無 線 L A N 設定ガイド
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ス タ ー ト ア ッ プ ガイド

製品本体の設置手順や
無線LAN以外の設定手
順 に つ いては 別 冊 の
「スタートアップガイド」
をお読みください。

無線LANの設定を行う際にお読みください。
本書では無線LANの設定手順および設定中のトラブルに
対する原因と対処方法を説明しています。
将来いつでも使用できるように大切に保管してください。

設定する

Step1

設定の前に必ずご確認ください

コンピューターと無線 LAN ルーターやアクセスポイントの設定が完了している必要があります。
設定が完了していないと、本製品を無線 LAN のネットワークでご使用になることができません。
詳細については、ご使用のネットワーク機器の取扱説明書を参照するか、ネットワーク機器のメーカーにお問
い合わせください。

必要な環境

インターネット

無線LANルーター
または
アクセスポイント

確認が終わったら、次のページの「Step2 接続方法を無線 LAN に切り替える」へ進みます。

無線 LAN に接続するときの注意
●●

●●

●●

コンピューターやネットワーク機器の構成、ルーター機能の有無、設定方法、セキュリティーの設定はご使用の
環境によって異なります。
本製品は無線 LAN 接続と有線 LAN 接続を同時に使用することはできません。●
無線 LAN 接続でご使用のときは、LAN ケーブルを本製品に接続しないでください。誤動作などの原因になること
があります。
オフィスでご使用の場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。
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Step2

接続方法を無線 LAN に切り替える

前のページの確認が終わったら、本製品で接続方法を無線 LAN に切り替えます。

1.［
2.［

］（メニュー）を押す

］［

］で選択して、［OK］を押す

メニュー
ネットワーク設定
環境設定
タイマー設定
共通設定

次の画面が約5秒間表示されます。
OFF/ONは手順5.で行います。
ここで行う必要はありません。

設定変更は次回主電源
ON時より有効になりま
す。

3.［

］［

4.［

］［

］で選択して、［OK］を押す

有線/無線LAN選択
有線LAN
無線LAN

5. 次の画面が消えたら、本製品を OFF/ON する
有線/無線LAN選択を
有効にするために
主電源をOFF/ONして
ください。

設定を有効にするには、OFF/ON が必要です

］で選択して、［OK］を押す

ネットワーク設定
有線/無線LAN選択
無線LAN設定
TCP/IP設定
SNMP設定

10秒以上たったら
ON

ON

OFF

OFF

 り替えが終わったら、次のページの「Step3 無
切
線 LAN の設定方法を選択する」へ進みます。
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Step3

無線 LAN の設定方法を選択する

無線 LAN ルーターまたはアクセスポイントに接続する方法には、WPS（Wi-Fi Protected Setup）機能で行う方法と、
手動で行う方法の 2 つがあります。

AOSS

らくらく
無線
スタート

※「AOSS」や「らくらく無線スター
ト」と表記されているボタンの
中 に は、WPS ボ タ ン を 兼 用 し
ているものもあります。

いいえ

「Step4-B 手動でアクセスポイン

WPS ボタンはありますか？

トを選択して設定する」P.1-6

セキュリティー設定ボタンと表記されることもあります。
●● WPS

機能に対応しているかどうかは、ご使用の無線 LAN ルーターやアク

セスポイントの、箱または本体を確認してください。
例として、箱や本体には以下のような記載があります。
・
・ WPS（Wi-Fi Protected Setup）に対応しています。
それでもわからない場合は、無線 LAN ルーターやアクセスポイントのメー
カーに問い合わせてください。

はい

「Step4-A
	
WPS（プッシュボタン方式）で設定する」
P.1-4

本製品は AOSS 機能やらくらく無線スタート機能には対応していません
ご使用の無線 LAN ルーターやアクセスポイントが AOSS 機能のみ、またはらくらく無線スタート機能のみに対応し
ている場合は、手動で設定してください。
わからないときは、無線 LAN ルーターやアクセスポイントの取扱説明書を参照してください。
「WPS PIN コード方式」や、セキュリティ等を手動で設定する方法は、以下を参照して行ってください。
e- マニュアル「ネットワーク設定」→「基本的なネットワーク設定」→「無線 LAN に接続する」
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Step4-A   WPS（プッシュボタン方式）で設定する
前のページで「Step4-A WPS（プッシュボタン方式）で設定する」を選択した場合にお読みください。

1. P.1-2「Step2 接続方法を無線 LAN に切り
替える」を行いましたか？

2.［
3.［

6.［

］で選択して、［OK］を押す

無線LAN設定
WPS プッシュボタン方式
WPS PINコード方式
SSID設定
無線LAN情報

］（メニュー）を押す

］［

］［

］で選択して、［OK］を押す

メニュー
ネットワーク設定
環境設定
タイマー設定
共通設定

7.［

］で選択して、［OK］を押す

新しい設定で接続しま
す。よろしいですか?
はい

次の画面が約 5 秒間表示されます。
OFF/ONはここで行う必要はありません。

設定変更は次回主電源
ON時より有効になりま
す。

4.［

］［

］で選択して、［OK］を押す

ネットワーク設定
有線/無線LAN選択
無線LAN設定
TCP/IP設定
SNMP設定

いいえ

8. 無線 LAN ルーターやアクセスポイントの WPS ボタン
を 2 分以内に押す

※ 無線 LAN ルーターやアクセスポイントの「AOSS」や「らくらく
無線スタート」と表記されているボタンの中には、WPS ボタンを
兼用しているものもあります。
※ WPS ボタンを押す時間は製品によって異なります。必ずお使いの無
線 LAN ルーターまたはアクセスポイントの取扱説明書をご確認く
ださい。

探索中です。
ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄのWPSボタンを
長押ししてください
*中止: Stopキー

接続中です。
*中止: Stopキー

5.［OK］を押す
必ず無線LAN設定
ガイドを見ながら無線
LAN設定してください
OK
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「アクセスポイントが見つかりません。」が表示さ
れたとき
［OK］を押して画面を閉じ、

手順 6. からやり直して
ください。

設定する

9. Wi-Fi ランプが点灯していることを確認する

10.

無線 LAN ルーターやアクセスポイントが検出される

本製品が自動的に IP アドレスを設定する
まで待つ（約２分）

と Wi-Fi ランプが点滅します。

IP アドレスを手動で設定する場合は、次の項目を
参照してください。

	e- マニュアル「ネットワーク設定」-「基本的

なネットワーク設定」-「IP アドレスを設定する」

11.

ネットワークの接続を確認する
ネットワークに接続されているコンピューターで
動作を確認します。

次の画面が約 2 秒間表示され、Wi-Fi ランプが点灯に変
わります。

	付録「無線 LAN 設定が完了していることを確認
する」P. 付 -1

接続しました。

エラーメッセージが表示されたとき

［OK］を押して画面を閉じ、

手順 6. からやり直して
ください。

や り 直 し て も ア ク セ ス ポ イ ン ト を 検 出 が で き な い
場合は、以下を参照してください。

「エラーメッセージが表示されたときは」P.2-2

これで無線 LAN 設定は完了です。

次に、ソフトウェアをインストールします。
●●

Windows の場合

別冊 スタートアップガイド
「ネットワーク接続のインストール」を参照してください。
●●

Macintosh の場合

別冊 スタートアップガイド
「ソフトウェアをインストールする」を参照してください。
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Step4-B   手動でアクセスポイントを選択して設定する
P.1-3 で「Step4-B 手動でアクセスポイントを選択して設定する」を選択した場合にお読みください。

1. P.1-2「Step2 接続方法を無線 LAN に切り替える」を行い
ましたか？

5.［

］で選択して、［OK］を押す

ネットワーク設定
有線/無線LAN選択
無線LAN設定
TCP/IP設定
SNMP設定

2. 手動設定に必要な以下の情報を、
P.1-7 にメモする（

］［

MEMO ）

メモした情報は手順 9. ～ 11. で必要です。

●  SSID
※ アクセスポイント名､ ネットワーク名と表記されることもあります。

● ネットワークキー／文字数（桁数）

6.［OK］を押す
必ず無線LAN設定
ガイドを見ながら無線
LAN設定してください
OK

※ 暗号化キー、WEP キー、WPA/WPA2 パスフレーズ、PSK、事前共有
キーと表記されることもあります。

SSID やネットワークキーの確認

初期値は、無線 LAN ルーターやアクセスポイントの本体に表
記されている場合があります。
SSID
：XXXXXXXXXXXX
アクセスポイント名：XXXXXXXXXXXX
ネットワー
クキー：XXXXXXXXXXXX
ネットワークキー
：XXXXXXXXXXXX
・
・
・
・
・

7.［

※それでもわからない場合は、ご使用の無線 LAN ルーターやアクセスポイ
ントのメーカーにお問い合わせください。

3.［
4.［

］（メニュー）を押す
］［

8.［

］［

］で選択して、［OK］を押す

SSID設定
アクセスポイント選択
手動入力

］で選択して、［OK］を押す

メニュー
ネットワーク設定
環境設定
タイマー設定
共通設定

次の画面が約 5 秒間表示されます。
OFF/ON はここで行う必要はありません。

設定変更は次回主電源
ON時より有効になりま
す。
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］で選択して、［OK］を押す

無線LAN設定
WPS プッシュボタン方...
WPS PINコード方式
SSID設定
無線LAN情報

無線 LAN ルーターやアクセスポイントの設定を変更している、
またはわからない場合は、以下を参照してください。
付録「無線 LAN ルーターやアクセスポイントの SSID やネットワー
クキーを確認する」P. 付 -2

］［

探索中です。

「アクセスポイントが見つかりません。」が表
示されたとき
	
「エラーメッセージが表示されたときは」
P.2-2

設定する

9. 手順２でメモした SSID と一致するものを［

［
］

］

で選択して、［OK］を押す

11.

手順２でメモしたネットワークキーを入力する

● ASCII 文字の場合

一致した SSID が複数ある場合は、一番上のもの
（電波の強いもの）を選択します。

アクセスポイント選択
SampleABCD WEP 13
SampleEFGHIJ WPA-PSK
SampleKL WPA2-PSK 9
SampleMNOP なし 7
「WEP」
「WPA」
「なし」の前までがSSID

( 文字)
<確定>
入力モード: A
1) [
]（トーン）を押して＜入力モード＞を
選択する
2) ネットワークキーを入力する
※ テンキーでの入力が可能です。

3) [
次の画面が約 5 秒間表示されます。

アクセスポイントの
ネットワークキーの
入力に進みます。

][

] で＜確定＞を選択して [OK] を押す

● 16 進数の場合

( 桁)
<確定>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
A B C D E F
1) ネットワークキーを入力する
▲

SSID が見つからない場合は以下を参照してくだ
さい。

2) [

][

▲

※[
][
] で文字を選択して [OK] を押すことで入力が
可能です。

] で＜確定＞を選択して [OK] を押す

	付 録「無線 LAN ルーターやアクセスポイントの
SSID やネットワークキーを確認する」P. 付 -2

MEMO

10.

手順２で メモしたネットワークキーの文字数
（桁数）と一致する入力形式を［ ］［ ］で選
択して、［OK］を押す

●  SSID
SSID が複数ある場合は、すべてメモしてください。

次の、どちらかの画面が表示されます。

● ネットワークキー
入力形式
8～63文字 (ASCII)
64桁 (16進数)

入力形式
5文字 (40bit ASCII)
13文字 (104bit ASCII)
10桁 (40bit 16進数)
26桁 (104bit 16進数)

ここでメモするのは、現在、無線 LAN ルーターやアク
セスポイントに設定されているネットワークキーです。

● ネットワークキーの文字数（桁数）
文字（桁）
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12.［

］で選択して、［OK］を押す

エラーメッセージが表示されたとき
［OK］を押して画面を閉じ、ネットワークキーが


新しい設定で接続しま
す。よろしいですか?

正しいか確認し、手順 7. からやり直してください。
やり直してもアクセスポイントに接続できな

はい

いいえ

い場合は、以下を参照してください。
「エラーメッセージが表示されたときは」

P.2-2

接続中です。
*中止: Stopキー

13.

本製品が自動的に IP アドレスを設定するまで
待つ（約２分）
IP アドレスを手動で設定する場合は、次の項目を参
照してください。

 - マニュアル「ネットワーク設定」-「基本
e
的なネットワーク設定」-「IP アドレスを設
定する」

Wi-Fi ランプが点滅します。

14.

ネットワークの接続を確認する
ネットワークに接続されているコンピューターで動
作を確認します。

次の画面が約 2 秒間表示され、Wi-Fi ランプが点
灯に変わります。

	付録「無線 LAN 設定が完了していることを
確認する」P. 付 -1

接続しました。

これで無線 LAN 設定は完了です。

次に、ソフトウェアをインストールします。
●●

Windows の場合

別冊 スタートアップガイド
「ネットワーク接続のインストール」を参照してください。
●●

Macintosh の場合

別冊 スタートアップガイド
「ソフトウェアをインストールする」を参照してください。
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困ったときには

困ったときには
ここでは、無線 LAN の設定中のトラブルに対する原因と対処方法を説明します。
無線 LAN ルーターやアクセスポイントの設定方法や操作方法について
ご使用の無線 LAN ルーターやアクセスポイントの取扱説明書を参照するか、無線 LAN ルー
ターやアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。

「アクセスポイントが見つかりません。」................................................................................... 2-2
「複数のアクセスポイントが検出されたため、接続に失敗しました。」
....................... 2-2
「WPS 接続に失敗しました。」........................................................................................................ 2-2

エラーメッセージが

「無線 LAN 通信に失敗しました。」............................................................................................... 2-3

表示されたときは

「オープン認証に失敗しました。WEP 設定を確認してください。」............................... 2-3
「接続に失敗しました。PSK 設定を確認してください。」................................................... 2-3

アクセスポイントの一覧に、接続したい無線 LAN ルーターや
アクセスポイントの SSID が表示されない............................................................................... 2-4
無線 LAN ルーターやアクセスポイントの SSID や
ネットワークキーが分からない................................................................................................... 2-4

こんなときは

リモート UI が表示されない.......................................................................................................... 2-5
ネットワーク設定メニューの＜無線 LAN 設定＞が
グレーアウトされていて選択できない...................................................................................... 2-5
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困ったときには

エラーメッセージが表示されたときは
「アクセスポイントが見つかりません。」
◆ WPS – プッシュボタン方式で設定を行っている場合
原

因

アクセスポイントの検索が始まってから、2 分以内に無線 LAN ルーターやアクセスポイ
ントの WPS ボタンが押されなかった。

対

策

再度設定を行ってください。
「Step4-A WPS（プッシュボタン方式）で設定する」（P.1-4）

それでも表示される場合は、ネットワーク接続のチェックを行ってください。
「ネットワーク接続のチェック」（P.2-6）

◆ 手動でアクセスポイントを選択して設定している場合
原

因

ネットワークの状態に問題があり、本製品が無線 LAN ルーターやアクセスポイントを検
出できない。

対

策

ネットワーク接続のチェックを行ってください。
「ネットワーク接続のチェック」（P.2-6）

「複数のアクセスポイントが検出されたため、接続に失敗しました。」
原

因

接続可能な範囲内にある、他の無線 LAN ルーターやアクセスポイントが検出された。

対

策

しばらく待ってから、再度設定を行ってください。
「Step4-A WPS（プッシュボタン方式）で設定する」（P.1-4）

「WPS 接続に失敗しました。」
原

因

WPS 機能を使った設定中、何らかのエラーが発生して接続に失敗した。

対

策

ご使用の無線 LAN ルーターやアクセスポイントが WPS 機能に対応してい
るか確認してください。
（

P.1-3 「Step3 無線 LAN の設定方法を選択する」を参照してください。）

【対応している場合】

ネットワーク接続のチェックを行ってください。

「ネットワーク接続のチェック」（P.2-6）

【対応していない場合】 手動で設定を行ってください。
「Step4-B 手動でアクセスポイントを選択して設定する」（P.1-6）
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「無線 LAN 通信に失敗しました。」
原

因

設定中、本製品に何らかのエラーが発生して通信できかなった。

対

策

本製品の電源を OFF/ON してから、再度設定を行ってください。
「Step4-A WPS（プッシュボタン方式）で設定する」（P.1-4）
「Step4-B 手動でアクセスポイントを選択して設定する」（P.1-6）

それでも表示される場合は、ネットワーク接続のチェックを行ってください。
「ネットワーク接続のチェック」（P.2-6）

「オープン認証に失敗しました。WEP 設定を確認してください。」
原

因

本製品の認証方式が＜オープン＞に対して、ご使用の無線 LAN ルーターやアクセスポイ
ントの認証方式が「共有（Shared Key）」に設定されているため接続に失敗した。

対

策

無線 LAN ルーターやアクセスポイントに合わせて本製品の認証方式を＜
共有＞に変更して、手動入力で設定してください。
 - マニュアル [ ネットワーク設定 ] - [ 基本的なネットワーク設定 ] - [ 無線 LAN に接
e
続する ] - [ 手動で SSID を入力して設定する ]

それでも表示される場合は、ネットワーク接続のチェックを行ってください。
「ネットワーク接続のチェック」（P.2-6）

「接続に失敗しました。PSK 設定を確認してください。」
原

因

無線 LAN ルーターやアクセスポイントのネットワークキーが本製品に正しく設定されて
いない。

対

策

無線 LAN ルーターやアクセスポイントのネットワークキーを確認してく
ださい。（ P.1-6 「SSID やネットワークキーの確認」を参照してください。）

【正しかった場合】

ネットワーク接続のチェックを行ってください。

「ネットワーク接続のチェック」（P.2-6）

【正しくなかった場合】	正しいネットワークキーを入力し、再度設定を
行ってください。
「Step4-B 手動でアクセスポイントを選択して設定する」（P.1-6）

2-3

困ったときには

こんなときは
アクセスポイント一覧に、接続したい無線 LAN ルーターやアクセスポイントの SSID が表
示されない
原因 1

P.1-7 にメモした無線 LAN ルーターやアクセスポイントの SSID が間違っている。

対

無線 LAN ルーターやアクセスポイントの SSID を確認してください。

策

（

P.1-6 「SSID やネットワークキーの確認」を参照してください。）

再設定を行ってください。
「Step4-B 手動でアクセスポイントを選択して設定する」（P.1-6）

原因 2

ネットワークの状態に問題があり、本製品が無線 LAN ルーターやアクセスポイントを検
出できない。

対

ネットワーク接続のチェックを行ってください。

策

「ネットワーク接続のチェック」（P.2-6）

無線 LAN ルーターやアクセスポイントの SSID やネットワークキーが分からない
確認方法

2-4

P.1-6 「SSID やネットワークキーの確認」を参照してください。

困ったときには

リモート UI が表示されない
原因 1

本製品の IP アドレスが正しく設定されていない。

対

無線 LAN ルーターやアクセスポイントの DHCP 機能を有効にして、再度
設定を行ってください。

策

「Step4-A WPS（プッシュボタン方式）で設定する」（P.1-4）
「Step4-B 手動でアクセスポイントを選択して設定する」（P.1-6）

原因 2

無線 LAN ルーターやアクセスポイントのネットワークキーが、本製品に正しく設定され
ていない。

対

無線 LAN ルーターやアクセスポイントのネットワークキーを確認してく
ださい。（ P.1-6 「SSID やネットワークキーの確認」を参照してください。）

策

再設定を行ってください。
「Step4-B 手動でアクセスポイントを選択して設定する」（P.1-6）

原因 3

間違った SSID を選択している。

対

無線 LAN ルーターやアクセスポイントの SSID を確認してください。

策

（

P.1-6 「SSID やネットワークキーの確認」を参照してください。）

再設定を行ってください。
「Step4-B 手動でアクセスポイントを選択して設定する」（P.1-6）

ネットワーク設定メニューの＜無線 LAN 設定＞がグレーアウトされていて選択できない
原

因

本製品の接続方法が＜有線 LAN ＞に設定されている。

対

策

接続方法を＜無線 LAN ＞に切り替えてください。
「Step2 接続方法を無線 LAN に切り替える」（P.1-2）

2-5

困ったときには

ネットワーク接続のチェック
本製品がネットワークに接続できる状態か、以下の項目をチェックして確認してください。

1

コンピューターがインターネットに接続できる状態になっているか確認してください。
コンピューターと無線 LAN ルーターやアクセスポイントの設定が完了していますか？

チェック

無線 LAN ルーターやアクセスポイントの電源ケーブルやネットワークケーブルなどが抜けていませんか？
チェック

※ケーブルが抜けかかっている場合は、接続しなおしてください。

無線 LAN ルーターやアクセスポイントの電源が入っていますか？

チェック

チェックしてもインターネットに接続できない場合
1
2

2

各機器の電源をいったん切り、再度電源を入れてください。
少し時間をおいて、再度インターネットに接続できるか確認してください。

本製品の電源を確認してください。
電源が入っていますか？

チェック

すでに電源が入っている場合
1

3

電源をいったん切り、再度電源を入れてください。

本製品と無線 LAN ルーターやアクセスポイントの設置場所が、次の条件に合っているか確認してください。

チェック

本製品と無線 LAN ルーターやアクセスポイントの距離が 50m（通信速度および環境条件により異なります）
	以内
本製品と無線 LAN ルーターやアクセスポイントの間に壁等の遮蔽物がない

チェック

電子レンジや冷蔵庫が近くにない
チェック

本製品と無線 LAN ルーターやアクセスポイントを条件に合った場所に設置し直してください。

50m以内

無線LANルーター
アクセスポイント

本製品

壁

4

電子レンジ 冷蔵庫

①～③の確認が終わったら、再度設定を行ってください。
「Step4-A WPS（プッシュボタン方式）で設定する」（P.1-4）
「Step4-B 手動でアクセスポイントを選択して設定する」（P.1-6）

すべてのチェックを行っても接続できない場合は、次のページを参照してください
2-6

困ったときには
無線 LAN ルーターやアクセスポイントのセキュリティー設定を変更していませんか？
以下の場合は、手動入力で設定してください。
 - マニュアル [ ネットワーク設定 ] - [ 基本的なネットワーク設定 ] - [ 無線 LAN に接続する ] - [ 手動で SSID を入
e
力して設定する ]

■ ステルス機能が有効になっている
無線 LAN ルーターやアクセスポイントが SSID を他の機器で表示できないようにする機能です。

■ ANY 拒否が有効な設定になっている
	他の機器が SSID を「ANY」または「空白」に設定している場合に、無線 LAN ルーターやアクセスポイントが
接続を拒否する機能です。

■ 使用する WEP キーの番号が 2 ～ 4 のいずれかに設定されている
■ 自動生成した WEP キー（16 進数）が設定されている

以下の場合は、無線 LAN ルーターやアクセスポイントの設定を変更してください。
■ MAC アドレスフィルタリングが設定されている
■ IEEE802.11n のみで通信している状態で、暗号化方式を TKIP に設定している

無線 LAN ルーターやアクセスポイントの設定方法や操作方法について
ご使用の無線 LAN ルーターやアクセスポイントの取扱説明書を参照するか、無線 LAN ルーターやアクセスポイント
のメーカーにお問い合わせください。

2-7

付録

無線 LAN 設定が完了していることを確認する
1.［

］（状況確認 / 中止）を押す

8. アドレス入力欄に「http:// ＜本製品の IP アドレ
ス＞ /」を入力して、キーボードの［ENTER］キー

2.［▲］［▼］で選択して、［OK］を押す
状況確認/中止
送信ジョブ
受信ジョブ
ファクス転送エラー...
ネットワーク情報

を押す
＜本製品の IP アドレス＞は、手順 5. で確認した
アドレスです。

http://

3.［▲］［▼］で選択して、［OK］を押す
ネットワーク情報
IPv4
IPv6
無線LAN情報
IEEE802.1Xエラー情報

9. リ モート UI の画面が表示されることを確認する
この画面が表示されたら、確認は完了です。

4.［▲］［▼］で選択して、［OK］を押す
IPv4
IPアドレス
サブネットマスク
ゲートウェイアドレス
ホスト名

5. IP アドレスをメモする
リモート UI が表示されないとき

再度、手順１～９の操作を行ってください。
それでも表示されない場合は、以下を確認してく
ださい。

「リモート UI が表示されない」P.2-5

6.［

］（状況確認 / 中止）を押して、画面を閉じ

る

7. ネットワークに接続されているコンピューターの
Web ブラウザーを起動する

付 -1

付録

無線 LAN ルーターやアクセスポイントの SSID やネットワークキーを確認する
「Canon MF/LBP ワイヤレスセットアップアシスタント」は製品本
体に付属の User Software CD-ROM に収録されています。

1. ご使用の環境を確認する
●次の場合は、ご使用になることはできません。
・コンピューターを有線 LAN で接続している場合

6. 無線 LAN ルーターまたはアクセスポイントの情報
が表示されます。

枠で囲んだ部分の情報を、P.1-7 にメモします。
メモした後は、P.1-6 に戻って設定を続けてください。

●次の組み合わせの環境の場合は、次ページをご覧ください。
・Windows XP 環境かつ、BUFFALO 製の無線 LAN ルーターや
アクセスポイントをご使用の場合
● Macintosh をお使いの場合

SampleEFGHIJ

WPA-PSK

543210EDCBA

・P. 付 -4「Macintosh で無線 LAN ルーターやアクセスポイン
トの情報を確認する」をご覧ください。

2. User Software CD-ROM をコンピューターにセッ
トします。

3.［付属ソフトウェア］をクリックします。

●複数のアクセスポイントが表示されたとき

1. 表示された SSID をすべてメモします。

SampleABCD

WEP

01234567890123456789ABCDEF

SampleEFGHIJ

WPA-PSK

543210EDCBA

SampleK

WPA2-PSK 1234ABCD

2.「手動でアクセスポイントを選択して設定する」
（P.1-6）の手順 8. までの操作を行います。
3. 手順 8. で本機のディスプレイに表示された SSID
から、メモした SSID と一致するものを選択します。

4.「Canon MF/LBP ワイヤレスセットアップアシスタ
ント」の [ 起動 ] をクリックします。

アクセスポイント選択
SampleABCD WEP 13
SampleEFGHIJ WPA-PSK
SampleKL WPA2-PSK 9
SampleMNOP なし 7

4. 選択した SSID のネットワークキーをメモします。

5.使用許諾契約の内容を確認して、［はい］をクリッ
クします。

SampleABCD

WEP

01234567890123456789ABCDEF

SampleEFGHIJ

WPA-PSK

543210EDCBA

SampleK

WPA2-PSK 1234ABCD

5.「手動でアクセスポイントを選択して設定する」
（P.1-7）の手順 9. 以降の操作を行います
●無線 LAN ルーターまたはアクセスポイントが表示され
ないとき
「更新」をクリックしてください。
「更新」をクリックしても情報が表示されないときは、
コンピューターと無線 LAN ルーターやアクセスポイ
ントの設定が完了しているか確認してください。

付 -2

付録

BUFFALO 社製無線 LAN ルーターやアクセスポイントの情報を確認する
BUFFALO 社製の場合、キヤノンホームページを参照して確認することもできます。

1. キヤノンホームページ（http://canon.jp/）にアクセスします。
2.「サポート」を選択して（1）、「目的別サポートメニュー」の「Q&A 検索」をクリックします（2）。
(1)

(2)

3.「キーワード検索」に ”SSID” と入力して（1）、「検索」をクリックします（2）｡

(1)

(2)

4.「検索結果の絞込み」の ” スモールオフィス向け複合機 ” をクリックします（1）。
5.「検索結果一覧」の ” アクセスポイント名称（SSID）/ ネットワークキー ( 暗号化キー ) を確認する方法（Windows）”
をクリックします（2）。

※ 無線 LAN ルーターやアクセスポイントの情報を確認するためのコンテンツが表示されます。

(2)
(1)

付 -3

付録

Macintosh で無線 LAN ルーターやアクセスポイントの情報を確認する
Macintosh 用「Canon MF/LBP ワイヤレスセットアップアシスタント」は製品本体に付属の User Software CDROM に収録されていません。
キヤノンホームページから次の手順で入手することができます。

1. キヤノンホームページ（http://canon.jp/）にアクセスします。
2.「サポート」を選択して（1）、「目的別サポートメニュー」の「Q&A 検索」をクリックします（2）。
(1)

(2)

3.「キーワード検索」に ”SSID” と入力して（1）、「検索」をクリックします（2）｡

(1)

(2)

4.「検索結果の絞込み」の ” スモールオフィス向け複合機 ” をクリックします（1）。
5.「検索結果一覧」の ” アクセスポイント名称（SSID）/ ネットワークキー ( 暗号化キー ) を確認する方法
（Macintosh）” をクリックします（2）
。

※ Macintosh で無線 LAN ルーターやアクセスポイントの情報を確認するためのコンテンツが表示されます。

(2)
(1)

付 -4
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