
プリントサーバー 設定 ガイド 

このガイドは以下のモデルに該当します。

TL-WR2543ND TL-WDR4300 TL-WR1042ND TL-WR1043NDTL-WR842ND
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第 1 章 概要
プリントサーバーはルーターに組み込まれている機能です。この機能により、ルーターに接続されているコン
ピューターとプリンターを共有できます。

一般的な構成例 

 注:
(1) クライアント ユーティリティ TP-LINK USB プリンター コントローラーは、Windows 7 32/64 ビッ

ト、Windows Vista 32/64 ビット、Windows XP 32/64 ビット、および Mac をサポートしています。
(2) 接続前に、プリンター互換性一覧においてお使いのプリンターがルーターをサポートされているかどうか

確認してください。プリンター互換性一覧のダウンロードについては、「付録: トラブルシューティン
グ」を参照してください。

(3) このガイドでは、設定手順の例として TL-WDR4300 を使用しています。
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第 2 章 インストールの前に 
プリントサーバーをインストールする前に、以下の点に注意してください。 

コンピューターにプリンターのドライバーがインストールされていることを確認してください。

インストールされていない場合は、先にプリンタードライバーをインストールしてください。

LAN 内のすべてのコンピューターで、ルーターを経由してプリントサーバーを共有する場合、ソフト　　

ウェアをインストールする必要があります。

 プリントサーバー機能をサポートしている USB ポートが搭載された TP-LINK ルーター

 USB 接続プリンターと USB ケーブル

 Windows XP/ Windows Vista/ Windows 7/ Mac で動作しているコンピューター 

 注:
リソース CD を実行するための CD-ROM ドライブが未搭載の Mac または Windows コンピューターでは、
当社の Web サイト www.tp-link.com から関連ソフトウェアをダウンロードしてください。詳細について
は、「付録: トラブルシューティング」を参照してください。
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第 3 章 Windows OS でのインストール

 2. 該当するルーター のモデルを選択して、
[USB プリンター セットアップ] をクリックします。

1.  1.ルーターのリソース CD を CD-ROM
ドライブに挿入します。

3. [開始] をクリックします。

4.説明に従って、コンピューターとプリンター
をルーターに接続します。
[次へ] をクリックします。
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 5LED ライトを確認し、[次へ] をクリックします。

 6. [次へ] をクリックし、プリンター共有ソフトウェアのイ
ンストールを開始します。

7.インストールの準備ができるまで少し時間がかかりま
す。

8. [次へ] をクリックし、TP-LINK USB プリンター コン
トローラーのインストールに進みます。
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 9.表示されたフィールドに情報を入力し、
[次へ] をクリックします。

11. [インストール] をクリックし、
インストールを開始します。

12. インストールが完了するまでお待ちください。10. [変更...] をクリックし、宛先フォルダーを選択するか、
既定のままを選択し、[次へ] をクリックします。
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 13. [終了] をクリックして、
インストールを完了し、
インストール ウィザードを終了します。

インストールが完了すると、TP-LINK USB
プリンター コントローラーが表示されま
す。この後、ルーター経由にてドキュメン
トを印刷できるようになります。

  注:
すべてのコンピューターでLAN 内のプリントサーバーを共有する場合、すべてのコンピューターにTP-LINK USB プリンター コ
ントローラーをインストールする必要があります。この章の手順に従ってLAN 内の他のコンピューターを設定してください。
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第 4 章 Windows OS のアプリケーション設定
TP-LINK USB プリンター コントローラーは、利用しているコンピューター上で USB プリンターを操作するために使用します。
正常にインストールが完了すると、  左記　　　　のアイコンがコンピューターのデスクトップ上に表示されます。

4.1 TP-LINK USB プリンター コントローラーを起動/終了するには 
USB プリンター コントローラーを起動するには、デスクトップ上の  左記のアイコンをダブ
ルクリックします。

USB プリンター コントローラーを終了するには、2 つの方法があります。

TP-Link USB プリンター コントローラー上で [システム] -> [終了] をクリックします。

画面の右下隅にある     アイコンを右クリックして、[終了] をクリックします。 
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4.2 TP-LINK USB プリンター コントローラーを使用するには 
4.2.1　印刷するには  

印刷するには、まず自動接続プリンターを設定する必要があります。正常に設定が完了すると、自動的に印
刷タスクを実行できるようになります。

自動接続プリンターを設定するには、以下の手順に従ってください。

手順 2:[印刷用の自動接続] タブで
逆三角形マークをクリックしてリストを
表示し、[自動接続プリンターの設定] を
選択します。

手順 1:自動接続プリンターとして設定する
プリンターを選択し、強調表示にします。
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正常に設定が完了すると、プリンターが自動接続プリンターとして設定されます。その後、自由に印刷を実行
できます。

手順 3:自動接続プリンターとして設定する
プリンターの名前をチェックし、
[適用] をクリックします。



      Application for Windows OS 

-10-

• プリンターの自動接続機能を無効にする場合は、この自動設定したプリンタを
削除します。

方法 1:
 [印刷用の自動接続] タブのドロップダウン
リストから [自動接続プリンターの削除] を
選択します。

2. 自動接続プリンターを選択し、
[削除] をクリックします

方法 2:
1.[ツール]->[自動接続プリンター一覧] を選
択します。
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4.2.2 スキャンするには 

スキャン機能を使うには2 つの方法があります。.

方法 1:ネットワーク スキャナー
Step 1: 手順 1:スキャナーまたは

 MFP を選択します。

手順 2:[ツール] をクリックして 
[ネットワーク スキャナー] を選択

します。
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Step 3: 手順 3:スキャンする写真の種類を
             選択し、[スキャン] をクリックします。 

Step 4:画像セットの 名前を付けてファイル形式を選択し、

               [参照...] をクリックしてファイルの宛先を選択するか、
               既定のままを選択し、[次へ] をクリックします。 
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Step 5: スキャンが完了するまでお待ちください。 

Step 6: 処理が 100% になって保存されたら、
 [閉じる] をクリックしてスキャンを完了します。
 前の手順 4 で選択した場所を開いて
スキャンされた写真を確認してください。
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方法 2:プリンタのスキャナーに接続

注:
このスキャン方法を実行する場合は、[スキャンの切断] タブをクリックしてスキャンを解放するか、[接続要求] 
を受け入れるまで、LAN 内の他のユーザーはスキャナーまたは MFP を共有しての印刷およびスキャンを実行
することができなくなります。

手順 1:スキャナーまたは MFP を選択します。

手順  2 : [スキャン用に接続 ] 
タブをクリックします。

正常に設定され、スキャンの準備が完了
したら、[... による手動接続] が表示さ
れ、スキャンを開始できます。
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手順 3:スキャンが終了したら、
[スキャンの切断] タブをクリックして、
スキャナーまたは
MFP を必ず解放してください。

接続要求
LAN 内の 1 台のコンピューターがスキャナーに接続している状態の場合、スキャナーおよび MFP は、このコンピューターのみが
使用できる状態です。このとき他のユーザーがプリンターを使いたい場合は、「接続要求」を実行してください。 

手順 1:共有したいスキャナーまたは 
　　　MFP を選択します。

手順 2:[接続要求] タブをクリックします。
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手順 3:　接続要求を送信する
ウィンドウが表示されます。
応答があるまでしばらく待ちます。

Step 4: 手順 4:使用中のユーザーが
　　　　接続要求を受け入れたら、
　　　　[終了] をクリックして、
　　　　印刷またはスキャンを開始します。
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4.2.3 その他の機能/設定

設定
[ツール]-> [設定] を選択し、[Windows にログインしたときに自動実行する] オプションをオンにし、
[OK] をクリックします。本設定をオンにすると、TP-LINK USB プリンター コントローラーは、コン
ピューターにログインするたびに自動的に実行されます。

本設定をオンにすると、TP-LINK USB プリンター コントローラーは、コンピューターにログインするたびに自動的に実行されます。

バージョン情報

[バージョン情報] -> [バージョン情報] を選択すると、新規にウィンドウが開き、コントロール センターにつ

いての情報が表示されます。
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サーバーの設定
ルーターを選択し、[サーバーの設定] タブをクリックすると、ルーターのログイン ウィンドウが表示されま
す。ユーザー名とパスワード (初期値は両方とも admin) を入力して、ルーターの Web ベース管理ページにロ
グインする必要があります。
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第 5 章 Mac OS でのインストール
1.当社の Web サイト www.tp-link.com から
ソフトウェア
TP-Link UDS Printer Controller Installer.dmg 
をダウンロードしてセットアップします。

2.ダウンロードしたソフトウェアを
ダブルクリックします。

3. 表示されたウィンドウで 
TP-Link UDS Printer Controller Installer.app
をダブルクリックします。
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4.[インストール] をクリックし、
インストールを開始します。

5.[再起動] をクリックし、
ソフトウェア のインストールを終了します。
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第 6 章 Mac OS のアプリケーション
6.1 TP-LINK USB プリンター コントローラーを起動/終了するには

• USB プリンター コントローラーを起動するには、デスクトップ上にある左記 のアイコンを
　ダブルクリックします。 

USB プリンター コントローラーを終了するには、2 つの方法があります。

Dock 上の 　　　左記のアイコン上で左クリックを長押しし、[終了] をクリックしてコントローラーを終了します。 
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 Step 2: 手順 2:[印刷用の自動接続] タブを
クリックしてリストを表示し、
[自動接続プリンターの設定] を選択します。 

6.2 TP-LINK USB プリンター コントローラーを使用するには
6.2.1 印刷するには 

印刷するには、まず自動接続プリンターを設定する必要があります。正常に設定が完了すると、印刷が実行
できるようになります。

自動接続プリンターを設定するには、以下の手順に従ってください。

手順 1:プリンターを選択します。
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正常に設定が完了すると、プリンターが自動接続プリンターとして設定されます。その後、自由に印刷を実行
できます。

 Step 3:手順 3:自動接続プリンターとして
            設定するプリンターを選択し、
           [適用] ボタンをクリックします。 
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• プリンターの自動接続機能を無効にする場合は、この自動設定したプリンタを削除します。 

方法 1:

 [印刷用の自動接続] タブのドロップダウン 
リストから [自動接続プリンターの削除] 
を選択します

方法 2:

1. 1.[ツール]->[自動接続プリンター一覧] 
       を選択します。
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6.2.2 スキャンするには

スキャン機能を使うには2つの方法があります。 

方法 1:ネットワーク スキャナー 
手順 1:スキャナーまたは MFP を選択します。

2.  2.自動接続プリンターを選択し、
       [削除] をクリックします。
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手順 2:[ツール] をクリックして [ネット          
ワーク スキャナー] を選択します。

手順 3:スキャンする写真の種類と保存先を選択し、
           写真に名前を付けて、保存形式を選択し、
           [スキャン] をクリックします。
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手順 4:スキャンが完了するまでお待ちください。

手順 5:スキャンが完了すると、
           中央にスキャン結果が表示されます。
           前の手順 3 で選択した保存場所を開いて
           スキャンされた写真を確認してください。
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方法 2:プリンターのスキャナーに接続

 注:
このスキャン方法を実行する場合は、[スキャンの切断] タブをクリックしてスキャンを解放するか、[接続要求] 
を受け入れるまで、LAN 内の他のユーザーはスキャナーまたは MFP を共有して印刷およびスキャンを実行す
ることができなくなります。
手順 1:スキャナーまたは MFP を選択します。

手順  2 : [スキャン用に接続 ] 
        タブをクリックします。

正常に設定され、スキャンの準備ができたら、
[... による手動接続] が表示され、スキャンを開
始できます。
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手順 3:スキャンが終了したら、[スキャンの切断] を
           クリックしてスキャナーまたは MFP を
           必ず解放してください。

LAN 内の 1 台のコンピューターがスキャナーに接続し
ている状態の場合、スキャナーおよび MFP は、この
コンピューターのみが使用できる状態です。このとき
他のユーザーがプリンターを使いたい場合は、「接続
要求」を実行してください。
接続要求 

LAN 内の 1 台のコンピューターがスキャナーに接続している状態の場合、スキャナーおよび MFP は、このコンピューターのみ
が使用できる状態です。このとき他のユーザーがプリンターを使いたい場合は、「接続要求」を実行してください。

手順 1: 共有したいスキャナー
            または MFP を選択します。

手順 2:[接続要求] タブをクリックします。
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手順 3:接続要求を送信する
           ウィンドウが表示されます。
           応答があるまでしばらく待ちます。

手順 4:使用中のユーザーが接続要求を受け入れたら、
           [閉じる] をクリックして、
           印刷またはスキャンを開始します。
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6.2.3 その他の機能/設定

• バージョン情報 

[TP-Link USB プリンター コントローラー] -> [バージョン情報] を選択すると、新規にウィンドウが開き、こ
のプリンター コントローラーについての情報が表示されます。

サーバーの設定 

ルーターを選択し、[サーバーの設定] タブをクリックすると、ルーターのログイン ウィンドウが表示されま
す。ユーザー名とパスワード (初期値は両方とも admin) を入力して、ルーターの Web ベース管理ページにロ
グインする必要があります。
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• ログイン時に開く 

Dock 上の 左記            アイコン上で左クリックを長押しし、[オプション] -> [ログイン時に開く] を選択します。

本設定をオンにすると、TP-LINK USB プリンター コントローラーは、Mac にログインするたびに自動的に実行されます。
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付録:トラブルシューティング
1.プリンター互換性一覧はどこにありますか?

当社の Web サイト www.tp-link.com にアクセスし、 [Products] -> [Wireless] を選択して該当する製品モデル
を選択し、[Download] -> [Document] -> [Printer Compatibility List] を選択します。
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2.インストール用の関連ソフトウェアはどこにありますか?

当社の Web サイト www.tp-link.com にアクセスし、[Products] -> [Wireless] を選択して該当する製品モデルを
選択し、[Download] -> [Software] -> [Utility] を選択しま、ページが表示されましたら、ここで USB Printer

Controller_Utility を選択してダウンロードします。
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3.Web ベースの管理ページでプリントサーバーを管理する方法は?
ルーターのプリントサーバー機能は、初期設定で有効になっています。この機能を無効にするには、Web ベースの管理ページに
ログインする必要があります。以下の手順を参照してください 。(以下の例は Windows 7 を使用して場合で説明しています)

3） ルーターのログイン ウィンドウが表示されます。
           ユーザー名とパスワードの両方に 
           admin (小文字) と入力します。
           [OK] ボタンをクリックするか、
           Enter キーを押します

1) ワイヤレス ルーターに有線、もしくは無線にて、 PC またはノート パソコンが接続されていることを確認します。

2) TP-LINK USB プリンター コントローラーを起動し、ルーターを選択して、[サーバーの設定] タブをクリックします。
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4) [USB 設定] -> [プリントサーバー] を選択します。
         [停止] をクリックすると機能が無効になり、[開始] をクリックすると有効になります。
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