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対応機種
本ガイドは、MFC-8950DWに対応しています。

マークについて
本文中では、マークについて、次のように表記しています。

商標について
brother のロゴはブラザー工業株式会社の登録商標です。
Google Drive は、Google の商標です。これらの商標の使用は、Google の許可の対象となります。
Windows は、米国Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標です。
Apple およびMacintosh は、Apple Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。
本ガイドに製品名が記載されている各ソフトウェアの開発会社は、著作プログラムに特定したソフトウェ
アライセンス契約を有します。
ブラザー製品および関連資料等に記載されている社名及び商品名はそれぞれ各社の商標または登録商標で
す。
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1
1クラウド接続機能 1

写真や書類のアップロードや閲覧ができるウェブサービスに、お使いのブラザー製品でスキャンした画像
をアップロードすることができます。
 

1 写真や書類

アクセス可能なウェブサービス 1

お使いのブラザー製品から以下のサービスにアクセスすることができます。
 GOOGLE DRIVE™

GOOGLE DRIVE™は、オンラインのドキュメント編集・共有サービスです。

URL: http://drive.google.com/

 EVERNOTE®

EVERNOTE® は、オンラインのドキュメント編集・共有サービスです。
URL: http://www.evernote.com/

 Dropbox

Dropbox はオンラインのファイルストレージ、共有およびファイルの同期サービスです。
URL: http://www.dropbox.com/

 SkyDrive®

SkyDrive® は、オンラインのファイルストレージ、共有および管理サービスです。
URL: http://skydrive.live.com/

 Box

Box は、オンラインのドキュメント編集・共有サービスです。
URL: http://www.box.com/

これらのサービスについて詳しくは、各サービスのウェブサイトを参照してください。
次の表は、クラウド接続機能で使用できるファイルの種類について説明しています。

はじめに 1

スキャン

ウェブサービス

1

http://drive.google.com/
http://www.evernote.com/
http://www.dropbox.com/
http://skydrive.live.com/
http://www.box.com/
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1

1 サービスが提供する E メールアドレスに E メールメッセージを送信することによって、サービスに画像をアップロードできます。

クラウド接続機能を使用するための条件 1

サービスアカウント 1

クラウド接続機能を使用するためには、利用するウェブサービスのアカウントが必要です。アカウントを
お持ちでない場合は、利用するサービスのウェブサイトにアクセスし、アカウントを作成してください。

インターネットの接続 1

クラウド接続機能を使用するためには、お使いのブラザー製品が有線または無線接続でインター ネットに
アクセスできるネットワーク環境が必要です。かんたん設置ガイドを参照して、お使いのブラザー製品を
適切に接続、設定してください。
プロキシーサーバーを使用するネットワーク環境の場合は、お使いのブラザー製品でプロキシーサーバー
の設定をする必要があります。（3ページ「プロキシーサーバーの設定」）

補足
プロキシーサーバーとは、インターネットに直接アクセスしないコンピューターに代わりインターネッ
トとの接続を行うコンピューターのことです。

 

ドライバーとソフトウェアのインストール 1

クラウド接続機能を初めてインストールするには、インターネットへのアクセスが可能でお使いのブラ
ザー製品のドライバーとソフトウェアがインストールされているコンピューターが必要です。かんたん設
置ガイドに従って、ドライバーとソフトウェアを（付属の CD-ROM から）インストールし、お使いのブ
ラザー製品の設定を行います。

使用できるサービス
GOOGLE DRIVE™/
Dropbox/SkyDrive®/

Box
EVERNOTE®

ファイルの種類 JPEG、PDF JPEG 1、PDF 1
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1
プロキシーサーバーの設定 1

ネットワークでプロキシーサーバーを使用している場合、次のプロキシーサーバーの情報を、お使いのブ
ラザー製品上で設定する必要があります。
プロキシーサーバーの情報は、ウェブブラウザー設定または BRAdmin Professional を使用して設定す
ることができます。
プロキシーサーバーのアドレス

ポート番号

ユーザー名

パスワード

ウェブブラウザー設定を使用してプロキシーサーバーを設定する 1

補足
Windows® の場合はWindows® Internet Explorer® 7.0/8.0 または Firefox 3.6 以降、Macintosh の
場合は Safari 4.0/5.0 以降をおすすめします。いずれのウェブブラウザーも、JavaScript および
Cookie を有効にして使用してください。 上記以外のウェブブラウザーを使用する場合は、HTTP1.0 と
HTTP1.1 に互換性があるかを確認してください。

 

a ウェブブラウザーを起動します。

b ウェブブラウザーのアドレス入力欄に http://XXXXX/ を入力します。 
［XXXXX］は、お使いのブラザー製品の IP アドレスです。
例）ブラザー製品の IP アドレスが 192.168.1.2 の場合 
ウェブブラウザーに http://192.168.1.2/ と入力します。

c ウェブページからネットワークタブを選択します。 
パスワードを設定している場合は、ログイン欄にパスワードを入力し  をクリックしてログインし
てください。

d プロトコルをクリックします。

e プロキシのチェックボックスにチェックが入っていることを確認し、OKをクリックします。

f プロキシの詳細設定をクリックします。

g プロキシーサーバーの情報を入力します。

h OKをクリックします。
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1
クラウド接続機能の設定（GOOGLE DRIVE™、Dropbox、
SkyDrive®、Box） 1

手順の概要 1

次の手順で設定してください。

手順 1：利用したいサービスのアカウントを作成する（uu 5 ページ）

コンピューターを使用して
サービスのウェブサイトにア
クセスし、アカウントを作成
します。（すでにアカウント
をお持ちの場合、追加のアカ
ウントを作成する必要はあり
ません。）

 

 

手順 2：クラウド接続機能の利用申請を行う（uu 5 ページ）

コンピューターを使用してブ
ラザーのクラウド接続機能
ページにアクセスし、仮登録
ID を取得する。

 

 

手順 3：お使いのブラザー製品にアカウントを登録する（uu 8 ページ）

お使いのブラザー製品でサー
ビスを利用できるように仮登
録 ID を入力します。お使い
のブラザー製品で表示したい
アカウント名を指定し、必要
に応じて PIN コードを入力し
ます。

 

 

 

ブラザー製品でウェブサービスを利用できます。

ウェブサービスアカウント作成

ユーザー登録

クラウド接続機能ページ仮登録IDの取得

アカウント情報の登録

ウェブサービス

仮登録IDの登録
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1

利用したいウェブサービスのアカウントを作成する 1

クラウド接続機能を使用してウェブサービスにアクセスするためには、利用するサービスのアカウントが
必要です。アカウントをお持ちでない場合は、コンピューターで利用したいサービスのウェブサイトにア
クセスし、アカウントを作成してください。アカウント作成後、コンピューターで一度ログインしてサー
ビスを利用してからクラウド接続機能を使用してください。
そうしないと、クラウド接続機能を使用してサービスにアクセスできない場合があります。
すでにアカウントをお持ちの場合、追加のアカウントを作成する必要はありません。
次の手順に進みます。（5ページ「クラウド接続機能の利用申請を行う」）

クラウド接続機能の利用申請を行う 1

クラウド接続機能を使用してウェブサービスが利用できるように、お使いのブラザー製品のドライバーと
ソフトウェアがインストールされているコンピューターを使用して、ブラザーのクラウド接続機能ページ
にアクセスし、クラウド接続機能の利用申請を行います。

a コンピューターの電源を入れます。

b クラウド接続機能のウェブページにアクセスします。

Windows®

すでにドライバーとソフトウェアをインストールしている場合は、スタート－すべてのプログラム
－ Brother－MFC-XXXX（XXXX はモデル名です）－ Brother Web Connectを選択します。
ウェブブラウザーが起動し、申請ページにアクセスします。

補足
ウェブブラウザーのアドレス欄に、「http://bwc.brother.com」を入力して直接アクセスすることがで
きます。

 

 Macintosh

すでにドライバーとソフトウェアをインストールしている場合は、Macintosh HD（起動ディス
ク）－ライブラリ－ Printers－ Brother－ Utilities－ Brother Web Connectをダブルク
リックします。
ウェブブラウザーが起動し、申請ページにアクセスします。

http://bwc.brother.com
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1
補足
以下の方法で直接ページにアクセスできます。
• 付属のインストーラー CD-ROM から

1 CD-ROMドライブに付属のインストーラー CD-ROM を入れます。サービスとサポートアイコ
ンをダブルクリックします。

2 Brother Web Connectアイコンをクリックします。
• ウェブブラウザーから

ウェブブラウザーのアドレス欄に、「http://bwc.brother.com」と入力します。
 

c 希望するサービスを選択します。
 

http://bwc.brother.com
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1

d 画面の指示に従って、利用申請を行います。
終了したら、仮登録 ID が表示されます。お使いのブラザー製品にアカウントを登録するときにこの
仮登録 ID が必要となりますので、ID をメモしてください。仮登録 ID は、24 時間有効です。
 

e ウェブブラウザーを閉じます。
次の手順に進みます。（8ページ「お使いのブラザー製品にアカウントを登録、削除する」）
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1

お使いのブラザー製品にアカウントを登録、削除する 1

ウェブサービスにアクセスできるようにお使いのブラザー製品にアカウント情報を入力、設定をします。

アカウントを登録する 1

a アカウントを登録する前に、お使いのブラザー製品の画面上に正しい日付と時刻およびタイムゾーン
が設定されているかを確認します。
正しい日付と時刻およびタイムゾーンの設定については uu ユーザーズガイド 応用編をご覧くださ
い。

b お使いのブラザー製品の画面上のクラウドを押します。
インターネット接続に関する情報が、お使いのブラザー製品の画面上に表示されます。情報を読み OK
を押します。
今後この情報を表示するかを尋ねるメッセージが表示されます。
はいまたはいいえを押します。

補足
新しい機能などのお知らせがある場合は、最新の情報が表示されます。内容をお読みの上、OKを押し
ます。

 

c 目的のサービスを選択します。

d クラウド接続機能に関する情報が表示された場合は、OKを押します。

e アカウントの登録／削除を押します。

f アカウント登録を押します。

g クラウド接続機能の利用申請を行ったときに受け取った仮登録ID の入力を求めるメッセージが表示さ
れます。
OKを押します。

h 仮登録 ID を入力します。
OKを押します。

i 画面に表示させたいアカウント名の入力を求めるメッセージが表示されます。
OKを押します。

j 画面に表示されているキーを使用して名前を入力します。
OKを押します。

k 次のいずれかを行います。
アカウントに PIN コードを設定する場合は、はいを押します。その後、4 桁の数字を入力し、OKを
押します。（PIN コードは、アカウントへの不正アクセスを防ぎます。）

 PIN コード設定しない場合はいいえを押します。
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1

l 入力したアカウント情報を登録するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。
登録するにははいを押してください。

再び情報を入力するにはいいえを押します。hに戻ります。

補足
入力した情報が申請時に受け取った仮登録 ID と一致しない場合、または仮登録 ID の有効期限が切れて
いる場合はエラーメッセージが表示されます。正しい仮登録 ID を入力するか、または再度申請を行い
新しい仮登録 ID を受け取ります。（5 ページ「クラウド接続機能の利用申請を行う」）

 

m アカウントの登録は完了です。
OKを押します。

n 停止 /終了を押します。

補足
最大 10 アカウントまで、お使いのブラザー製品に登録することができます。

 

アカウントを削除する 1

a お使いのブラザー製品の画面上のクラウドを押します。
インターネット接続に関する情報が表示されている場合は、OKを押します。今後この情報を表示する
かどうかを尋ねるメッセージが表示されます。はいまたはいいえを押します。

b 目的のサービスを選択します。

c アカウントの登録／削除を押します。

d アカウント削除を押します。

e 削除したいアカウントを押します。
選択したアカウントは、チェックマークで示されます。

f OKを押します。

g 削除するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。
削除するには、はいを押します。

h アカウント削除は完了です。
OKを押します。

i 停止 /終了を押します。
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1
クラウド接続機能の設定（EVERNOTE®） 1

手順の概要 1

次の手順で設定してください。

手順 1：EVERNOTE® のアカウントを作成する（uu 11 ページ）

コンピューターを使用して
サービスのウェブサイトにア
クセスし、アカウントを作成
します。（すでにアカウント
をお持ちの場合、追加のアカ
ウントを作成する必要はあり
ません。）

 

 

手順 2：お使いのブラザー製品にアカウントを登録する（uu 11 ページ）

E メール情報をお使いのブラ
ザー製品に入力します。お使
いのブラザー製品で表示した
いアカウント名を指定し、必
要に応じて PIN コードを入力
します。

 

 

 

ブラザー製品でウェブサービスを利用できます。

ウェブサービスアカウント作成

ユーザー登録

ウェブサービス

E メール情報の登録
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1

EVERNOTE® のアカウントを作成する 1

クラウド接続機能を使用してウェブサービスにアクセスするためには、そのサービスのアカウントを持っ
ている必要があります。EVERNOTE® のアカウントをお持ちでない場合は、コンピューターを使用して
EVERNOTE® のウェブサイトにアクセスし、アカウントを作成してください。アカウント作成後、コン
ピューターで一度ログインしてサービスを利用してからクラウド接続機能を使用してください。そうしな
いと、クラウド接続機能を使用してサービスにアクセスできない場合があります。
すでにアカウントをお持ちの場合、追加のアカウントを作成する必要はありません。
次の手順に進みます。（11 ページ「お使いのブラザー製品にアカウントを登録、削除する」）

お使いのブラザー製品にアカウントを登録、削除する 1

EVERNOTE® にアクセスできるようにお使いのブラザー製品にアカウント情報を入力、設定をします。
お使いのブラザー製品では、E メールを使用して EVERNOTE® と通信することができます。
EVERNOTE® の各機能を使うためには、ブラザー製品から E メールを送信できるよう設定が必要です。
E メールの設定は、本製品の操作パネル、ウェブブラウザー設定、または BRAdmin Professional を使
用して設定することができます。インターネットサービスプロバイダーによっては、EVERNOTE® と通
信する前に SSL を設定する必要があります。詳しくは uu ユーザーズガイド ネットワーク編をご覧くだ
さい。

アカウントを登録する 1

a お使いのブラザー製品の画面上のクラウドを押します。
インターネット接続に関する情報が表示されている場合は、OKを押します。今後この情報を表示する
かどうかを尋ねるメッセージが表示されます。はいまたはいいえを押します。

補足
新しい機能などのお知らせがある場合は、最新の情報が表示されます。内容をお読みの上、OKを押し
ます。

 

b EVERNOTE(R)を選択します。
アカウント情報の確認を促すメッセージが表示された場合は、 OK を押します。

c アカウントの登録／削除を押します。
Eメールの設定を促すメッセージが表示された場合は、OK を押します。E メールの設定は、本製品の
操作パネル、ウェブブラウザー設定、または BRAdmin Professional を使用して設定することがで
きます。詳しくは uu ユーザーズガイド ネットワーク編をご覧ください。

d アカウント登録を押します。

e 送信先 E メールアドレスの入力を求めるメッセージが表示されます。
OKを押します。

f 送信先の E メールアドレスを入力します。
OKを押します。
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1

g 画面に表示させたいアカウント名の入力を求めるメッセージが表示されます。
OKを押します。

h 画面に表示されているキーを使用して名前を入力し、OKを押します。

i 次のいずれかを行います。
アカウントに PIN コードを設定する場合は、はいを押します。その後、4 桁の数字を入力 し、OK

を押します。 （PIN コードは、アカウントへの不正アクセスを防ぎます。）
 PIN コード設定しない場合は、いいえを押します。

j 入力したアカウント情報を登録するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。
登録するにははいを押してください。

再び情報を入力するにはいいえを押します。fに戻ります。

k アカウントの登録は完了です。
OKを押します。

l 停止 /終了を押します。

補足
最大 10 アカウントまで、お使いのブラザー製品に登録することができます。

 

アカウントを削除する 1

a お使いのブラザー製品の画面上のクラウドを押します。
インターネット接続に関する情報が表示されている場合は、OKを押します。今後この情報を表示する
かどうかを尋ねるメッセージが表示されます。はいまたはいいえを押します。

補足
新しい機能などのお知らせがある場合は、最新の情報が表示されます。内容をお読みの上、OKを押し
ます。

 

b EVERNOTE(R)を選択します。

c アカウントの登録／削除を押します。

d アカウント削除を押します。

e 削除したいアカウントを押します。選択したアカウントは、チェックマークで示されます。

f OKを押します。

g 削除するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。
削除するには、はいを押します。

h アカウント削除は完了です。
OKを押してください。

i 停止 /終了を押します。
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はじめに 

1

送信先 E メールアドレスを編集する 1

a お使いのブラザー製品の画面上のクラウドを押します。
インターネット接続に関する情報が表示されている場合は、OKを押します。今後この情報を表示する
かどうかを尋ねるメッセージが表示されます。はいまたはいいえを押します。

補足
新しい機能などのお知らせがある場合は、最新の情報が表示されます。内容をお読みの上、OKを押し
ます。

 

b EVERNOTE(R)を選択します。

c アカウントの登録／削除を押します。

d 送信先 E メールアドレスの編集を押します。

e 編集したい送信先 E メールアドレスが登録されているアカウントを選択するように求めるメッセージ
が表示されます。
OKを押してください。

f アカウントを選択します。

g PIN コード入力画面が表示された場合は、4 桁の PIN コード入力し、OKを押します。

h 送信先の E メールアドレスを編集し、OKを押します。

i 編集内容を確認するメッセージが表示されます。
はいを押してください。

j E メールアドレスの編集は完了です。
OKを押します。

k 停止 /終了を押します。
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2

2
原稿をスキャンしてアップロードする 2

スキャンした写真や画像をコンピューターを使用せずにウェブサービスに直接アップロードすることがで
きます。
サービスと対応している機能について詳しくは、1ページ「アクセス可能なウェブサービス」をご覧くだ
さい。

GOOGLE DRIVE™、Dropbox、SkyDrive®、Box 2

a 原稿をセットします。

b お使いのブラザー製品の画面上のクラウドを押します。
インターネット接続に関する情報が表示されている場合は、OKを押します。今後この情報を表示する
かどうかを尋ねるメッセージが表示されます。はいまたはいいえを押します。

補足
新しい機能などのお知らせがある場合は、最新の情報が表示されます。内容をお読みの上、OKを押し
ます。

 

c 目的のサービスを選択します。

d a / bを押してあなたのアカウント名を表示させ、表示させたアカウント名を押します。

e PIN コード入力画面が表示された場合は、4 桁の PIN コード入力し、OKを押します。

f ファイル形式を選択します。

補足
JPEG ファイルをスキャンしてアップロードする場合、モノクロスキャンは利用できず、 各ページが
別々のファイルとしてアップロードされます。

 

g スキャン設定画面が表示されます。
設定を変更する場合は、原稿の読み取り設定をしてください。(17 ページ「原稿の読み取り設定を
する」) 
設定変更後、OKを押し、hに進みます。

設定を変更しない場合は、OKを押してください。

アップロード 2
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アップロード 

2

h スタートを押します。
ADF に原稿をセットした場合、原稿をスキャンしてアップロードを開始します。
原稿台ガラスを使用している場合は、iに進みます。

i 次の原稿はありますか？と表示されたら、次のいずれかを実行します。
スキャンする原稿がない場合、いいえを押してください。

お使いのブラザー製品は、画像のアップロードを開始します。
さらにスキャンする原稿がある場合、はいを押し、jに進みます。

j 原稿台ガラスに次の原稿を置きます。
スタートを押します。
お使いのブラザー製品はスキャンを開始します。（追加する原稿ごとにiとjを繰り返します。）

k 停止 /終了を押します。

補足
• アップロードされた画像は、「From_BrotherMFC」というフォルダに保存されます。

• アップロードできるデータのサイズや数などの制約については、各サービスのウェブサイトを参照して
ください。
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アップロード 

2

EVERNOTE® 2

a 原稿をセットします。

b お使いのブラザー製品の画面上のクラウドを押します。
インターネット接続に関する情報が表示されている場合は、OKを押します。今後この情報を表示する
かどうかを尋ねるメッセージが表示されます。はいまたはいいえを押します。

補足
新しい機能などのお知らせがある場合は、最新の情報が表示されます。内容をお読みの上、OKを押し
ます。

 

c EVERNOTE(R)を選択します。

d a / bを押してあなたのアカウント名を表示させ、表示させたアカウント名を押します。

e PIN コード入力画面が表示された場合は、4 桁の PIN コード入力し、OKを押します。

f 画像のファイル形式を選択します。画像は、指定されたファイル形式でスキャンされ、サービスに
アップロードされます。

補足
JPEG ファイルをスキャンしてアップロードする場合、モノクロスキャンは利用できず、各ページが
別々のファイルとしてアップロードされます。

 

g スキャン設定画面が表示されます。
設定を変更する場合は、原稿の読み取り設定をしてください。(17 ページ「原稿の読み取り設定を
する」) 
設定変更後、OKを押し、hに進みます。

設定を変更しない場合は、OKを押してください。

h 画面に表示されているボタンを使用して E メールの件名を入力し、OKを押します。 データは、Eメール
の件名をコンテンツ名としてアップロードされます。

i スタートを押します。
ADF に原稿をセットした場合、原稿をスキャンしてアップロードを開始します。
原稿台グラスを使用している場合は、jに進みます。

j 次の原稿はありますか？と表示されたら、次のいずれかを実行します。
スキャンする原稿がない場合、いいえを押してください。

お使いのブラザー製品は、画像のアップロードを開始します。
さらにスキャンする原稿がある場合、はいを押し、kに進みます。

k 原稿台ガラスに次の原稿を置きます。
スタートを押します。
お使いのブラザー製品はスキャンを開始します。（追加する原稿ごとにjとkを繰り返します。）
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アップロード 

2

l 停止 /終了を押します。

補足
アップロードできるデータのサイズや数などの制約については、EVERNOTE®のウェブサイトを参照
してください。

 

原稿の読み取り設定をする 2

必要に応じて原稿の読み取り設定を変更することができます。アップロードする原稿をスキャンする前
に、スキャン設定画面が表示されます。

スキャン画質 2

a スキャン設定画面で、スキャン画質を押します。

b スキャン画質 カラー 100 dpi、カラー 200 dpi、カラー 300 dpi、カラー 600 dpi、カラー 自動、
グレー 100 dpi、グレー 200 dpi、グレー 300 dpi、グレー 自動、モノクロ 300 dpi、
モノクロ 200 dpi、またはモノクロ 200x100dpiを押します。

c 他の設定を変更したくない場合は、OKを押します。

補足
JPEG ファイルをスキャンしてアップロードする場合、モノクロスキャンは利用できません。また、各
ページが別々のファイルとしてそれぞれアップロードされます。

 

原稿台スキャンサイズ 2

a スキャン設定画面で、ガラス面読取サイズを押します。

b 読取サイズ A4、Letter、またはリーガル / フォリオを押します。

c 他の設定を変更したくない場合は、OKを押します。

補足
原稿台ガラスからスキャンする場合のみ有効です。

 

ファイルサイズ 2

a スキャン設定画面で、ファイルサイズを押します。

b ファイルサイズ 小、中、または大を押します。

c 他の設定を変更したくない場合は、OKを押します。

補足
スキャン画質でカラーまたはグレーを選択した場合のみ有効です。
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アップロード 

2

両面スキャン 2

a スキャン設定画面で、両面スキャンを押します。

b 長辺綴じ原稿、短辺綴じ原稿、またはオフを押します。

c 他の設定を変更したくない場合は、OKを押します。

補足
自動両面スキャンをするときは、ADF（自動原稿送り装置）に原稿をセットしてください。原稿台ガ
ラスから、自動両面スキャンをすることはできません。お買い上げ時の設定は、オフです。
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A

A

エラーメッセージ A

異常が発生した場合は、エラーメッセージとともに対処方法が表示されます。表示された対処方法や以下
の処置を行ってもエラーが解決しないときは、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター 
http://solutions.brother.co.jp/）をご覧ください。

困ったときは A

エラーメッセージ 原因 対処
ネットワークに接続されていません　
ネットワークの接続状況を確認してく
ださい

お使いのブラザー製品がネットワー
クに接続されていません。

 ネットワーク接続が良好であるこ
とを確認します。

 お使いのブラザー製品の電源を投
入した後に、すぐにクラウドを押
した場合、ネットワーク接続がま
だ確立されていない可能性があり
ます。少し待ってから再度実行し
てください。

サーバーへの接続に失敗しました　
ネットワーク設定を確認してくださ
い

ネットワークやサーバーの設定が間
違っています。

ネットワークまたはサーバーに問題
があります。

 ネットワーク設定が正しいことを
確認、または少し待ってから後で
再試行してください。

 お使いのブラザー製品の電源を投
入した後に、すぐにクラウドを押
した場合、ネットワーク接続がま
だ確立されていない可能性があり
ます。少し待ってから再度実行し
てください。

サーバーへの接続に失敗しました　
時刻設定が正しくありません

日付と時刻の設定が間違っています。 日付と時刻を正しく設定します。お
使いのブラザー製品の電源コードが
抜かれた場合、日付と時刻にずれが
生じる可能性があります。

サービスへの認証情報が無効です　
仮登録 ID の再発行とアカウントの
再登録を行ってください

サービスにアクセスするために必要
な、マシンに保存されている認証情
報の有効期限が切れているか、また
は無効です。

再度クラウド接続機能の利用申請を
行い、新たに仮登録 ID を取得しま
す。 そして、新しい仮登録 ID を使っ
てお使いのブラザー製品にアカウン
トを登録してください。（5 ページ
「クラウド接続機能の利用申請を行
う」、8 ページ「お使いのブラザー製
品にアカウントを登録、削除する」）

サービスが対応していないファイル
の、アップロードに失敗しました　
未対応のファイルもしくは画像が壊
れています　
ファイル情報を確認してください

アップロードしようとしているファ
イルに次のような問題があります。

 ファイルの画素数、ファイルサイ
ズなどがサービスの制限を超えて
いる。

 ファイル形式が非対応。

 ファイルが破損している。

このファイルは使えません。

http://solutions.brother.co.jp/
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困ったときは 

A

サービスが一時的に利用できません　
時間をおいて再試行してください

サービスに問題があり、現在使用で
きません。

少し待ってから再度実行してくださ
い。サービスが利用可能かどうかを
確認するためにコンピューターから
サービスにアクセスしてみてくださ
い。

PIN コードが正しくありません　
正しい PIN を入力してください

入力した PIN コードが間違っていま
す。PIN コードは、お使いのブラ
ザー製品にアカウントを登録する際
に入力した 4 桁の数字です。

正しい PIN コードを入力してくださ
い。

仮登録 ID が間違っているか、発行
された仮登録 ID がすでに失効してい
ます　または、一度使用した仮登録
ID は使用できません　
正しい仮登録 ID を入力するか、仮
登録 ID の再発行を行ってください
仮登録 ID の有効期限は発行から
24 時間です

入力された仮登録 ID が正しくありま
せん。

正しい仮登録 ID を入力してくださ
い。

入力された仮登録 ID の期限が切れて
います。仮登録 ID は、24 時間有効
です。

再度クラウド接続機能の利用申請を 
行い、新たに仮登録 ID を取得しま 
す。そして、新しい仮登録 ID を 
使ってお使いのブラザー製品にアカ 
ウントを登録してください。（5ペー
ジ「クラウド接続機能の利用申請を
行う」、8 ページ「お使いのブラザー
製品にアカウントを登録、削除す
る」）

表示名がすでに登録されています　
異なる表示名を登録してください

表示名として入力した名前がすでに
登録されています。

別の表示名を入力してください。

アカウントがこれ以上登録できません　
不要なアカウントを削除してからアカウ
ント登録をしてください

アカウントの最大数（10）がすでに
登録されています。

不要なアカウントを削除した後、再
度実行してください。

エラーメッセージ 原因 対処
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