIN xxまたはEPSON TWAIN xx Networkを選択して、［選択］ボタン
をクリックします（画面は例です）
。

＜Windows＞

＜Macintosh＞

①選択して、 ②クリックします

26

①選択して、 ②クリックします
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画像の取り込み方

保存ファイルの設定

A ［保存ファイルの設定］画面で、取り込んだ画像を保存するフォルダ・ファイル名・ファ
イル形式などを設定します。
＜Windows＞

＜Macintosh＞

各設定項目の初期値は次の通りです。まずは、このままで取り込んでみてください。
設定を変更する場合、各項目の詳細については、EPSON Scan to File のヘルプをご覧
ください。
設定項目

説明

保存先

取り込んだ画像を保存するフォルダです。
後で画 像を開く時 はこのフォ ルダを指 定しますの
で、
フォルダ名を覚えておいてください。

ファイル名
（文字列＋数字3桁）

画 像 の ファ イ ル 名 で す。
初 期 設 定 で は、
i mg 00 1 、
img002、
img003 ･･･ となります。

保存形式

画 像 の 保存 形 式 で す。初期 設 定 で は、Windowsは
BITMAP、
MacintoshはJPEGが選択されています。

［同一 ファ イル名 が存 在する 場
合、
常 に 上 書 き す る］チ ェ ッ ク
ボックス

初期設定ではチェックが外れており、
同一名のファ
イルが 存在して いた場合、番号をス キップし ます。
チェッ クを外した ままにして おくこと をお勧めし
ます。

［次回スキャン前に、このダイア
ログを 表示 する］チェ ックボ ッ
クス

初期 設 定で はチ ェ ック され て おり、EPSON Scan
to Fileの起 動時 など に
［保 存ファ イル の設定］ダイ
アログが表示されます。
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B ［次へ］ボタンをクリックします。

［保存ファイルの設定］画面が閉じ、TWAIN ドライバが起動します。

クリックします

この ボ タ ンを ク リ ック す る
と、ヘルプが表示されます。

p
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TWAINドライ バでの 取り込み 手順や、機 能の詳細 につい ては、TWAINドラ イバのヘ ル
プをご覧ください。
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他のアプリケーションでの取り込み
ここでは、Adobe Photoshop 5.0Jを例に、市販のTWAIN対応アプリケーションからTWAIN
ドライバを起動して画像を取り込む手順を説明します。
アプリケーションによって手順が異なりますので、詳細はお使いのアプリケーションの取扱説
明書で確認してください。

A ［ファイル］メニューの［読み込み］−［TWAIN対応機器の選択］などを選びます。
＜Windows＞

＜Macintosh＞

B EPSON TWAIN xxまたはEPSON

TWAIN xx Networkを選択し、
［選択］または

［OK］ボタンをクリックします（画面は例です）。
＜Windows＞

＜Macintosh＞

①選択して、 ②クリックします

①選択して、

②クリックします

C ［ファイル］メニューの［読み込み］−［TWAIN対応機器からの入力］などを選びます。
＜Windows＞

＜Macintosh＞

TWAIN ドライバが起動します。TWAIN ドライバでの取り込み手順については、TWAIN
ドライバのヘルプをご覧ください。
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接続テストでエラーが出たときは
EPSON TWAIN xx Networkの接続テストでエラーメッセージが表示された場合は、エラーの
内容に応じて次のように対処してください。
メッセージ
ネットワークスキャナとの接続に
失敗しました。
指定したネットワークスキャナが
存在しないかネットワークに問題
があります。
ネットワークスキャナの状態を確
認してください。

対処
① 入力したIPアドレスが正しいか確認してください。
② ネットワークスキャニングボックスやスキャナの電
源がオンになっているか確認してください。
③ ネットワークケーブルまたはインターフェイスケー
ブルの接続を確認してください。
④ HUBが正常に動作しているか確認してください。
⑤ お使いのコンピュータまたはネットワークスキャニ
ングボックスのネットワーク設定に問題がないか、
ネットワーク管理者に相談の上、確認してください。
上記を確認してもエラーが発生する場合は、ネットワー
ク自体の問題が考えられます。ネットワーク管理者にご
相談ください。

指定したネットワークスキャナは
存在します。
ネットワークスキャナに問題があ
り使用できません。
ネットワークスキャナの状態を確
認してください。

スキャナの電源がオンになっているか、またはネット
ワークスキャニングボックスが正常に動作しているか
確認してください。

指定したネットワークスキャナは
存在します。
ネットワークスキャナは下記の
ユーザーが使用中です。
利用者：XXX.XXX.XX.XX

他の人（メッセージに表示されるアドレスのユーザー）
がEPSON TWAIN xx Networkを使用中です。そちらの
EPSON TWAIN xx Networkが閉じられるまでお待ちく
ださい。

ネットワークリソースの初期化に
失敗しました。システムを再起動
してください。

WindowsまたはMacintoshを再起動してください。

データの受信に失敗しました。
ネットワークスキャナかネット
ワークに問題が発生しました。
ネットワークスキャナの状態を確
認してください。

① データの送受信中に、ネットワークケーブルが外れた
可能性があります。接続を確認してください。
② HUBが正常に動作しているか確認してください。
③ スキャナが遠隔地にあるため、所定の時間内にデータ
を受信できませんでした。
コントロールパネルの［EPSON TWAIN xx Network］
でタイムアウト時間を長くしてください。

そ の 他 のス キ ャ ナ では
このスキャナはサポートされてい ES-9000H を お使 い く だ さ い。
EPSON TWAIN HS Networkは使用できません。
ません。
（EPSON TWAIN HS Networkのみ）
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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。
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