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本書で使用されている記号

本書では、下記の記号が使われています。

動作環境

本製品とパソコン（Windows Vista™ ）を接続する場合、パソコン側では以下の動作環境が必要となります。

お使いいただく上での注意事項、制限事項などを記載しています。

知っていると便利なことや、補足を記載しています。

参照先などを記載しています。

注意

OS ／ CPU ／メモリー ディスク容量

1 GHz 32 ビット (x86) または 64 ビット (x64) のプロセッサ

メモリ 512MB（推奨 1GB）以上

※ CD-ROM ドライブ必須

※ 本製品のすべての機能を快適にご使用いただくために、以下の環
境を推奨します。

• 1.2GHz 以上の 32 ビット（x86）デュアルコアプロセッサと 1 GB
以上のシステムメモリを搭載したパソコン。

1.1GB 以上の空き容量

CPUのスペックやメモリの容量に余裕があると、動作が安定します。

インストール時は管理者権限を持つユーザでログオンする必要があります。

注意

■ パラレルインターフェースはサポートしていません。
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お使いになる前に

このマニュアルについて

このマニュアルは Windows Vista™ 用のドライバとソフトウェアのインストールについて説明してます。インストールを行

う前に、別冊の「かんたん設置ガイド」にしたがって、本製品の設置・接続が終わっていることを確認ください。その後、こ
のマニュアルにしたがって、ドライバとソフトウェアをインストールしてください。その他、本製品についてくわしくは、別
冊の「かんたん設置ガイド」および「ユーザーズガイド」をお読みください。

Windows Vista™ 用 CD-ROM の内容

付属のWindows Vista™ 用CD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットして表示される画面から、以下のことが行えます。 

1

3
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4
5

6

1　インストール

本製品をプリンタやスキャナとして使用するために必要なドライバをインストールします。また、本製品をより便
利にお使いいただくために以下のソフトウェアもインストールします。

• Presto!® PageManager®

TWAIN/WIA に準拠した、スキャンしたファイルを管理するソフトウェアです。

• ControlCenter3
スキャナ機能などさまざまな機能の入り口となるソフトウェアです。

• TrueType フォント

ブラザーオリジナルの日本語フォントです。インストール時に「カスタム」を選ぶと、インストールできます。

2　その他ソフトウエアとユーティリティ

各種ドライバ、ソフトウェアを追加インストールできます。

3　画面で見るマニュアル

「ユーザーズガイド」をパソコンで閲覧、印刷できます。

4　オンラインユーザー登録

インターネット経由でユーザー登録を行います。 
5　サービスとサポート

• ブラザーホームページ
ブラザーのホームページへリンクします。

• ソリューションセンター
インターネット経由で、本製品の最新情報を閲覧したり、最新データのダウンロードが行えます。

• ブラザーダイレクトクラブ
消耗品などが購入できるオンラインショップへリンクします。 

6　修復インストール

ドライバのインストールがうまくいかなかった場合にクリックすると、ドライバを自動的に修復します。（USB ケー

ブルで接続している場合のみ使用できます。） 
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STEP 2 プリンタドライバをインストールする

USB ケーブルで接続する場合........................................................................................ 4
■ 本製品とパソコンを接続する （MFC-630CD、MFC-860CDN、 MFC-5860CN をお使いの場合）.......6
■ 本製品とパソコンを接続する （FAX-2810、DCP-7010、MFC-7420、 MFC-7820N、MFC-8660DN

をお使いの場合）................................................................................................................................7

LAN ケーブルで接続する場合 ........................................................................................ 8
■ MFC-860CDN、MFC-5860CN の場合 ..............................................................................................8
■ MFC-7820N、MFC-8660DN の場合................................................................................................12
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USB ケーブルで接続する場合

本製品の電源コードをコンセントから外
す

パソコンの電源を入れる

「管理者権限を持つユーザ」でログオンします。

付属の CD-ROM をパソコンの CD-
ROM ドライブにセットする

モデルを選択する画面が表示されたときは、お使いの
モデルをクリックします。

［インストール］をクリックする

Presto!® PageManager® の使用許諾契約
の内容を確認して、［はい］をクリックする

注意

■ インストールをする前に、別冊の「かんたん設置ガイド」にしたがって、設置・接続が終わっていることをご確認くだ
さい。

■ メモリーカードが本製品に差し込まれていないことをご確認ください。（インクジェット製品のみ）

■ 起動しているアプリケーションがある場合は、終了してからインストールを始めてください。

■ 本製品に USB ケーブルと LAN ケーブルを同時につないでご使用になりたい場合は、手順にしたがって両方のインス

トールを行ってください。

注意

■ ここではまだUSBケーブルは接続しないでください。

メイン画面が表示されます。

画面が表示されないときは、「マイコンピュータ」から CD-
ROM ドライブをダブルクリックし、「Start.exe」をダブル
クリックしてください。

1

2

3

ドライバとソフトウェアのインストールが始ま
ります。

注意

■ 以下の画面が表示されたときは、［許可］をクリック
してください。

Presto!® PageManager® がインストールされま
す。

Presto!® PageManager® のインストールが終わ
ると、続いてドライバとソフトウェアのインス
トールが始まります。

4

5
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使用許諾契約の内容を確認して［はい］
をクリックする

次の画面が表示されたら［USB ケーブ
ル］を選び、［次へ］をクリックする

または、次の画面が表示されたら［標準］
を選び、［次へ］をクリックする

パソコンにケーブル接続の画面が表示さ
れます

 

お使いの製品の「本製品とパソコンを接
続する」のページに進む

MFC-630CD、MFC-860CDN、MFC-
5860CN

→　6 ページへ

FAX-2810、DCP-7010、MFC-7420、
MFC-7820N、MFC-8660DN

→　7 ページへ

以下の画面が表示されたら、チェックボックスをクリックして

［インストール］をクリックし、インストールを完了させてく
ださい。

6

7

8

9
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本製品の本体カバーを開ける

本体カバーをしっかりと固定される位置まで上げてく
ださい。

USB ケーブル接続端子に USB ケーブ
ルを接続する

USB ケーブルを本製品の溝におさめ、
パソコンに USB ケーブルを接続する

本体カバーを閉じる

固定をとるために少し本体カバーを持ち上げ①、本体
カバーサポートをゆっくり押しながら②、本体カバー
を閉めます。

本製品の電源コードをコンセントに差し
込む

ユーザー登録をする

すぐにユーザー登録をする場合は［本製品のオンライ
ン登録］をクリックして、ユーザー登録を行います。登
録が済んでいる場合や、後でユーザー登録をする場合
は手順 7 に進みます。

ユーザー登録が終わったら［次へ］をク
リックする

■本製品とパソコンを接続する

（MFC-630CD、MFC-860CDN、

MFC-5860CN をお使いの場合）

MFC-5860CNのイラストを使用して説明します。

1

2

3

注意

■ 本体カバーを閉めるときは、手をはさまないように注意
して、最後まで本体カバーを持って閉めてください。

インストールが自動的に開始されます。

インストール中に、ウィンドウが何度も開く場合
がありますが、ユーザー登録画面が表示されるま
で、しばらくおまちください。

4

5

6

7



7

W
in
do
w
s®

U
SB

［完了］をクリックする

パソコンに USB ケーブルを接続し、次
に本製品に USB ケーブルを接続する

本製品の電源コードをコンセントに差し込
み、本製品の電源スイッチをONにする

ユーザー登録をする

すぐにユーザー登録をする場合は［本製品のオンライ
ン登録］をクリックして、ユーザー登録を行います。登
録が済んでいる場合や、後でユーザー登録をする場合
は手順 4 に進みます。

ユーザー登録が終わったら［次へ］をク
リックする

［完了］をクリックする

パソコンが再起動します。
ドライバが正しくインストールされなかった場合
は、再起動したあと、自動的にインストール診断ツー
ルが起動します。画面の指示に従ってください。

8 ■本製品とパソコンを接続する

（FAX-2810、DCP-7010、MFC-7420、
MFC-7820N、MFC-8660DN をお使い

の場合）

インストールが自動的に開始されます。

インストール中に、ウィンドウが何度も開く場合
がありますが、ユーザー登録画面が表示されるま
で、しばらくおまちください。

パソコンが再起動します。
ドライバが正しくインストールされなかった場合
は、再起動したあと、自動的にインストール診断ツー
ルが起動します。画面の指示に従ってください。

1

2

3

4

5
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LAN ケーブルで接続する場合

ハブまたはルータを使用して、本製品を LAN ケーブルで接続します。複数のパソコンから本製品をプリンタ、スキャナとし

て利用できるようになります。お使いの製品のページへ進んでください。

MFC-8600CDN、MFC-5860CN　→　8 ページ

MFC-7820N、MFC-8660DN →　12 ページ

本製品の電源コードをコンセントから外
す

本製品を LAN ケーブルで接続する

(1) 本製品の本体カバーを開ける

本体カバーをしっかりと固定される位置まで上げてく
ださい。

(2) LAN ケーブル接続端子に LAN ケーブルを接続

する

(3) LAN ケーブルを本製品の溝におさめ、ハブま

たはルータの LAN ポートに LAN ケーブルを

接続する

(4) 本体カバーを閉じる

固定をとるために少し本体カバーを持ち上げ（1）、本

体カバーサポートをゆっくり押しながら（2）、本体カ

バーを閉めます。

本製品の電源コードをコンセントに差し
込む

パソコンの電源を入れる

「管理者権限を持つユーザ」でログオンします。

■MFC-860CDN、MFC-5860CNの場合

MFC-5860CNのイラストを使用して説明します。

注意

■ 本製品にメモリーカードが差し込まれていないこと
を確認してください。

1

2

注意

■ 本体カバーを閉めるときは、手をはさまないように注意
して、最後まで本体カバーを持って閉めてください。

3

4
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付属の CD-ROM をパソコンの CD-
ROM ドライブにセットする

モデルを選択する画面が表示されたときは、お使いの
モデルをクリックします。

［インストール］をクリックする

Presto!® PageManager® の使用許諾契約
の内容を確認して、［はい］をクリックする

使用許諾契約の内容を確認して［はい］
をクリックする

［ネットワーク接続］を選び、［次へ］を
クリックする

画面が表示されないときは、「マイコンピュータ」から CD-
ROM ドライブをダブルクリックし、「Start.exe」をダブル

クリックしてください。

注意

■ 以下の画面が表示されたときは、［許可］をクリック
してください。

Presto!® PageManager® がインストールされま
す。

Presto!® PageManager® のインストールが終わ
ると、続いてドライバとソフトウェアのインス
トールが始まります。

5

6

7

ドライバとソフトウェアのインストールが始ま
ります。

このとき、ウィンドウが何度も開く場合がありま
すが、次のユーザー登録画面が表示されるまで、
そのまましばらくおまちください。

ネットワーク上に複数のブラザー製品がある場合は、インス
トールする製品を一覧から選び、［次へ］をクリックしてくだ

さい。

本製品のネットワーク接続の設定が終了している場合は、本製
品をリストで選択し、［次へ］をクリックしてください。

ネットワーク上の機器が 1台だけの場合、このウィンドウは表

示されず、その機器が自動的に選択されます。

画面の IPアドレス欄にAPIPAと表示された場合は、［IPアド

レス設定］をクリックし、お使いのネットワーク上での本製品

の IPアドレスを入力します。

以下の画面が表示されたら、チェックボックスをクリックして

［インストール］をクリックし、インストールを完了させてく

ださい。

8

9
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ユーザー登録をする

すぐにユーザー登録をする場合は［本製品のオンライ
ン登録］をクリックして、ユーザー登録を行います。登
録が済んでいる場合や、後でユーザー登録をする場合
は手順 11 に進みます。

ユーザー登録が終わったら［次へ］をク
リックする

［完了］をクリックする

正しく印刷できることを確認し、ファイ
アウォールソフトウェアを再起動する

ファイアウォールの設定によっては、ネットワークス
キャンや PC-FAX を使用する際にネットワークへの接

続ができなくなる場合があります。

Windows ファイアウォールをお使いの場合は、下記の

手順にしたがってください。その他のファイアウォー
ルソフトウェアをご使用の場合は、ファイアウォール
ソフトウェアのマニュアルにしたがって設定してくだ
さい。

(1) ［スタート］－［コントロールパネル］－
［ネットワークとインターネット］－
［Windows ファイアウォール］－［設定の変

更］の順にクリックします。

(2) ユーザーアカウント制御の画面が表示された
ら、次の手順に従います。

■ 管理者権限を持つユーザーの場合

［続行］をクリックします。

■ 管理者権限を持たないユーザーの場合

管理者アカウントパスワードを入力して、
［OK］をクリックします。

(3) 「Windows ファイアウォールの設定」が表示

されます。
［全般］タブで［有効］がオンになっているこ
とを確認します。

(4) ［例外］タブをクリックします。

(5) ［ポートの追加］ボタンをクリックします。

(6) ネットワークスキャン用に 54925 番ポートを

追加するには下記のように入力します。

1)［名前］には、「Brother NetScan」のよう

に内容のわかるものを入力します。

2)［ポート番号］には「54925」と入力しま

す。

注意

■ 以下の画面が表示されたときは、記載内容を確認し、
［はい］ をクリックして再度検索を行います。

それでも検索されない場合は、［いいえ］をクリック
し、表示される画面の指示にしたがって、ノード名や

IP アドレスなどを設定してください。

■ パソコンにインストールされているセキュリティ
ツールのファイアウォールの設定が有効になってい
る場合も、上記の画面が表示されます。ファイア
ウォールの設定を確認し、無効にしてください。

パソコンが再起動します。
ドライバが正しくインストールされなかった場合
は、再起動したあと、自動的にインストール診断ツー
ルが起動します。画面の指示に従ってください。

10

11

12

13
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3)［プロトコル］は［UDP］を選択します。

［OK］をクリックします。

(7) 再度［ポートの追加］をクリックします。
（MFC モデルのみ）

(8) PC-FAX 用に 54926 番ポートを追加するには

下記のように入力します。

1)［名前］には、「Brother PC-Fax」のように

内容のわかるものを入力します。

2)［ポート番号］には「54926」と入力しま

す。

3)［プロトコル］は［UDP］を選択します。

［OK］をクリックします。

(9) 新しい設定が追加されたのを確認して、［OK］

をクリックします。

(10)以上の設定をしても、ネットワークスキャン
やネットワーク印刷などに問題が発生する場
合は、［例外］タブで［ファイルとプリンタの
共有］をチェックして、［OK］をクリックし

ます。

1

2

3
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本製品のスイッチを OFF にする

本製品を LAN ケーブルで接続する

本製品の電源スイッチを ON にする

パソコンの電源を入れる

「管理者権限を持つユーザ」でログオンします。

付属の CD-ROM をパソコンの CD-
ROM ドライブにセットする

モデルを選択する画面が表示されたときは、お使いの
モデルをクリックします。

［インストール］をクリックする

Presto!® PageManager® の使用許諾契約
の内容を確認して、［はい］をクリックする

使用許諾契約の内容を確認して［はい］
をクリックする

■MFC-7820N、MFC-8660DN の場合

LANケーブルは、同梱されていません。

画面が表示されないときは、「マイコンピュータ」から CD-
ROM ドライブをダブルクリックし、「Start.exe」をダブル
クリックしてください。

1

2

3

4

5

6

注意

■ 以下の画面が表示されたときは、「許可」をクリック
してください。

Presto!® PageManager® がインストールされま
す。

Presto!® PageManager® のインストールが終わ
ると、続いてドライバとソフトウェアのインス
トールが始まります。

ドライバとソフトウェアのインストールが始ま
ります。

このとき、ウィンドウが何度も開く場合がありま
すが、次のユーザー登録画面が表示されるまで、
そのまましばらくおまちください。

ネットワーク上に複数のブラザー製品がある場合は、インス

トールする製品を一覧から選び、［次へ］をクリックしてくだ
さい。

7

8
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［ネットワーク接続］を選び、［次へ］を
クリックする

ユーザー登録をする

すぐにユーザー登録をする場合は［本製品のオンライ
ン登録］をクリックして、ユーザー登録を行います。登
録が済んでいる場合や、後でユーザー登録をする場合
は手順 11 に進みます。

ユーザー登録が終わったら［次へ］をク
リックする

［完了］をクリックする

正しく印刷できることを確認し、ファイ
アウォールソフトウェアを再起動する

ファイアウォールの設定によっては、ネットワークス
キャンや PC-FAX を使用する際にネットワークへの接

続ができなくなる場合があります。

Windows ファイアウォールをお使いの場合は、下記の

手順にしたがってください。その他のファイアウォー
ルソフトウェアをご使用の場合は、ファイアウォール
ソフトウェアのマニュアルにしたがって設定してくだ
さい。

(1)［スタート］－［コントロールパネル］－
［ネットワークとインターネット］－
［Windows ファイアウォール］－［設定の変

更］の順にクリックします。

(2) ユーザーアカウント制御の画面が表示された
ら、次の手順に従います。

■ 管理者権限を持つユーザーの場合

［続行］をクリックします。

本製品のネットワーク接続の設定が終了している場合は、本製
品をリストで選択し、［次へ］をクリックしてください。

ネットワーク上の機器が 1台だけの場合、このウィンドウは表

示されず、その機器が自動的に選択されます。

画面の IPアドレス欄にAPIPAと表示された場合は、［IPアド

レス設定］をクリックし、お使いのネットワーク上での本製品

の IPアドレスを入力します。

以下の画面が表示されたら、チェックボックスをクリックして

［インストール］をクリックし、インストールを完了させてく

ださい。

注意

■ 以下の画面が表示されたときは、記載内容を確認し、
［はい］ をクリックして再度検索を行います。

それでも検索されない場合は、［いいえ］をクリック
し、表示される画面の指示にしたがって、ノード名や

IP アドレスなどを設定してください。

■ パソコンにインストールされているセキュリティ
ツールのファイアウォールの設定が有効になってい
る場合も、上記の画面が表示されます。ファイア
ウォールの設定を確認し、無効にしてください。

9

パソコンが再起動します。
ドライバが正しくインストールされなかった場合
は、再起動したあと、自動的にインストール診断ツー
ルが起動します。画面の指示に従ってください。
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■ 管理者権限を持たないユーザーの場合

管理者アカウントパスワードを入力して、
［OK］をクリックします。

(3) 「Windows ファイアウォールの設定」が表示

されます。
［全般］タブで［有効］がオンになっているこ
とを確認します。

(4) ［例外］タブをクリックします。

(5) ［ポートの追加］ボタンをクリックします。

(6) ネットワークスキャン用に 54925 番ポートを

追加するには下記のように入力します。

1)［名前］には、「Brother NetScan」のよう

に内容のわかるものを入力します。

2)［ポート番号］には「54925」と入力しま

す。

3)［プロトコル］は［UDP］を選択します。

［OK］をクリックします。

(7) 再度［ポートの追加］をクリックします。
（MFC モデルのみ）

(8) PC-FAX 用に 54926 番ポートを追加するには

下記のように入力します。

1)［名前］には、「Brother PC-Fax」のように

内容のわかるものを入力します。

2)［ポート番号］には「54926」と入力しま

す。

3)［プロトコル］は［UDP］を選択します。

［OK］をクリックします。

(9) 新しい設定が追加されたのを確認して、［OK］

をクリックします。

(10)以上の設定をしても、ネットワークスキャン
やネットワーク印刷などに問題が発生する場
合は、［例外］タブで［ファイルとプリンタの
共有］をチェックして、［OK］をクリックし

ます。

1
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3
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ネットワーク管理者の方へ

BRAdmin Light を使う

BRAdmin Light は、ブラザー製ネットワーク接続機器の初期設定用ユーティリティです。ネットワーク上のブラザー製品の

検索やステータス表示、IP アドレスなどのネットワークの基本設定ができます。

BRAdmin Light の詳細は、「ブラザーソリューションセンター」（http://solutions.brother.co.jp/）を参照してください。

■ BRAdmin Light をインストールする

［その他ソフトウエアとユーティリティ］
をクリックする

［BRAdmin Light］をクリックし、画
面の指示に従ってインストールする

［ユーザーアカウント制御］の画面が表示
されたときは、［許可］をクリックする

■ BRAdmin Light を使って IP アドレス、

サブネットマスク、ゲートウェイを設定する

BRAdmin Light を起動する

自動的に新しいデバイスの検索が開始されます。

新しいデバイスをダブルクリックする

［IP 取得方法］から［STATIC］を選
び、［IP アドレス］［サブネットマスク］
［ゲートウェイ］を入力し、［OK］をク
リックする

アドレス情報が本機に保存されました。

さらに高度なプリンタ管理が必要な場合は、最新のブラザー BRAdmin Professional ユーティリティをお使いください。
「ブラザーソリューションセンター」（http://solutions.brother.co.jp/）からダウンロードすることができます。

プリントサーバーのお買い上げ時のパスワードは、［access］
に設定されています。BRAdmin Light でパスワードを変更す

ることができます。

1

2

3

DHCP/BOOTP/RARP サーバーの場合は、次の操作で IP
アドレス、 サブネットマスク、ゲートウェイを設定する必
要はありません。プリントサーバーが自動的に IP アドレス

を取得します。

1
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http://solutions.brother.co.jp/
http://solutions.brother.co.jp/
http://solutions.brother.co.jp/
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商標について

本文中では、OS 名称を略記しています。

Windows Vista の正式名称は、Microsoft Windows Vista operating system です。 
Microsoft 、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または

商標です。

Apple 、Macintosh は、アップルコンピュータ社の商標です。

Adobe は Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。

Pentium は、Intel Corporation の登録商標です。

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

● お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保存してください。

● 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後 5 年です。

© 2007 Brother Industries, Ltd.

本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。海外での各国の通信規格に反する
場合や、海外で使用されている電源が本製品に適切でない恐れがあります。海外で本製品をご使用になりトラブルが発生
した場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、保証の対象とはなりませんのでご注意ください。

These machines are made for use in Japan only. We can not recommend using them overseas because it may
violate the Telecommunications Regulations of that country and the power requirements of your Printer may not be
compatible with the power available in foreign countries. Using Japan models overseas is at your own risk and will
void your warranty.




	Windows Vista用インストールガイド
	本書で使用されている記号
	動作環境
	目次
	STEP 1  お使いになる前に
	このマニュアルについて
	Windows Vista用CD-ROMの内容

	STEP 2  プリンタドライバをインストールする
	USBケーブルで接続する場合
	■ 本製品とパソコンを接続する （MFC-630CD、MFC-860CDN、 MFC-5860CNをお使いの場合）
	■ 本製品とパソコンを接続する （FAX-2810、DCP-7010、MFC-7420、 MFC-7820N、MFC-8660DNをお使い の場合）

	LANケーブルで接続する場合
	■ MFC-860CDN、MFC-5860CNの場合
	■ MFC-7820N、MFC-8660DNの場合


	ネットワーク管理者の方へ
	BRAdmin Lightを使う
	■ BRAdmin Lightをインストールする
	■ BRAdmin Lightを使ってIPアドレス、 サブネットマスク、ゲートウェイを設定する


	商標について


