
安全にお使いいただくために

本書は、なくさないように注意し、いつでも手に取ってみる
ことができるようにしてください。

設置・接続する

オンラインユーザー登録をお勧めします。 

ご登録いただくと、製品をより快適にご使用いただくための情報をいち
早くお届けします。

https://myportal.brother.co.jp/
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本製品を開梱して、付属品を確認
する。

ACアダプターを接続する。

接続の方法を選ぶ。
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その他のソフトウェアをインストールする
＞P.28
原稿をスキャンしてパソコンに保存する
（PDF形式）
＞P.30

かんたん設置ガイド

ADS-1000W
ADS-1500W
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より詳しい操作方法/困ったときは
ブラザーのサポートサイト
にアクセスして、最新の情報を調べる
http://solutions.brother.co.jp/

1 サポート  ブラザー

下記のユーザーズガイドは、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。あわせてご覧ください。

・ユーザーズガイド
・ユーザーズガイド　ネットワーク編

はじめにお読みください
本製品を使用するには、本製品を設置し、お使いのコン
ピューターにドライバーとソフトウェアをインストールす
る必要があります。正しいセットアップを行うために、この
「かんたん設置ガイド」を必ずお読みください。

JPN Version 0

http://solutions.brother.co.jp/
http://solutions.brother.co.jp/
https://myportal.brother.co.jp/


2

安全にお使いいだくために

このたびはブラザー製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社では、信頼性の高い
製品を提供するために、設計と製造に日々取り組んでおります。

本書のみかた
凡例

表示アイコンの説明
本書で使用している絵文字の意味は次のとおりです。

・取扱説明書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、ブラザーコー
ルセンター（お客様相談窓口）へご連絡ください。
・本書には、お客様がお買い上げの製品に該当しない記述が含まれている可能性があります。あらかじめご了
承ください。
・本製品の故障、誤動作、不具合によって原稿が破損したり、停電の場合に原稿のデータが消失したり、停電
による誤動作によって原稿が破損したために生じた損害などの一切の損害（純粋経済損害を含む）につきま
しては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
・本書はなくさないように注意し、いつでも手に取ってみることができるようにしてください。

「してはいけないこと」を示し
ています。

「分解してはいけないこと」を
示しています。

「しなければいけないこと」を
示しています。

「可燃性スプレーを使用してはいけな
いこと」を示しています。

「火気に近づけてはいけないこ
と」を示しています。

「感電の危険があること」を示
しています。

「電源プラグを抜くこと」を示
しています。

「指をはさむ危険があること」
を示しています。

「アルコールなどの有機溶剤や液
体を使用してはいけないこと」
を示しています。

「火災の危険があること」を示
しています。 「水ぬれ禁止」を示しています。

このたびは本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
この安全ガイドには、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいた
だくために、守っていただきたい事項を記載しています。
その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示して
います。

注意 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性がある内容を示しています。

重要 この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、物的損害の可能性がある内容を示しています。

お願い ご使用していただく上での注意事項、制限事項などの内容を示します。



3

安全にお使いいただくために

電源や機器の配線について

火災や感電、やけどの原因になり、死亡あるいは重傷を負う可能性があります。

警 告

濡れた手で電源コードや AC
アダプターを抜き差ししない
でください。感電の原因にな
ります。

電源は AC100V,50Hz または
60Hz でご使用ください。
・DC 電源またはインバーター
（DC-AC 変換装置）を接続しての
ご使用は絶対におやめください。
火災、感電の原因になります。本
製品を接続するコンセントが AC
電源または DC 電源のどちらかわ
からないときは、電気工事士資格
をお持ちの方にご相談ください。

電源コードや AC アダプターを抜
くときは、コードを引っ張らずに
プラグを持って引き抜いてくださ
い。火災や感電、故障の原因とな
ります。
電源コードや AC アダプターはプ
ラグを持ち、根元まで確実に差し
込んで下さい。火災や感電、故障
の原因となります。

電源コードや AC アダプターを破損するような以下のことを
しないでください。火災や感電、故障の原因となります。
　・加工する　・無理に曲げる　・高温部に近づける
　・引っ張る　・ねじる　・たばねる
　・重いものをのせる　・挟み込む　・金属部にかける
　・折り曲げをくりかえす　・壁に押しつける

本製品の電源コードや AC アダプターに液体、金具を落とさ
ないでください。火災や感電、故障の原因となります。

傷んだ電源コードや AC アダプター、またゆるんだコンセン
トは使用しないでください。火災や感電、故障の原因となり
ます。

電源プラグは定期的にコンセントから抜いて、刃の根元、お
よび刃と刃の間を乾いた布で清掃してください。電源プラグ
を長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグ
の刃の根元にほこりが付着し、ショートして火災になるおそ
れがあります。

延長コードを使用しないでください。火災や感電、故障の原因
となります。

本製品を電源コードや AC アダプターの上にのせないでくだ
さい。火災や故障の原因となります。

たこ足配線はしないでください。火災や感電、故障の原因とな
ります。

本製品を清掃するときは、必ずコンセントから電源コードを
抜いてください。火災や感電、故障の原因となります。

本製品および接続されているケーブル類に有機溶剤（ベンジ
ン・シンナー・除光液・芳香剤など）を付着させないでくださ
い。変形・溶解して、感電や火災の危険性があります。
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故障や変形、やけど、けがの原因となります。

同梱されている電源コードおよび ACアダプターは、本製品専
用です。本製品以外には使用しないでください。
また、同梱品以外の電源コードおよび ACアダプターを本製品
に使用しないでください。火災や感電、故障の原因となります。

各種ケーブルや（オプション）を取り付ける際は、指定以外
のものは使用しないでください。火災やけがをするおそれが
あります。かんたん設置ガイドの指示に従って、正しく取り
付けてください。

雷のときは、本製品にさわらないでください。感電の原因になります。

注 意

本製品の電源を完全に切るためにはコンセントから電源コー
ドを抜かなければいけません。
緊急時に容易にアクセスできるように本製品はコンセントの
近くに設置してください。

いつでも電源コードが抜けるように、電源コードの周りには物
を置かないでください。非常時に電源コードが抜けなくなりま
す。

お願い

電源コンセントの共用にはご注意ください。
コピー機などの高電力機器や携帯電話の充電器と同じ電源コンセントは避けてください。ノイズが発生したり、本製品の操作に不
具合を生ずることがあります。
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このような場所に置かないで

以下の場所には設置しないでください。故障や変形の原因となるほか、火災、感電、やけどの原因となり、死亡あるいは重
症を負う可能性があります。

故障や変形、やけど、けがの原因となります。

警 告

火気や熱器具、揮発性可燃物の近くに設置しないでください。
火災や感電、故障の原因となります。

医療用電気機器の近くでは使用しないでください。本製品か
らの電波が医療用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤動
作による事故の原因となります。

水のかかる場所（台所、風呂場や加湿器の近くなど）や、湿
度の高い場所には設置しないでください。漏電による感電、火
災の原因となります。

本製品に悪影響を与えるため、以下のような場所には設置しないでください。性能が劣化したり、異常発熱を起こし、火災や感電
の危険性があります。
　・温度の高くなる場所
　・暖房器具やヒーターなどの近くまたはその上
　・直射日光が当たる場所
　・風通しの悪い場所
　・じゅうたんやカーペットの上
　・カーテンの近く
　・ほこりや鉄粉などの多い場所
　・水まわりなど湿気の多い場所
　・調理台近くなど油飛びや湯気の当たる場所
　・テレビ、スピーカーなど磁気を発生する機器の近く
　・無線機など電磁波を発生する機器の近く

急激な温度変化や湿度変化がある場所や結露の発生する場所
には設置しないでください。漏電による感電火災や故障の原
因となります。
本製品をお使いいただける環境の範囲は次のとおりです。
温度：5 ～ 35 ℃
湿度：20～80％

注 意

ぐらついた台の上や傾いた所などの不安定な場所、振動の多い場所に設置しないでください。落ちたり、倒れたりして、けがや故
障の原因になることがあります。

お願い

アームを伸ばしても十分なスペースを確保し、本製品のどの部分も机から突き出さないように設置してください。
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もしもこんなときには

下記の状況でそのまま使用すると火災や感電、やけどの原因となり、死亡あるいは重症を負う可能性があります。必ず電源
コードをコンセントから抜いてください。

故障や変形の原因となります。

警 告

異常な音がしたり、煙が出たり、熱が出たり、異臭がした場合
は、すぐに電源コードをコンセントから抜いて、ブラザーコー
ルセンター（お客様相談窓口）にご相談ください。そのままご
使用になると、火災や感電の原因となります。また、お客様に
よる修理は危険ですから絶対におやめください。

本製品を落としたり、破損した場合は、すぐに電源コードを
コンセントから抜いて、ブラザーコールセンター（お客様相
談窓口）にご相談ください。そのままご使用になると、火災
や感電の原因となります。

本製品に金属や液体が入らないように、製品の上や上方に、下記のものを置かないでください。火災や感電、故障の原因になります。
もし、誤って入った場合は、電源コードを抜いてから、ブラザーコールセンター（お客様相談窓口）にご相談ください。
　・クリップやホチキス針などの金属
　・ネックレスや指輪などの貴金属
　・コップ、花瓶、植木鉢などの液体が入った容器
　・ペットの尿

重要

取扱説明書の手順通りに操作しても本製品が正常に動作しないときは、電源コードをコンセントから抜いてください。

お願い

電波障害時の対処
本製品の近くに置いたラジオに雑音が入ったり、テレビ画面にちらつきやゆがみが発生したり、コードレス電話の子機で通話でき
なくなる場合があります。その場合は電源コードをコンセントから一度抜いてください。電源コードを抜くことにより、ラジオや
テレビなどが正常な状態に回復するようでしたら、次のような方法を試みてください。
　・製品をテレビから遠ざける
　・製品またはテレビなどの向きを変える
　・製品をコードレス電話の親機から遠ざける
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その他のご注意

故障や火災、感電、やけど、けがの原因となり、死亡あるいは重症を負う可能性があります。

故障や変形、やけど、けがの原因となります。

警 告

分解、改造はしないでください
修理などはお買い上げの販売店またはブラザーコールセン
ター（お客様相談窓口）にご相談ください。火災、感電の原因
となります。

本製品を清掃する際、可燃性のスプレーなどは使用しないで
ください。また、近くでのご使用もおやめください。火災、感
電の原因となります。
可燃性スプレーの例
　・ほこり除去スプレー
　・殺虫スプレー
　・アルコールを含む除菌、消臭スプレーなど
　・アルコールなどの有機溶剤や液体
製品の掃除のしかたは、ユーザーズガイドをお読みください。

火気を近づけないでください。
火災や感電、故障の原因となります。

本製品を梱包していたビニール袋などは、子供の手の届かないところに保管してください。誤ってかぶると窒息のおそれがありま
す。

注 意

小さなお子様が本機の可動部や開口部へ指を入れないよう、ご注意ください。

指などをはさまないでください。けがの原因となります。
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トップカバーを持って、本製品を運ばないでください。すべり落ちる可能性があります。本製品を運ぶときは、必ず両側下部分を
しっかりと持って運んでください。

本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。
特に、子供のいる家庭ではご注意ください。倒れたり壊れたり
して、けがをするおそれがあります。

動作中に電源コードおよびACアダプターを抜いたり、開閉
部を開けたりしないでください。

本製品を操作する時は、衣服の袖やネクタイ、髪の毛、装飾品などが巻き込まれないようにご注意ください。本製品に巻き込まれ
て、けがの原因となることがあります。万一、巻き込まれた場合は、直ちに電源コードを抜いて、本製品を停止してください。

本製品の突出部にはご注意ください。けがをするおそれがあります。
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故障や変形の原因となります。

重要

同梱品、指定の別売部品以外は使用しないでください。長期間不在にするときは、安全のため電源コードおよびACア
ダプターを電源から抜いてください。

落下させたり、衝撃を与えないでください。
国内のみでご使用ください。
海外ではご使用になれません。

・本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
・万一、本製品から移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、混信
回避のため設置場所を変えるなどして互いに干渉が起きないようにしてください。

本体内部の分離片周辺をさわる場合は、けがをしないようにご注意ください。

お願い

本製品に貼られているラベル類（操作を示したり、製品番号が記載されたラベル）ははがさないでください。
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使用上のご注意
読み取り画像の原稿再現性について
本製品を使用して原稿を読み取った後で、当該スキャンデータがお客様の必要とする精度・品質を満たしていること
（サイズの正確さ、情報量、忠実度、色調等における原稿の再現性）をご確認ください。
また、読み取り後の原稿は、当該原稿を読み取ってつくられたスキャンデータをお客様ご自身で必ず確認してから破棄
してください。
原稿を読み取ってつくられるスキャンデータの一部に欠落や損失が起こることがありますので、ユーザーズガイドに
従って、以下の点にご注意ください。

● 原稿の状態によっては、原稿の読み取り時にかすれ、ゆがみ、よごれ、欠けなどが発生して、原稿を読み取ってつ
くられるスキャンデータの一部または全部が欠落することがあります。
⇒原稿にシワ・折れ、穴あきなどがないことをご確認ください。

● 本体内部がよごれた状態で読み取りを行うと、原稿の読み取り時にかすれ、ゆがみ、よごれ、欠けなどが発生して、
原稿を読み取ってつくられるスキャンデータの一部または全部が欠落することがあります。
 ⇒本体内部をこまめに清掃してください。

● 読み取り設定（原稿サイズ・解像度・色（または色数）・両面／片面の選択や、傾き補正・白紙除去など）によって
は、原稿が以下のように読み取られることがあります。
・解像度不足で文字が不鮮明となる
・カラー原稿の読み取り画像が白黒となる
・両面原稿の片面しか読み取られない
・画像の一部が欠ける、またはサイズが縮小される
・原稿の途中以降のスキャンデータが欠落する
・白紙ページが削除されない、または必要ページまで削除される
・スキャンデータの縁に余白が付加される
詳しくは、ユーザーズガイドの、読み取り設定に関する各項目をご覧ください。

● 原稿の状態（シワ、折れ、穴あきなど）、または消耗品の状態により、複数枚の原稿を同時に送る重送が発生し、原
稿を読み取ってつくられるスキャンデータにページ抜けが発生することがあります。
⇒原稿にシワ・折れ、穴あきなどがないことをご確認ください。
⇒消耗品は定期的に交換してください。

● 所定外の原稿の場合、または所定内の原稿であってもその状態（シワ、折れ、穴あきなど）や本製品内の紙送り機
構・消耗品の状態により原稿づまりが発生することがあります。この場合、原稿を読み取ってつくられるスキャン
データの一部または全部が欠落することがあります。（原稿づまりにより原稿を損傷することがあります。）
詳しくは、ユーザーズガイドの「スキャンできる原稿」をご覧ください。

● 蛍光マーカーを使用した原稿の場合、マーカー色や濃度により色を読み取れない、または色調が忠実に再現されな
いことがあります。
詳しくは、ユーザーズガイドの、読み取り設定に関する各項目をご覧ください。

スキャンに関するご注意
スキャンを行うときは、以下の点にご注意ください。

● 法律で禁止されているもの（絶対にスキャンしないでください）
・紙幣、貨幣、政府発行有価証券、国債証券、地方証券
・外国で流通する紙幣、貨幣、証券類
・未使用の郵便切手やはがき
・政府発行の印紙、および酒税法や物品税法で規定されている証券

● 著作権のあるもの
・著作権の対象となっている著作物を、個人的に限られた範囲内で使用する以外の目的でスキャンすることは、禁止
されています

● その他注意を要するもの
・民間発行の有価証券（株券、手形、小切手）、定期券、回数券
・政府発行のパスポート、身分証明書、通行券、食券などの切符類など
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規格について

VCCI 規格
この製品は、クラスB 情報技術装置です。この機器は、家庭環境で使用することを目的としていますが、製品がラジオ
やテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。                                                                                 VCCI-B

電源高調波
JIS C 61000-3-2 適合品
この製品は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しています。

無線LANご使用時のご注意
この製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されてい
る移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されて
います。
1. 製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認して
ください。

2. 万一、製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、使用周波数を変更するた
め、速やかに無線 LANの使用チャンネルか内線用の通信チャンネルを変更するか、または電波の発射を停止した上、
お客様相談窓口へお問い合わせください。

3. その他、製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが
起きたときは、お客様相談窓口へお問い合わせください。

無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意
･ 無線 LAN では、ネットワークケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコンなどと無線アクセスポイント
間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由に LAN接続が可能であるという利点があります。
･ その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など）を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設
定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。
通信内容を盗み見られる
悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、
･ ID やパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報
･メールの内容
などの通信内容を盗み見られる可能性があります。
不正に侵入される
悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、
･個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩）
･特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし）
･傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん）
･コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊）
などの行為をされてしまう可能性があります。

･ 本来、無線 LAN カードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持って
いますので、無線 LAN 製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能
性は少なくなります。
･ セキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を十分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュ
リティに関する設定を行い、製品を使用することをおすすめします。

電波の種類と干渉距離

「2.4」：2.4GHz 帯を使用する無線設備を表す。
「DS」：変調方式がDS-SS 方式であることを表す。（IEEE802.11b のとき）
「OF」：変調方式がOFDM 方式であることを表す。（IEEE802.11g/n のとき）
「4」 ：想定される与干渉距離が 40m 以下であることを表す。
「---」 ：全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。

無線モジュール内蔵について
この製品は、日本の電波法に基づき認証された無線モジュールを搭載しております。
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商標と著作権について
商標
Brother のロゴは、ブラザー工業株式会社の登録商標です。
Windows Vista は、米国Microsoft Corporation の米国、日本および /またはその他の国における登録商標または商標です。
Microsoft、Windows、Windows Server、Outlook および Internet Explorer は、米国Microsoft Corporation の米国、日本および
/またはその他の国における登録商標または商標です。
Apple、Macintosh、Mac OS、Safari は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。
Nuance、Nuance のロゴは、Nuance Communications, Inc. および米国および /またはその他の国における Nuance 所有法人の商標
または登録商標です。
AOSS は株式会社バッファローの商標です。
WPA、WPA2 は、Wi-Fi Alliance 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。
Wi-Fi、Wi-Fi Alliance は、Wi-Fi Alliance の登録商標です。
AMD は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。
Linux は、Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における登録商標です。
本書に記載されているソフトウェアは、その開発会社がソフトウェア使用許諾契約を所有しています。
ブラザー製品および関連資料等に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
編集および出版について
本書は、ブラザー工業株式会社の監修のもとで編集および出版、新製品の説明と仕様を記載しています。
本書の内容および仕様は予告なく変更されることがあります。
ブラザー工業株式会社は、本書に掲載された資料を予告なく変更する権利を有します。また提示されている資料に依拠したため生じた損害
（間接的損害を含む）に対しては、出版物に含まれる誤植その他の誤りを含め、一切の責任を負いません。
著作権およびライセンスについて
©2013 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.
本製品には、下記のベンダーが開発したソフトウェアが含まれています。
©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC.
©2008 Devicescape Software, Inc.
本製品には、図研エルミック株式会社が開発したソフトウェア「KASAGO TCP/IP」が含まれています。

その他
Windows® XP の正式名称は、Microsoft® Windows® XP Professional operating system および Microsoft® Windows® XP
Home Edition operating system です。
Windows Vista®の正式名称は、Microsoft® Windows Vista® operating systemです。
Windows® 7 の正式名称は、Microsoft® Windows® 7 operating system です。
Windows® 8 の正式名称は、Microsoft® Windows® 8 operating system です。
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設置・接続する
設
置
･接

続

1 本製品を開梱して、付属品を確認する

お使いのモデルのユーザーズガイド 基本編とユーザーズガイド ネットワーク編は、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。お使いのパソコンに DVD-ROM
ドライブがない場合や、付属の DVD-ROM がお使いの OS のドライバーに適していない場合、または取扱説明

書やユーティリティソフトウェアのダウンロードを希望される場合は、ブラザーソリューションセンター
（http://solutions.brother.co.jp/）から、お使いのモデルのページをご覧ください。DVD-ROM に収録されている

アプリケーションの一部は、ダウンロードでは入手できない場合があります。

警告

• 本製品はビニール袋で梱包されています。窒息の危険を防ぐため、このビニール袋は、子供の手の届かない
所に保管してください。このビニール袋を、ベビーベッド、ベッド、ベビーカーまたはベビーサークルで使
用しないでください。この袋は、おもちゃではありません。

• 本製品に付属の AC アダプター以外は、使用しないでください。

a 本製品の梱包および画面・操作パネルの保護に使用されている包装フィルムや保護テープを取り外します。

b すべての付属品が揃っていることを確認します。

メモ

本書では、特に断りがない限り、ADS-1500W のイラストを使用しています。

本体

ドライバー＆ソフトウェア DVD-ROM USB ケーブル ( ミニ USB)

AC アダプター かんたん設置ガイド（本書）

メモ

• 本製品を輸送するときのために、お買い上げ時の梱包材を保管しておいてください。

• 本製品とパソコンを接続する場合は、付属の USB ケーブルをお使いください。

http://solutions.brother.co.jp/
http://solutions.brother.co.jp/
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2 AC アダプターを接続する

a AC アダプターを接続します。

b トップカバー a を開き、トップカバーのふ
た b のふたを、カチッと音がするまでしっか
りと押します。

重要
USB ケーブルは、まだ接続しないでください。

2

1
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置
･接

続

3 接続の方法を選ぶ

以下は、Windows® XP Home、XP Professional、Windows Vista®、Windows® 7、Windows® 8 と、Mac OS X 
v10.6.8、v10.7.x および v10.8.x でのインストール手順です。

お使いのパソコンに DVD-ROM ドライブがない場合、付属の DVD-ROM がお使いの OS のドライバーに適

していない場合、または取扱説明書やユーティリティソフトウェアのダウンロードを希望される場合は、
ブラザーソリューションセンター（http://solutions.brother.co.jp/）から、お使いのモデルのページをご覧く

ださい。DVD-ROM に収録されているアプリケーションの一部は、ダウンロードでは入手できない場合が

あります。

メモ

Windows® 8 の場合：取扱説明書が PDF 形式の場合は、Adobe® Reader® で開いてください。お使いのパ

ソコンに Adobe® Reader® がインストールされているにもかかわらず、Adobe® Reader® のファイルが開け

ない場合は、PDF のファイルの関連付けを変更してください。（31 ページの PDF を Adobe® Reader® で開

くには（Windows® 8）を参照してください。）

USB ケーブルで接続する場合
Windows® の場合は、16 ページに進む
Macintosh の場合は、18 ページに進む

無線 LAN で接続する場合
Windows® の場合も Macintosh の場合も、
19 ページに進む

http://solutions.brother.co.jp/
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Windows®USB

USB ケーブルで接続する場合
(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

4 インストールする前に

パソコンと本製品の電源を入れて下さい。

5 ドライバーとソフトウェア
をインストールする

a 付属のインストール DVD-ROM を、DVD-ROM
ドライブにセットします。

b インストールをクリックし、使用許諾契約の
内容を確認して、はいをクリックします。

c USB ケーブルを選び、次へをクリックしま
す。

d 下記の画面が表示されたら、画面の指示に
従って手順を進めて下さい。

メモ

• USB ケーブルは、まだ接続しないでくださ

い。

• 起動中のプログラムがある場合は、それらを
終了してください。

• お使いの OS によって画面が異なる場合があ

ります。

• DVD-ROM には、Presto! PageManager が収

録されています。Presto! PageManager は、

Windows® XP Home（SP3 以降）、XP 

Professional（SP3 以降）、Windows Vista®

（SP2 以降）、Windows® 7、および

Windows® 8 に対応しています。ドライバー

とソフトウェアをインストールする前に、最

新の Windows® サービスパックに更新してく

ださい。

メモ

• 画面が自動的に表示されない場合は、コン
ピューター（マイ コンピュータ）を開いてく

ださい。

（Windows® 8 の場合：タスクバーの （エク

スプローラー）アイコンをクリックして、コ
ンピューターを開きます。）

• CD-ROM アイコンをダブルクリックして、

start.exe をダブルクリックしてください。

メモ

Windows Vista®、Windows® 7、および

Windows® 8 の場合は、ユーザーアカウント制

御画面が表示されたら、許可またははいをク
リックしてください。

メモ

Windows セキュリティ画面が表示されたら、

チェックボックスを選択し、インストールをク
リックして正しくインストールを完了させてく
ださい。
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6 USB ケーブルを接続する

a USB ケーブルを、 マークが付いている本製
品背面の USB ポートに接続します。ケーブ
ルのもう一方の端をパソコンに接続します。

b 自動的にインストールが始まります。

インストール中は、複数の画面が表示されま
す。

c オンラインユーザー登録画面が表示されたら、
ユーザー登録画面の指示に従ってください。

7 完了後、再起動する

a 完了をクリックしてパソコンを再起動します。

b 次の画面が表示されます。

• ソフトウェア更新設定画面が表示された
ら、希望のソフトウェア更新設定を選択
し、OK をクリックします。

• ブラザー製品調査・サポートプログラムが
起動したら、希望に応じて選択し、画面の
指示に従ってください。

以下に進む

その他のソフトウェアをインストールするに
は、28 ページに進みます。

重要
インストール中は、表示されている画面を閉じ
ないでください。すべての画面が表示されるま
で、しばらくかかる場合があります。

メモ

• インストール中にエラーメッセージが表示さ
れたときは、以下の方法を実行してください。

- Windows® XP、Windows Vista®、および

Windows® 7 の場合： （スタート）/ すべて

のプログラム / Brother / ADS-XXXXX
（XXXXX はモデル名）から、インストール診
断ツールを実行してください。

- Windows® 8 の場合：インストール診断
ツールを実行するために、デスクトップの

（Brother Utilities）をダブルクリック

し、モデル名が選択されていない場合は、
ドロップダウンリストをクリックしてお使
いのモデル名を選択してください。その後
に左のナビゲーションバーのツールをク
リックします。

• セキュリティーの設定によっては、本製品や

本製品のソフトウェアの使用中に Windows®

セキュリティー画面やウイルス対策ソフト
ウェアの画面が表示される場合があります。
許可して続行してください。

メモ

ソフトウェアの更新とブラザー製品調査・サ
ポートプログラムを実行するには、ネットワー
ク接続が必要です。

完了
インストールはこれで完了
です。次は、テストスキャ
ンを実行します。30 ペー

ジのテストスキャン（ス
キャン to PDF）をご覧く

ださい。
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MacintoshUSB

USB ケーブルで接続する場合（Mac OS X v10.6.8/v10.7.x/v10.8.x）

4 インストールする前に

本製品が電源に接続されていることを確認して、
Macintosh の電源を入れます。

5 USB ケーブルを接続する

a USB ケーブルを、 マークが付いている本製
品背面の USB ポートに接続します。ケーブ
ルのもう一方の端をパソコンに接続します。

6 ドライバーとソフトウェア
をインストールする

a 付属のインストール DVD-ROM を、DVD-ROM
ドライブにセットします。

b Start Here OSX アイコンをダブルクリックし
てインストールを開始します。

c USB ケーブルを選び、次へをクリックしま
す。画面の指示に従ってください。

d インストール後に、ソフトウェアがブラザー
製品を検出します。完了するまでに、しばら
くかかります。

e 本製品をリストから選び、次へをクリックし
ます。

以下に進む

その他のソフトウェアをインストールするに
は、28 ページに進みます。

メモ

Mac OS X【v10.6.0 ～ v10.6.7】をお使いの場合

は、Mac OS X【v10.6.8 ～ v10.8.x】にアップグ

レードしてください。

重要
• 本製品を、キーボードの USB ポートや USB

ハブに接続しないでください。

• お使いの Macintosh に本製品を直接接続して

ください。

完了
インストールはこれで完了
です。次は、テストスキャ
ンを実行します。30 ペー

ジのテストスキャン（ス
キャン to PDF）をご覧く

ださい。
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無線 LAN で接続する場合

4 無線 LAN の設定方法を選ぶ

本製品の無線 LAN 設定には、次の 2 つの方法があります。環境に応じて最適な方法をお選びください。

お使いの無線 LAN アクセスポイント / ルーターが、ワンプッシュでの自動設定（WPS または AOSS™）に対

応していて、モバイル機器のみを使用してスキャンする場合は、手順 b に進みます。それ以外の場合は、手順

a に進みます。

a インストール DVD-ROM と USB ケーブルを使用して設定する方法（Windows® および Macintosh）

• 無線 LAN でネットワーク接続しているパソコンのご使用をお勧めします。

• 無線 LAN 設定をする間、一時的に USB ケーブルが必要となります。

以下に進む 20 ページ

b WPS または AOSS™ を使用してワンプッシュで簡単に設定する方法（モバイル機器）

• お使いの無線 LAN アクセスポイント / ルーターが、ワンプッシュでの自動設定（WPS または

AOSS™）に対応している場合は、この方法を実行してください。

• お使いのパソコンでスキャンする場合は、手順 a に進んでください。

以下に進む 23 ページ
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無線 LAN

5
付属の DVD-ROM とUSB
ケーブルを使用して設定す
る方法（Windows® およ
び Macintosh）

Windows® の場合：

a 付属のインストール DVD-ROM を、DVD-ROM
ドライブにセットします。

b インストールをクリックし、使用許諾契約の
内容を確認して、はいをクリックします。

c 無線 LAN 接続を選び、次へをクリックしま
す。

d ファイアウォールが検出されました画面が表
示されたら、ファイアウォールの設定を本製
品と通信を行えるように変更し、インストー
ルを続行します。（推奨）を選び、次へをク
リックします。

e 画面の指示に従って、本製品の設定を行いま
す。

f 本製品から無線 LAN への接続が行われます。
接続に数分かかる場合があります。

 

無線 LAN の設定はこれで完了です。

操作パネルの Wi-Fi ランプ が点灯した

場合は、本製品のネットワーク I/F が無線

LAN に設定されたことを示します。

ドライバーとソフトウェアをインストール
するには

Windows® の場合：

以下に進む

21 ページの g

Macintosh の場合：

以下に進む

22 ページの g

Macintosh の場合：

Macintosh の場合は、付属のインストール

DVD-ROM を DVD-ROM ドライブにセットし、

Start Here OSX をダブルクリックします。無線

LAN 接続を行う場合のインストールを選び、

Macintosh の画面に表示される無線機器の設定

の指示に従ってください。 
設定が完了したら、22 ページの gに進んでくだ

さい。

メモ

• 画面が自動的に表示されない場合は、コン
ピューター（マイ コンピュータ）を開いてく

ださい。

（Windows® 8 の場合：タスクバーの （エク

スプローラー）アイコンをクリックして、コ
ンピューターを開きます。）

• DVD-ROM アイコンをダブルクリックして、

start.exe をダブルクリックしてください。

メモ

• Windows Vista®、Windows® 7、および

Windows® 8 の場合は、ユーザーアカウント

制御画面が表示されたら、許可またははいを
クリックしてください。

• 使用許諾契約の内容を確認してはいをクリッ
クします。
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g 使用するスキャナーを一覧から選び、次へを
クリックします。

h 自動的にドライバーのインストールが始まり
ます。インストール中は、複数の画面が表示
されます。

i オンラインユーザー登録画面が表示されたら、
ユーザー登録画面の指示に従ってください。

6 完了後、再起動する

a 完了をクリックしてパソコンを再起動します。

b 次の画面が表示されます。

• ソフトウェア更新設定画面が表示された
ら、希望のソフトウェア更新設定を選択
し、OK をクリックします。

• ブラザー製品調査・サポートプログラムが
起動したら、画面の指示に従ってくださ
い。

以下に進む

その他のソフトウェアをインストールするに
は、28 ページに進みます。

メモ

• ネットワーク上で本製品が検出されない場合
は、画面の指示に従って設定を確認してくだ
さい。

• WEP を使用していて、操作パネルの WiFi ラ

ンプ が点灯している（ADS-1000W の場

合）、もしくは本製品の画面で Connected と

表示されている（ADS-1500W の場合）にも

かかわらずネットワーク上で本製品が検出さ
れない場合は、WEP キーが正しく入力されて

いるかを確認してください。WEP キーは、大

文字と小文字が区別されます。

メモ

• インストール中は、表示されている画面を閉
じないでください。すべての画面が表示され
るまで、しばらくかかる場合があります。

• Windows セキュリティ画面が表示されたら、

チェックボックスを選択し、インストールを
クリックして正しくインストールを完了させ
てください。

メモ

インストール中にエラーメッセージが表示され
たときは、以下の方法を実行してください。

- Windows® XP、Windows Vista®、および

Windows® 7 の場合： （スタート）/ すべて

のプログラム / Brother / ADS-XXXXX
（XXXXX はモデル名）から、インストール診

断ツールを実行してください。

- Windows® 8 の場合：インストール診断ツー

ルを実行するために、デスクトップの

（Brother Utilities）をダブルクリックし、

モデル名が選択されていない場合は、ドロッ
プダウンリストをクリックしてお使いのモデ
ル名を選択してください。その後に左のナビ
ゲーションバーのツールをクリックします。

メモ

• ソフトウェアの更新とブラザー製品調査・サ
ポートプログラムを実行するには、ネット
ワーク接続が必要です。

• ドライバーとソフトウェアをインストールす
ると、ブラザーサポートサイトも自動的にイ
ンストールされます。ブラザーサポートサイ

トでは、タスクトレイの をク

リックすることで、ブラザーソリューション
センターにアクセスすることができます。

完了
インストールはこれで完了
です。次は、テストスキャ
ンを実行します。30 ペー

ジのテストスキャン（ス
キャン to PDF）をご覧く

ださい。
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g 使用するスキャナーを一覧から選び、次へを
クリックします。

h 自動的にドライバーのインストールが始まり
ます。ソフトウェアがインストールされるま
でお待ちください。

以下に進む

その他のソフトウェアをインストールするに
は、28 ページに進みます。

メモ

無線 LAN の設定に失敗すると、無線 LAN 設定

ウィザード画面が表示されます。画面の指示に
従って、無線 LAN の設定を完了します。

メモ

• （ADS-1000W のみ）

本製品の MAC アドレス（Ethernet アドレス）

は、ウェブベース管理（ウェブブラウザー）
のネットワークタブ内のネットワークの状態
で確認できます。 IP アドレスは、ウェブベース

管理（ウェブブラウザー）のネットワークタ
ブ内の無線の TCP/IP（無線）で確認できます。 
ユーザーズガイド ネットワーク編の「ウェブ

ブラウザー（ウェブベース管理）での本製品
の設定のしかた」をご覧ください。

（ADS-1500W のみ）

本製品の MAC アドレス（Ethernet アドレス）
および IP アドレスは、本製品の画面上に表示
させることができます。MAC アドレスを確認

するには、 （メニュー）、【ネットワーク】、

【無線 LAN】、【MAC アドレス】の順に押して

ください。IP アドレスを確認するには、 （メ

ニュー）、【ネットワーク】、【無線 LAN】、
【TCP/IP】、【IP アドレス】の順に押してくださ

い。

• ネットワークスキャンキー用の名称設定画面が
表示されたら、お使いの Macintosh の名前（15
文字以内）を入力し、次へをクリックします。

入力された名前は、スキャンのオプションを
選択する際に確認できます。ADS-1000W の

場合は、ウェブブラウザー（ウェブベース管
理）内スキャンタブスキャン to ネットワーク

機能の送信先表示ドロップダウンリストに表
示されます。（ユーザーズガイド 基本編の

「スキャンした原稿をパソコンに保存する」を
ご覧ください。）ADS-1500W の場合は、本製

品の画面上に表示されます。詳しくは、ユー
ザーズガイド 基本編の「操作パネルからス

キャンする」をご覧ください。

完了
インストールはこれで完了
です。次は、テストスキャ
ンを実行します。30 ペー
ジのテストスキャン（ス
キャン to PDF）をご覧く
ださい。
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5
WPS または AOSS™ を使
用してワンプッシュで簡単
に設定する方法（モバイル
機器）

(ADS-1000W)

a お使いの無線LANアクセスポイント /ルーター
に、下記の WPS または AOSS™ のマークが
付いていることを確認します。

b WPSまたはAOSS™に対応しているアクセス
ポイント / ルーターの電波が届く範囲内に、
本製品を置きます。お使いの環境によって、
電波が届く範囲が異なる場合があります。お
使いのアクセスポイント / ルーターの取扱説
明書をご覧ください。

c お使いの無線 LANアクセスポイント /ルーター
の WPS または AOSS™ ボタンを押します。
（詳しくは、お使いの無線 LAN アクセスポイン
ト / ルーターの取扱説明書をご覧ください。）

d 小さく先の尖った物で、本製品の背面にある
AOSS/WPS ボタンを 2 秒を超えないように
押します。

e この機能により、お使いの無線 LAN アクセス
ポイント / ルーターで使用されるモード

（WPS または AOSS™）が自動的に検出さ
れ、無線 LAN への接続が行われます。

f 正常に接続された場合は、操作パネルの Wi-Fi
ランプ が点灯します。
接続に失敗した場合は、エラーステータスが
表示されます。エラーステータスを確認し、
25 ページの困ったときはを参照して対処して
ください。

 

無線 LAN の設定はこれで完了です。

操作パネルの Wi-Fi ランプ が点灯した

場合は、本製品のネットワーク I/F が無線

LAN に設定されたことを示しています。

メモ

• お使いの無線 LAN アクセスポイント / ルー

ターの WPS または AOSS™ ボタンを押して、

その後すぐに本製品の背面にある
AOSS/WPS ボタンを押さなければ、接続に

失敗する場合があります。

• お使いの無線 LAN アクセスポイント / ルー

ターが WPS に対応していて、PIN（個人識別

番号）方式で本製品の設定を行う場合は、
ユーザーズガイド ネットワーク編の「WPS

（Wi-Fi Protected Setup）の PIN 方式を使用す

る」をご覧ください。

メモ

• Wi-Fi 接続を使用して、モバイル機器を無線

LAN アクセスポイント / ルーターに接続しま

す。

• 使用しているモバイル機器の、アプリケー
ションのダウンロードサイトから、Brother 

iPrint&Scan（Android™/iOS/Windows® 
Phone 対応）をダウンロードおよびインス

トールしてください。

• 使用しているアプリケーション（Brother 
iPrint&Scan）のユーザーズガイドをダウン

ロードするには、ブラザーソリューションセ
ンター（http://solutions.brother.co.jp/）から、

お使いのモデルの取扱説明書をクリックして
ください。

http://solutions.brother.co.jp/
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(ADS-1500W)

a お使いの無線LANアクセスポイント /ルーター
に、下記の WPS または AOSS™ のマークが
付いていることを確認します。

b WPSまたはAOSS™に対応しているアクセス
ポイント / ルーターの電波が届く範囲内に、
本製品を置きます。お使いの環境によって、
電波が届く範囲が異なる場合があります。お
使いのアクセスポイント / ルーターの取扱説
明書をご覧ください。

c 操作パネル上で、 （メニュー）、【ネット
ワーク】、【無線 LAN】、【WPS/AOSS】の順に
押します。

【無線 LAN をオンにしますか ?】が表示され
たら、【はい】を押します。

d WPSまたはAOSS™を起動する指示が画面に
表示されたら、お使いの無線 LAN アクセスポ
イント / ルーターの WPS または AOSS™ ボ
タンを押します。（詳しくは、お使いの無線
LAN アクセスポイント / ルーターの取扱説明
書をご覧ください。） 
本製品の OK を押します。

e この機能により、お使いの無線 LAN アクセス
ポイント / ルーターで使用されるモード

（WPS または AOSS™）が自動的に検出さ
れ、無線 LAN への接続が行われます。

f 正常に接続された場合は、【接続しました】と
いうメッセージが表示されます。【OK】ボタ
ンを押すとメッセージは閉じます。
接続に失敗した場合は、エラーコードが表示
されます。エラーコードを確認し、25 ページ
の困ったときはを参照して対処してください。

 

無線 LAN の設定はこれで完了です。

操作パネルの Wi-Fi ランプ が点灯した

場合は、本製品のネットワーク I/F が無線

LAN に設定されたことを示しています。

メモ

• お使いの無線 LAN アクセスポイント / ルー

ターの WPS または AOSS™ ボタンを押して、

その後すぐに本製品の操作パネルから
WPS/AOSS を起動しなければ、接続に失敗

する場合があります。

• お使いの無線 LAN アクセスポイント / ルー

ターが WPS に対応していて、PIN（個人識別

番号）方式で本製品の設定を行う場合は、
ユーザーズガイド ネットワーク編の「WPS

（Wi-Fi Protected Setup）の PIN 方式を使用す

る」をご覧ください。

メモ

• Wi-Fi 接続を使用して、モバイル機器を無線

LAN アクセスポイント / ルーターに接続しま

す。

• 使用しているモバイル機器の、アプリケー
ションのダウンロードサイトから、Brother 

iPrint&Scan（Android™/iOS/Windows® 
Phone 対応）をダウンロードおよびインス

トールしてください。

• 使用しているアプリケーション（Brother 
iPrint&Scan）のユーザーズガイドをダウン

ロードするには、ブラザーソリューションセ
ンター（http://solutions.brother.co.jp/）から、

お使いのモデルの取扱説明書をクリックして
ください。

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

無線 LAN のセキュリティー情報（SSID とネットワークキー *）の確認方法

* ネットワークキーは、パスワード、セキュリティーキー、または暗号化キーと呼ばれる場合もあります。
* 無線 LAN アクセスポイント / ルーターが SSID を隠ぺいしている場合は、SSID は自動的には検出されま

せん。手動で SSID 名を入力する必要があります。ユーザーズガイド ネットワーク編の「SSID が隠ぺい

されている場合」をご覧ください。

エラーステータス / エラーコード

ステータスランプ（ADS-1000W の場合）もしくは画面（ADS-1500W の場合）上でエラーが表示された場合
は、以下の表を参照してエラーステータスまたはエラーコードを確認し、推奨される対処方法でエラーを解消
してください。

設定に関するサポート、およびブラザーお客様相談窓口に問い合わせる際には、あらかじめ SSID（ネット

ワーク名）とネットワークキーをご用意下さい。お使いのネットワーク機器に関するお問い合わせには対
応できません。

1) お使いの無線 LAN アクセスポイント / ルーターの取扱説明書をご覧ください。

2) 既定の SSID は、メーカー名やモデル名の場合があります。

3) セキュリティー情報がわからない場合は、ルーターの製造元、ネットワーク管理者、またはインターネッ
ト接続業者にお問い合わせください。

LED が点灯しています。

LED が点滅しています。

エラーステータス
（ADS-1000W のみ）

推奨される対処方法

WPS または AOSS™ に対応している無線 LAN アクセスポイント / ルーターを本製品で

検出できません。

WPS または AOSS™ の無線 LAN 設定を行うには、本製品および無線 LAN アクセスポイ

ント / ルーターの両方を操作する必要があります。
お使いの無線 LAN アクセスポイント / ルーターが WPS または AOSS™ に対応している
か確認し、再度 23 ページの 5から設定をしてください。

お使いの無線 LAN アクセスポイント / ルーターで WPS または

AOSS™ を利用する場合の操作方法については、アクセスポイン

ト / ルーターの取扱説明書をご覧いただくか、アクセスポイント /
ルーターの製造元またはネットワーク管理者にお問い合わせくだ
さい。

WPS または AOSS™ に対応している無線 LAN アクセスポイントが、2 台以上検出され

ています。

WPS または AOSS™ に対応している無線 LAN アクセスポイント / ルーターが、電波が

届く範囲に 1 台しかないことを確認して、再度設定を行ってください。

他のアクセスポイントからの干渉を避けるために、数分待ってから、再度 23 ページの
5から設定を行ってください。
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エラーコード
（ADS-1500W のみ）

推奨される対処方法

TS-01

無線 LAN の設定が、有効になっていません。
無線 LAN の設定をオンにしてください。

1. 本製品上で、 （メニュー）、【ネットワーク】、【無線 LAN】、【無線接続ウィザード】

の順に押します。

2.【無線 LAN をオンにしますか ?】が表示されたら、【はい】を押します。
無線接続ウィザードが起動されます。

TS-02

無線 LAN アクセスポイント / ルーターを検出できません。

1. 以下の内容を確認してください。
- 無線 LAN アクセスポイント / ルーターの電源が入っていることを確認してください。

- 本製品を障害物のない場所へ移動させたり、無線 LAN アクセスポイント / ルーターに
近づけたりしてください。

- 無線 LAN の設定を行う際は、本製品を一時的に無線 LAN アクセスポイントから約
1m 以内に置いてください。

- 無線 LAN アクセスポイント / ルーターで MAC アドレスでのフィルタリングが行われ
ている場合は、本製品の MAC アドレスが許可されていることを確認してください。

2. SSID とセキュリティー情報（SSID/ 認証方式 / 暗号化方式 / ネットワークキー）を手

動で入力した場合は、入力した情報が間違っている可能性があります。

SSID とセキュリティー情報を再確認し、必要に応じて正しい情報を入力し直してく

ださい。25 ページの無線 LAN のセキュリティー情報（SSID とネットワークキー *）
の確認方法を参照してください。

TS-03

入力した無線 LAN とセキュリティ設定が間違っている可能性があります。

無線 LAN の設定を再確認してください。25 ページの無線 LAN のセキュリティー情報

（SSID とネットワークキー *）の確認方法を参照してください。

入力もしくは選択された SSID/ 認証方式 / 暗号化方式 / ユーザー ID/ ユーザーパスが間
違っていないか確認してください。

TS-04

選択した無線 LAN アクセスポイント / ルーターで使用されている認証方式 / 暗号化方式
に本製品が対応していません。

インフラストラクチャモードの場合は、無線 LAN アクセスポイント / ルーターの認証方
式 / 暗号化方式を変更してください。本製品は、下記の認証方式に対応しています。

認証方式 暗号化方式

WPA-パーソナル
TKIP

AES

WPA2-パーソナル AES

オープン
WEP

暗号化なし

共有キー WEP

問題が解決されない場合は、入力した SSID やネットワーク設定が間違っている可能性

があります。
無線 LAN の設定を再確認してください。25 ページの無線 LAN のセキュリティー情報
（SSID とネットワークキー *）の確認方法を参照してください。

アドホックモードの場合は、お使いのパソコンの無線 LAN の設定で、認証方式 / 暗号化
方式を変更してください。本製品が対応しているのは、WEP の暗号化を使用できるオー

プンシステム認証のみです。
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TS-05

セキュリティー情報（SSID/ ネットワークキー）が間違っています。

SSID とセキュリティー情報（ネットワークキー）を再確認してください。25 ページの

無線 LAN のセキュリティー情報（SSID とネットワークキー *）の確認方法を参照して

ください。

お使いのルーターで WEP 暗号化方式が使用される場合は、1 番目の WEP キーを使って

接続します。本製品では、1 番目の WEP キーのみ使用できます。

TS-06

無線 LAN のセキュリティー情報（認証方式 / 暗号化方式 / ネットワークキー）が間違っ

ています。

エラー TS-04 の認証方式の表を参照して、無線 LAN のセキュリティー情報（認証方式 /
暗号化方式 / ネットワークキー）を再確認してください。25 ページの無線 LAN のセ

キュリティー情報（SSID とネットワークキー *）の確認方法を参照してください。

お使いのルーターで WEP 暗号化方式が使用される場合は、1 番目の WEP キーを使って

接続します。本製品では、1 番目の WEP キーのみ使用できます。

TS-07

WPS または AOSS™ に対応している無線 LAN アクセスポイント / ルーターを本製品で

検出できません。

WPS または AOSS™ の無線 LAN 設定を行うには、本製品および無線 LAN アクセスポイ

ント / ルーターの両方を操作する必要があります。

お使いの無線 LAN アクセスポイント / ルーターが WPS または AOSS™ に対応している

か確認し、再度 23 ページの 5から設定を行ってください。

お使いの無線 LAN アクセスポイント / ルーターで WPS または

AOSS™ を利用する場合の操作方法については、アクセスポイン

ト / ルーターの取扱説明書をご覧いただくか、アクセスポイント /
ルーターの製造元またはネットワーク管理者にお問い合わせくだ
さい。

TS-08

WPS または AOSS™ に対応している無線 LAN アクセスポイントが、2 台以上検出され

ています。

WPS または AOSS™ に対応している無線 LAN アクセスポイント / ルーターが、電波が

届く範囲に 1 台しかないことを確認して、再度設定を行ってください。

他のアクセスポイントからの干渉を避けるために、数分待ってから、再度 23 ページの

5から設定を行ってください。

TS-20 本製品は無線 LAN への接続を試行中です。数分待ってから、無線 LAN のステータスを

確認してください。
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その他のソフトウェアをインストールする

1
その他のソフトウェアをイ
ンストールする
（Windows® の場合）

Nuance PDF Converter Professional 8
（ADS-1500W のみ）

Nuance PDF Converter Professional 8 には、PDF
ファイルを扱うためのさまざまな機能が用意されて
います。PDF のセキュリティ設定、閲覧、編集、注

釈機能の利用、再構築を行うことができます。
Nuance PDF Converter Professional 8 をインス

トールするときは、付属の DVD-ROM の袋に表示さ

れている Nuance のシリアルナンバーを入力してく

ださい。

Presto! ImageFolio

Presto! ImageFolio は、さまざまなイメージ編集 . 補
正機能を備えた画像編集ソフトです。パソコンに取
り込んだ写真、グラフィック、描画などの画像を編
集 . 補正 . 装飾することができます。画像編集ツー

ルを使って、新しく画像を作成したり、既存の画像
を編集したりするのにとても便利です。

a DVD-ROM を取り出して再挿入する、もしく
は start.exe をダブルクリックします。

b DVD-ROMのトップ メニューが表示されます。
その他ソフトウェアをクリックします。

c インストールしたいソフトウェアをクリック
します。

d インストールが完了したら、戻るをクリック
して、その他ソフトウェア画面に戻り、他の
ソフトウェアをインストールしてください。

インストールを終了するには、終了をクリッ
クします。

完了 インストールはこれで完了
です。
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その他のソフトウェアをインストールする

1
その他のソフトウェアをイ
ンストールする
（Macintosh の場合）

Presto! PageManager

Presto! PageManager は、Brother ControlCenter2
に光学文字認識（OCR）機能を加えたソフトウェア

です。簡単に写真や原稿のスキャン、共有、および
編集をすることができます。また、OCR を使用す

ることで、スキャンした原稿を文字に変換し、お好
みの文書編集用アプリケーションを利用して、テキ
ストの編集をすることができます。

a サービスとサポートアイコンをダブルクリッ
クしてインストールします。 
サービスとサポート画面が表示されます。

b インストールしたいソフトウェアをクリック
します。

完了 インストールはこれで完了
です。
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原稿をスキャンしてパソコンに保存する (PDF 形式 )

1 原稿をセットする

a 原稿支えアーム a を引き上げます。

b 原稿の印字面を下にして、縦向きに、ガイド
に沿って底にあたるまで差し込みます。

Windows® の場合：

以下に進む

30 ページの 2

Macintosh の場合：

以下に進む

31 ページの 2

2
ControlCenter4 を使って
スキャンする
（Windows®）

a タスクトレイの （ControlCenter4）アイコ
ンをクリックして、メニューから開くを選び
ます。

b モードのダイアログボックスで Home モード
を選びます。ControlCenter4 画面が表示され
ます。

c （スキャン）をクリックします。原稿が給
紙され、スキャンが開始されます。

d （保存）をクリックします。保存のダイア
ログボックスが表示されます。

メモ

一度に複数の原稿をセットする場合は、原稿を
送る方向に対して原稿の端を揃え、わずかに角
度をつけた状態でセットします。

1

メモ

アイコンがタスクトレイに表示されない場合

は、以下の方法を実行してください。

• Windows® XP、Windows Vista®、および

Windows® 7 の場合： （スタート）、すべて

のプログラム、Brother、ADS-XXXXX
（XXXXX はお使いのモデル名）、

ControlCenter4 の順にクリックします。

• Windows® 8 の場合：デスクトップアイコン

の （Brother Utilities) をダブルクリックし

て、 （ControlCenter4）をクリックします。
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原稿をスキャンしてパソコンに保存する (PDF 形式 )

e OK をクリックします。スキャンされたデータ
は PDF 形式で保存されます。 2

ControlCenter2 を使って
スキャンする
（Macintosh）

a Dock の （ControlCenter2）アイコンをク
リックします。ControlCenter2 画面が表示さ
れます。

b （ファイル）をクリックします。

c スキャン開始をクリックします。原稿が給紙
され、スキャンが開始されます。

スキャンされたデータは PDF 形式で保存され

ます。

完了 スキャンはこれで完了で
す。

メモ

（ADS-1000W のみ）

無線 LAN 接続を使用して、スキャン to FTP、ス

キャン to PC（ネットワーク接続）または WS
スキャンを行う場合は、ユーザーズガイド基本
編の「操作パネルからスキャンする」を参照し
て、本製品の操作パネルからスキャンするため
の設定を行ってください。

PDF を Adobe® Reader® で開くに

は（Windows® 8）

a マウスをデスクトップの右下隅へ動かしま
す。メニューバーが表示されたら、設定、
コントロール パネルの順にクリックします。

b プログラム、規定のプログラム、ファイル
の種類またはプロトコルのプログラムへの
関連付けの順にクリックします。

c .pdfを選び、プログラムの変更 ...ボタンをク
リックします。

d Adobe Reader をクリックします。.pdf の隣
のアイコンが、「Adobe Reader」アイコン
に変わります。

このファイルの関連付けを変更しない限り、

Adobe® Reader® が、.pdf ファイルを読み込

む際のデフォルトのアプリケーションとし
て設定されます。

メモ

Dock に アイコンが表示されない場合は、

Finder メニューの移動 / アプリケーション /
Brother にある、ControlCenter アイコンをダ

ブルクリックしてください。

（ControlCenter2）アイコンが Dock に表示さ

れます。

完了 スキャンはこれで完了で
す。

メモ

（ADS-1000W のみ）

無線 LAN 接続を使用して、スキャン to FTP、ス

キャン to PC（ネットワーク接続）または WS
スキャンを行う場合は、ユーザーズガイド基本
編の「操作パネルからスキャンする」を参照し
て、本製品の操作パネルからスキャンするため
の設定を行ってください。
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・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。（印刷物は 2年です）

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
いおそれがあります。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 it may violate the Telecommunications Regulations that 
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