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2) ｢ネットワークと共有センターを開く｣をクリックします。

3) ネットワークと共有センターが開きましたら、左上にある｢ ｣を
クリックします。

1-1.ネットワークの共有設定を確認する

a. Windows 10
※設定時は （ Administrators ）権限のユーザーアカウントでログオンしてください。

1) 画面右下のタスクトレイにあるインターネットアクセスのアイコンを右クリックします。
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4) と「ファイルとプリンターの共有を有効にする」に チェックが入っ
ているか確認します。
チェックが入っていない場合はチェックを入れ、 をクリックします。
※ ｢ ｣はグレーアウトしておりクリックできません。

POINT
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b. Windows8.1/8の場合
※設定時は （ Administrators ）権限のユーザーアカウントでログオンしてくださ

い

1) 「コントロールパネル」を開きます。

2) 「ネットワークと共有センター」を開きます。

画面左下のスタートアイコン上で右クリックする、または「Windows」キーを押しながら「X」キーを
押してメニューリストを表示させて、「コントロール パネル」をクリックします。

・キーボードのWindowsロゴキーを押しながら
「X」キーを押す

・ を右クリックする

カテゴリー表示の場合は「ネットワークの状態とタスクの表示」を、アイコン表示の場合は
「ネットワークと共有センター」をクリックします。

OR
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3) をクリックします。

4) と「ファイルとプリンターの共有を有効にする」にチェックが
入っているか確認します。
チェックが入っていない場合はチェックを入れ、 をクリックします。
※ ｢ ｣はグレーアウトしておりクリックできません。

POINT
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1) 「ネットワークと共有センター」の画面を開きます。

「スタート」メニューから「コントロールパネル」を選択し、「ネットワークとインターネット」の
「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。

※表示方法が「アイコン」の場合は「ネットワークと共有センター」をクリックしてください。

c. Windows7の場合
※ （ Administrators） 権限のユーザーアカウントでログオンしてくださ

い

2) をクリックし「共有の詳細設定」を表示させます。
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3) と「ファイルとプリンターの共有を有効にする」にチェックが
入っているか確認します。
チェックが入っていない場合はチェックを入れ、 をクリックします。
※ ｢ ｣はグレーアウトしておりクリックできません。

POINT

【補足】
アクティブなネットワークが「パブリックネットワーク」の場合、「ホームネットワーク」または、「社内ネットワー
ク」
＊パブリックネットワークとは、公共の場所でWi-Fi
多数のパソコンが同じネットワークを共有する状態のことを指します。
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1) スキャンデータを保存するフォルダーを作成します。
-1 ｢スタート｣アイコン上で右クリックでメニューリストを表示さ、「エクスプローラー」を選択。

または、デスクトップ上の「PC」アイコンをダブルクリックするか、メニューリストを表示させて
「エクスプローラー」を選択します。

-2 ハードディスクドライブのCドライブ（ローカルディスク(C:) )アイコンをダブルクリックします。
Cドライブの画面が開きます。（Cドライブ直下へ作成する場合）

1-2.共有フォルダーを作成する

a. Windows10/8.1/8の場合
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-3 空白部分で右クリックし、 「新規作成」をポイントして「フォルダー」をクリックします。
*もしくはツールバーで新しいフォルダーを作成

-4 ṕ 12文字以内推奨し
ます。環境によっては、正常にアクセス出来ない場合があります）

Ḳ scan」

2) 

作成したフォルダを右クリックしてメニューを表示させ、「共有(H)」－「特定のユーザー…」を
クリックします。

※Windows10において「共有(H)」が表示されない場合、次ページを参照ください。
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「共有(H)」が表示されない場合

作成したフォルダを右クリックしてメニューを表示させ、
｢アクセスを許可する(G)」－「特定のユーザー…」をクリックします。

※Windows10 更新プログラムの状況により、｢共有(H) ｣の表示ではなく ｢アクセスを許可する(G)」が
表示されます。
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3) 共有フォルダにアクセスできるユーザーを追加します。
プルダウンメニュー（▼)から「Everyone」を選択し、「追加(A)」をクリックします。

4) 追加した「Everyone」のアクセス許可レベルをクリックし、「読み取り/書き込み」を選択して
「共有(H)」をクリックします。

POINT

POINT

＊上記は「Everyone
合、特定のユーザーやグループのアクセス許可をしてください。
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5) (D)」をクリックして「ファイルの共有」画面を閉じます。

※Point：「個別の項目」に表示されている「¥¥xxx¥yyy」の「xxx」はコンピューター名、「yyy」は
フォルダーの共有名です。 (上記の場合はscan)

アドレス帳登録時に必要な情報のためメモしておいてください。

6) (D)」をクリッック

1) 共有フォルダーの「プロパティ」を開き、「セキュリティ」を開きます。

2) 追加したユーザーを選択し、 にチェックが付いている事を確認

追加したユーザー名がユーザー欄に無い場合、
「編集」をクリックして追加してください。

3) 

■ 上記の設定で送信エラーが出る場合、フォルダーのセキュリティーを確認してください。
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1) スキャンデータを保存するフォルダを作成します。
コンピューター画面を開き、Cドライブ（ローカルディスクC:)またはDドライブ（ローカルディスクD:)の
アイコンをダブルクリックし、「新しいフォルダー」をクリックしてフォルダーを作成します。

※空白部分で右クリックし、 「新規作成」をポイントして「フォルダー」をクリックしても
フォルダーが作成できます。

b. Windows7の場合

3) スキャンデータ保存先のフォルダーを共有設定します。
フォルダーを開き、「共有」タブをクリックし「特定のユーザー...」を選択します。
※フォルダー上で右クリックして「共有(H) 」－「特定のユーザー...」を選択してもOKです。

4) 共有フォルダーにアクセスできるユーザーを追加します。
プルダウンメニュー（▼)から「Everyone」を選択し、「追加(A)」をクリックしてください。

2) 
Ḳ scan」
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5) 追加した「Everyone」をクリックし、アクセス許可のレベルを「読み取り/書き込み」
「共有(H)」をクリックしてください。

6) (D)」をクリックして「ファイルの共有」画面を閉じます。

※Point:「個別の項目」に表示されている「¥¥xxx¥yyy」の「xxx」はコンピューター名、「yyy」は
フォルダーの共有名です。アドレス帳登録時に必要な情報のためメモしておいてください。

POINT

POINT
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1-3.アドレス帳の登録に必要な情報を確認する
a. コンピュータ名とフルコンピューター名を確認する

文書の宛先となるコンピューター名とフルコンピューター名を確認、メモします。
＊ここではWindows10の説明をします。

① 「スタート」⇀「システム」を選択（他OSではコントロールパネル等からお願いします）

2) コマンドプロンプトから確認する場合
① ṕWindows10の場合、Windows Power Shellでも可）

・Windows7：「スタート」→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」－「コマンドプロンプト」をクリックします。
・Windows8/8.1/10：メニューリスト（「Windows」キー＋「X」キーを押して表示) から
「コマンドプロンプト(C) 」をクリックします。

・Windows10：スタートアイコンの上で右クリックし、表示されたメニューの中から
「コマンドプロンプト」をクリックします。

② コマンドプロンプトに「net config workstation」 [Enter]キーを押します。

１）システム画面から確認する場合

【注意】コンピューター名に漢字、かな、カタカナなど、全角文字やスペースを使用すると送信できません。
コンピューター名を半角英数字
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b. ユーザー名とドメイン名を確認する場合

Windowsにログオンする際のユーザー名、ドメイン名をメモします。

2) コマンドプロンプトから確認方法

・コマンドプロンプトから確認する場合を参照（P15）

ユーザー名とドメイン名を確認します。
（上記の場合、ユーザー名 「kyocera001」,ドメイン名（ログオン ドメイン）「KM」 です。

＊本体クイックガイドにも掲載していますのでご確認お願いします。
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1-4.スキャナー送信用アドレス帳(SMB)を登録する

アドレス帳は本体操作またはWebブラウザを使用して登録します。
ここではWebブラウザを使用した登録手順を説明します。
（本体操作による登録手順は使用説明書、クイックガイドをご参照ください。) 

1) インターネットの画面(Webブラウザ)を開き、アドレスバーに複合機のIP
Enterキーを押します。「CommandCenterRX」が開きます。
※複合機のIPアドレスの確認方法はP.20を参照してください。
※セキュリティ確認の画面が表示された場合は、以下のメニューを選択してください。
※Command CenterRXの詳細は別紙の操作手順書を参考ください。

・ホーム画面から確認する

1) ホーム画面を開きます。
2) 画面下部の「機器情報」アイコンを押します。

3) 「IPアドレス IPv4：」に表示されているアドレスを確認します。
) 192.168.1.100

※ホーム画面に「機器情報」アイコンが無い場合は、「タスク画面」アイコンを押し
「機器情報」→ /有線」→ 「IPアドレス IPv4：」を確認します。

・ステータスページを確認する

1) 「システムメニュー」（または「システムメニュー/カウンター」）を押します。
2) 「レポート」→「レポート印刷：次へ」→「ステータスページ：印刷」→「はい」を選択します。

（または「レポート」→「レポート印刷」→「ステータスページ」→「はい」を選択）
3) 「ネットワーク」－「IPv4」－「IPアドレス」を

確認してください。

1.複合機本体の「IPアドレス」確認します。

2.複合機本体の「アドレス帳」へ登録します。
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1) インターネットの画面(Webブラウザ)を開き、アドレスバーに表示されているURLをすべて削除し、
半角で複合機のIP Enterキーを押します。「CommandCenterRX」が開きます。

【Internet Explorer】

【Google Chrome】

※セキュリティ確認の画面が表示された場合は、以下のメニューを選択してください。

【Microsoft Edge】

この表示をすべて削除
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2) メニューの「本体アドレス帳」を選択し、「追加」をクリックします。

3) SMB 設定」をクリックします。アドレス帳が登録されます。

※PC入替え時は該当のアドレスの「番号」または「名前」
をクリックし、編集画面(詳細情報)を開きます。

※

本体アドレス帳に表示される名前

ﾌﾘｶﾞﾅ(半角英数ｶﾅ文字)

コンピュータ名(半角英数字)  または
パソコンのIPアドレス(半角数字)

ファイル共有したフォルダー名

パソコンのログインユーザー名
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2-1. パソコンのIPアドレスの確認方法

1) コマンドプロンプトを開きます。
・Windows7：「スタート」→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」－「コマンドプロンプト」を

クリックします。
・Windows8/8.1/10：メニューリスト（「Windows」キー＋「X」キーを押して表示) から

「コマンドプロンプト(C) 」をクリックします。

・Windows10：スタートアイコンの上で右クリックし、表示されたメニューの中から
「Windows Power Shell」をクリックします。

※Windows10の場合
「コマンドプロンプト」または「Windows Power Shell」どちらかの

表示になります。

2) キーボードから「ipconfig」 Enterキーを押します。

3)  「IPv4アドレス」の値を確認します。

※無線ネットワークの場合は「ワイヤレスネットワーク接続」や「WirelessLANadapterWi-Fi」
の 「IPv4アドレス」の値を確認します。

2.困ったときは
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2-2. ログインユーザー名が全角文字のためアドレス帳が登録できない時の対応

機種によりログインユーザー名に漢字、ひらがな、カタカナ、全角文字などが使用できない場合が

■方法1：パスワード保護共有を無効にする

1.コントロールパネルを開きます。
2.「ネットワークと共有センター」を選択します。
※カテゴリー表示の場合は「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共有センター」を
選択します。

3. を選択します。
4.「パスワード保護共有」の設定を確認します。

・Windows10/8.1/8の場合 -----------------------------
1)最下段にある「すべてのネットワーク」の右端の丸いボタン(Ｖ)を選択します。
2)「パスワード保護共有」の設定を確認します。
「有効」の場合は「無効」 を押します。

・Windows7の場合 -------------------------------------
1)「パスワード保護共有」が「有効」の場合は「無効」 を押します。

※最初から「無効」だった場合はそのまま手順5.へ進みます。
5.アドレス帳(SMB)の「ログインユーザー名」と「ログインパスワード」に任意(架空)のユーザー名と

「設定」を押します。
ṕ Ṗ Ḳadmin ログインパスワード：admin

6.

■方法2：ユーザーアカウントを追加する
※アカウントを追加すると、パソコン起動時の画面や操作が変わる場合があります。

1.Windowsの「設定」または「コントロールパネル」を開き、新しいユーザーアカウントを
追加します。

2.アドレス帳(SMB)の「ログインユーザー名」と「ログインパスワード」に追加したアカウント名と
「設定」を押します。

3.
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2-3. エラーが発生した場合

１. コンピューター名の名前解決が出来ていません。
ỄḰ
３．セキュリティーソフトによる制限が掛かっている。

SMB送信時のエラーが発生した場合、想定原因と処置方法をご確認下さい。
また、本体ファームウェアは最新Ver

エラーコード一覧 内容
1101 宛先ホストがネットワークに存在しない
1102 宛先ホストへのログインが失敗した
1103 宛先ホスト、宛先フォルダー、ファイル名が無効である
1105 SMBプロトコルが有効になっていない
2101 宛先ホストへのログインが失敗した
2201 スキャンデータの書き込みが失敗した
2203 一定時間以上宛先ホストから応答がない

・ コンピュータ名は正しく登録されていますか？

主な原因

コンピュータ名は１バイトの半角英数字でないと装置から接続できません。コンピュータ名に、全角
英数字、ひらがな、カタカナ、漢字、スペースが含まれている場合は、コンピュータ名を半角英数字に

IPアドレス（固定）にて登録をお願いします。 ＊クイックガイド参照

① 送信エラー1101（宛先ホストがネットワークに存在しない）

・ アドレス帳のホスト名とコンピューター名の登録が誤っていませんか？

・ ṕ Ṗ

・ Windows

・ アクティブなネットワークが「パブリックネットワーク」の場合、「ホームネットワーク」、「社内ネットワーク」へ
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② 送信エラー1102 1103（宛先ホストへのログイン失敗/宛先ホスト、宛先フォルダー、ファ
イル名が無効である)

主な原因として、アドレス帳のログインユーザー名／ログインパスワードが正しく認証できていないが
考えられます。また、本体ファームウェアは最新Ver

1.ログインユーザー名/
2.ログインユーザー名/
3.
4.ドメイン環境だがログインユーザー名にドメイン名が含まれていない
5.パスワードが設定されていないアカウントを使用している
6.
7.共有フォルダーのアクセス権の設定が正しくされていない

主な原因

1,2,3について
「アドレス帳の登録に必要な情報を確認する」を確認して、ログインユーザー名が正しくアドレス帳に
登録されているか？確認お願いします。
・パスワードはお客様に確認してください。

4.ドメイン環境だがログインユーザー名にドメイン名が含まれていない

ドメイン環境の場合、ログインユーザー名に「ドメイン名¥アカウント名」
下記の場合、ログインユーザー名は「KM¥kyocera001」になります。
＊ドメイン名の確認は、「ユーザー名とドメイン名を確認する場合」を参照お願いします。
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５.パスワードが設定されていないアカウントを使用している場合

・アカウントを新規作成して、新しくパスワードを設定します。
ユーザーアカウントには、「ローカルユーザーアカウント」と「ドメインユーザーアカウント」があります。

【参考】 空白パスワードのアカウントのログインを可能にする設定（Windows7の場合）
＊セキュリティーレベルの観点からパスワードの新規追加の対応が望ましい
1) コントロールパネルから[ ]を起動
2) [ローカルセキュリティーポリシー]を起動する。

3) [ローカルポリシー]⇀[セキュリティーオプション]⇀[アカウント：ローカルアカウントの空のパスワード
の使用をコンソールログオンのみに制限する]を開く

４) [無効]を選択しＯＫを押す

■ローカルユーザーアカウントの作成 (Windows8の場合)
[コントロールパネル]⇀[ ]⇀[PC設定で新しいユーザーを追加]⇀
[ユーザーの追加]⇀[Microsoftアカウントを使わずにサインインする]⇀[ローカルアカウント]⇀[パスワード]
⇀[パスワード確認]⇀ヒント [ ]をクリックしてください。
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6.

1)
Ḵ

Ḵṕ Ḳ¥¥コンピュータ名¥共有名）

2)共有フォルダ内のサブフォルダにスキャンデータを保存したい場合は、
「フォルダの共有名¥サブフォルダ名」ṕ Ḳscan¥testṖ

1)アクセス権が読み取り専用になっている場合は、 に許可に設定する。

2)ログインユーザーに登録したアカウントのアクセス権が設定されていない。

3)共有のアクセス権は正しく設定されているが、ローカルセキュリティにアカウントの
アクセス権が設定されていない。

⇀フォルダのプロパティ画面の「セキュリティ」タブを開き、「グループ名またはユーザー名」
にログインユーザー名に登録したアカウント（または所属るグループ名）が表示されているか確認する。

表示されている場合はアクセス権が正しく設定されているか確認する。
＊ 共有フォルダーを作成 参照

7.共有フォルダのアクセス権が正しく設定されていない。
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③ 送信エラー 2101/2203が表示（宛先ホストへのログインが失敗した/一定時間以上宛
先ホストから応答がない）

1.アドレス帳（SMB）のホスト名に登録しているIPｱﾄﾞﾚｽと現在のIPアドレスが一致しない
2.Windowsファイアウォール、セキュリティーソフトの影響を受けている
3.ネットワーク障害が発生

主な原因

1. PCのIPアドレスを確認してください。（DHCP
ありますので、DHCP範囲外に設定するか、ホスト名にて登録をお願いします。

（スキャナー送信用アドレス帳(SMB)を登録する参照）

2. Windows
（Windows Ṗ

3. LANケーブル、HUB、ルーター、PC

・Windowsファイヤーウォールの「ファイルとプリンタの共有」にチェックを入れる
・ネットワークのプロパティの「Microsoftネットワーク用プリンタとファイル共有」に
チェックが入っているか確認してください。
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2-4. Windows

1.[スタート]→[すべてのプログラム]→[ウイルスセキュリティ]→[ウイルスセキュリティ の起動]をクリックします
2.
3.「設定」をクリックします。
4.「ネットワーク」タブをクリックします。
5.「追加」をクリックします。
6
1)「IPアドレスを指定」にチェックを入れます
2)機械本体のIP
3)「このエントリーを許可ゾーンに設定します」にチェックを入れます
4)「OK」をクリックします

Windows 一時的に無効に設定して
確認をお願いします。

② （ソースネクスト社「ウィルスセキュリティZERO ṕ Ṗ

ポート：[137、138、139、445]を除外設定に登録して確認する。

① Windowsファイアウォールの確認

1-1 [コントロールパネル]⇀[Windowsファイアウォールを介したアプリまたは、機能を許可]⇀
[ファイルとプリンターの共有]のチェックを確認お願いします。

③ IPアドレスで解消しない場合は「ポート」の制限を確認お願いします。

＊セキュリティー運用上遮断している場合がありますので、確認お願いします。
ẁ

[スタート] → [コントロールパネル] → [システムとセキュリティ] → [Windows ファイアーウオール] → 
[詳細設定] → [受信の規則]とクリックして選択。 [SMB over TCP]が許可されているか確認してくだ
さい。

1-2 受信の規制の確認
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2-5. ポート 「137,138,139,445」とは？

＊NBT=NetBIOS over TCP/IP)

ẁ

使用するサービス プロトコル種別と使用ポート番号
NBT―NetBIOS名前サービス TCPおよびUDPの137番ポート

NBT―NetBIOSデータグラムサービス UDPの138番ポート

NBT―NetBIOSセッションサービス TCPの139番ポート

ダイレクトホスティングSMB TCPの445番ポート

Windowsファイル共有で使用されているポートです。TCPポート 139,445が閉じると共有フォルダーは
WindowsỊ SMB送信は445番が使用されています。

【注意】ランサムウェア対策等で、遮断設定している場合がありますので、必ずご確認お願いします。
上記の場合は、ファイル共有システムが使用できません。

設定は、[コントロールパネル]⇀[Windowsファイアウォール]⇀[詳細設定]⇀[受信の規則]で確認。

＊Windows10の場合


