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いまが旬の製品を徹底比較

無線LAN対応
プリントサーバー
プリントサーバーがUSB対応になるとともに、より小型軽量化して価格も下がってき
た。また IEEE 802.11bの無線 LANに対応した製品も着実に増えてきている。今
回は、無線LAN対応のプリントサーバーを中心に、印刷環境の無線化に焦点を当てて
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テストを行った。

家庭でも企業でも
プリンターを無線化して配置をフリーに

合はプリンターの置き場所に困る。結局、いつ
もはどこかに収納しておいて、使うときだけプリ
ンターを持ち出してパソコンとつないで使ってい
るユーザーも少なくないだろう。せっかくノート
パソコンに無線LANを導入してLANケーブルが

に気付く。プリンターはオフィスのコピー機など

いらなくなっても、プリンターを使うときには面倒

プリンターの無線化で
快適印刷環境を整備しよう

と一緒の場所に置かれることが多い。紙の補

になってしまう。

充などを考えるとひとまとめに置いたほうが便利

プリンターを無線 LANを介して接続できれば、

家庭でも企業でもプリントサーバーが使われて

だからだ。しかし、設置場所にLANのケーブル

この2つのケースのどちらも、置き場所は完全

いるのを目にすることが多くなった。プリントサ

が配線されていないために、あとでLANケーブ

にフリーになる。一番収まりのいい場所に、ケ

ーバーが低価格で手に入るようになり、プリン

ルを引き回すのに苦労した経験はないだろうか。

ーブルの心配をしないで設置できるのだ。無線

ター共有の便利さが広く知られるようになったこ

また、家庭内でもデスクトップパソコンをパソコ

LANを搭載したプリントサーバーは、従来の有

とも、その普及に拍車をかけている。

ンラックに鎮座させている場合は一緒にプリン

線LANのものよりまだ割高ではあるが、しかし1

だが、オフィスに目をやるとまだ問題があること

ターを置けるが、ノートパソコンを使っている場

万円台で入手できるものが出てきて決して高価
なものではなくなっている。また、プリンターに

■プリントサーバーの接続

無線LANを内蔵したものも出始めており、新規
無線LANアクセスポイント
または
無線LAN対応ルーター

デスクトップPC（有線）

にプリンターを購入する場合には、そういった機
種も有力な候補になる。
なお、プリントサーバーはUSB接続に対応した
インターネット

もちろん有線LAN上の
PCからも印刷OK

ものが増えてきている。というのも、家庭向け
で主流のインクジェットプリンターは、USBポー
トのみを搭載しているものが多いからだ。企業

無線LAN対応
プリントサーバー

無線LANを経由して印刷
双方向対応なら
プリンターの状態も確認できる

向けの高機能なプリンターでもUSBポートはほ
とんど搭載しているから、これからはUSBポート
対応のプリントサーバーが断然おすすめなのだ。
また、無線 LANは IEEE 802.11b対応が主流

ノートPC＋無線LAN
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無線LANを使う場合は、通常アクセスポイントを
経由するように設定する。無線LANのアドホック
モードを使ってアクセスポイントなしで通信するこ
とも可能だ。もちろん、アクセスポイントがあれば
有線LAN側のパソコンからも印刷できる。
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な ので、IEEE 802.11gは 互 換 性 があるが、
IEEE 802.11aの無線 LANとは接続できない
プリンター

ので注意してほしい。
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無線LAN対応
プリントサーバー

双方向通信対応なら
紙切れもインク残量もチェック可能

■プリンターの双方向通信
双方向通信対応のときは、紙切れや
インク残量などがパソコン側で確認できる

プリントサーバーを利用していて困るのが紙切
無線LAN対応
プリントサーバー

れやインク切れなどの対応だ。離れた場所に設
置してあるプリンターに印刷しようと思って印刷
を始めたけれど、紙が切れていて補充して戻っ
双方向通信対応にはなっていないときは、
印刷のみ可能

たら、今度は紙が詰まってしまって印刷し直し。
さらに今度はインクが切れて……などとパソコ

ノートPC＋無線LAN

ンとプリンターの間を何往復も走り回った経験

プリンター
双方向通信に対応したプリントサーバーでは、プリン
ターの状態を離れた場所のパソコンからも容易に確
認できる。

はないだろうか？ これまでのプリントサーバー
はパソコンとプリンターとの間でエラー情報な
どを交換する双方向通信に対応できていないも

ノンプリンター対応の2機種は、双方向通信に

のが多かったため、このようなトラブルが起きて

対応しているだけでなく、プリンタードライバー

Mac OSでは利用できるプリンターは
ほんの一部に限定される

もパソコン画面では把握できず、あたふたと対

や付属のユーティリティーなどが全体としてネッ

マックユーザーにはすでに知られていることだ

応に追われる羽目になっていた。

トワークに対応できているので、USB接続の場

が、Mac OSでは原則として無条件にネットワ

双方向通信に対応していれば、紙切れもインク

合とまったく同じ環境でプリンターが利用でき

ークで使えるのは、ポストスクリプトプリンター

残量もパソコン側で把握できる。特に、インク

る。価格はやや高めだが、プリントサーバーを入

とドライバーがネットワークに対応している一部

ジェットプリンターのインク残量はプリンター本

れたためにユーティリティーが使えないというこ

のネットワーク対応プリンターだけだ。キヤノン

体ではなくパソコン側でしか確認できない機種

とはなく、企業内で利用する場合などはプリン

のプリンターや専用で対応したプリントサーバ

が多いので、双方向通信に対応したプリントサ

ターの印刷管理がぐっとラクになる。

ーなど、使えるものもあるが数は少ない。なお、

ーバーがあれば、USBで直結しているような感

また、プリンターに有線LAN（100BASE-TX）
や

Mac OS X Panther 10.3からは、ウィンドウズ

覚で利用できる。なお、双方向通信対応といっ

無線 LAN（IEEE 802.11b）
を内蔵した廉価版

側のプリンターを共有する機能が標準でサポー

ても、プリンターの機種を限定している場合と、

の複合機も出てきた。この場合には、印刷だけ

トされたので、印刷の可能性は広がったと見て

たとえば日本ヒューレット・パッカードの PJL

でなく、統合されているコピー、スキャナー、フ

いいだろう。

（Printer Job Language）
などのプロトコルで指

ァックス、メモリーカードインターフェイスなどの

しかし、プリントサーバーを購入する際には単に

定されているものがある。プリンターとの組み合

機能が総合的に無線LAN経由で利用できるよ

「Mac OS対応」
と書かれていても、注意書きと

わせは購入前にチェックが必要だ。

うになり、よりいっそう快適に使える。これらの

して「ただしポストスクリプトプリンターのみ対

複数の機器をそれぞれUSBなどでパソコンに接

応」などと限定されていることが多い。この記述

メーカー指定の専用機なら
複合機の機能もネットワーク共有できる

続するのに比べても設置が圧倒的にスマート。

だけで判断せずにプリンターとの組み合わせで

日本でもプリンターは複合機の時代に突入しつ

メーカーの資料などをよく吟味して確認しておく

今回テストをしたプリントサーバーの中で、キヤ

つあるようだ。

べきだ。

↑双方向通信でドライバーも対応しているので、紙が切れると教えてくれる。

←インク残量の表示もご覧のとおりだ。これは、Mini-UWFFのPJL対応。
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USBポート搭載
無線LAN対応プリントサーバー
ラインナップ
NetHawk Wireless-Print11
新潟キヤノテック

jhttp://www.niigata-canotec.co.jp/

実売価格：22,000円程度
キヤノン製プリンター専用の有線 LAN、無線
LAN両対応のプリントサーバー。USBポートが
2つあり、2台のプリンターを共有できる。無線
LANは IEEE 802.11b対応で、アクセスポイン
トとしても利用できるので、別途アクセスポイン

専用の無線LANカードが専用スロットにセットされてい
る。802.11g対応カードが発売されるのを期待したいと
ころだ。

トを用意する必要がない。設定には、かんたん
セットアップ、専用ユーティリティー、ブラウザー

←無線LANのアクセスポイントを想像させる筐体。やや大きめだ
が、USB×2ポートと100BASE-TXポートを備えており、機能は
申し分ない。USBポートの1つにハードディスクを外付けしてネッ
トワークで共有する機能もあっておもしろい。

の3種類の設定方法を選べる。
専用機なので、プリンターの機種選択も自動で
できるし、プリンタードライバーと一体になって
動くため、USBでダイレクトにプリンターをつな
いだのと同様の使い勝手だ。また、キヤノンの
複 合 機 PIXUS MPシリーズ の
専用ツール「MP Toolbox」でス
キャナーを使ったり、スキャンし
た内容をメールで送ったりする
機能も無線 LAN 経由で利用で
きる。
ネットワークを監視するプロトコ

かんたんセットアップを使うと、プリントサーバーの設定
から印刷ポートの作成まで一気に設定が完了する。こ
れは、設定終了後に起動したユーティリティー画面。

ルのSNMPにも対応するため、企業内で使うの
にも適している。

ブラウザーでも設定できる。ウィンドウズ共有も可能な
ので、管理がとてもラク。

【 参 考 】

11月下旬発売！

パラレルポート搭載の
無線LAN対応プリントサーバー

WP-20
キヤノン jhttp://canon.jp/

KP-612air（コマツ）
実売価格：22,400円
jhttp://www.komatsu.co.jp/el/lan/
products/kp612airs.html

参考価格：22,800円
キヤノンのWP-20は、同社のインクジェット
プリンター の 新 製 品 である PIXUS 990i/

LD-WL11/PRN（エレコム）

860i/560iおよびPIXUS 9100i/6500i/6100i/

実売価格：19,800円
jhttp://www2.elecom.co.jp/
products/LD-WL11PRN.html

455i/450iで利用できるUSB、無線LANを搭
載したプリントサーバーで、PIXUS 990i/
860i/560i は双方向通信に対応する。無線

LPV2-WS11GC（バッファロー）

LANの 設 定 は「 Canon PIXUS Network
Tool」で行い、プリンタードライバーもネッ
トワーク対応版となる。
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IEEE 802.11bの 無 線 LAN専 用 カードを搭
載。100BASE-TXのLANポートも備え、有線
LANにも対応。

実売価格：12,800円
jhttp://buffalo.melcoinc.co.jp/
products/catalog/item/l/lpv2ws11gc/
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無線LAN対応
プリントサーバー

PRICOM C-6400W
サイレックス・テクノロジー

jhttp://www.jci.co.jp/japan/

実売価格：19,000円程度
USBとIEEE 802.11b無線 LANの両方に対応
したキヤノン製プリンター専用のプリントサーバ
ー。専用機なので、プリントモニターなどプリン
タードライバーの機能をフルに生かせる双方向
多機能ながらコンパクトなサイズにまとめられてい
る。ポートは、USBとAC電源入力のみときわめて
シンプルだ。

通信対応機だ。キヤノン PIXUS MPシリーズ
のスキャナーとカードリーダー機能も使える。本
機は無線LANのみの対応なので、設定は初期
状態のアドホックモードで行い、設定が終わっ
てからアクセスポイントを使って通信する方式

設定は、無線LAN経由とUSBメモリーを利用する2通りの方法
がある。

だ。専用のユーティリティーが付属し、ブラウザ
ーやtelnetでも設定できる。
おもしろいのは、USBメモリーを使った設定が
可能な点だ。パソコン上で設定した情報を
USBメモリーに書き込んでおき、それを本機に
差し込んで設定するので、無線LANのモード切
り替えのような煩わしい手間がいらない。また、
IP アドレスの割り当てを「自動」にしておけば、
複数のプリントサーバーを一気に設定すること
もできる。telnetでの設定も可能なので、ネット

ウェブ設定画面がこれ。残念ながら英語だ。しかし、ユーティ
リティーでも設定できるため、ブラウザーを使わなくてもいい。

キヤノンの複合機「PIXUS MP370」のスキャナ
ーもこのとおり無線LAN経由で使えて便利。

ワーク管理者には使いやすいだろう。ウェブ設
定画面が英語なのは残念だが、ユーティリティ
ーは日本語なので設定には支障がない。

■無線LAN機能搭載プリンター

PIXUS 865R
jhttp://canon.jp/

キヤノン
標準価格：59,800円
IEEE 802.11b無線 LANを内蔵したインク

きた。もちろん、双方向通信に対応してい

ジェットプリンター「PIXUS 865R」は 11月

るので、インク残量の確認もヘッドのクリー

中旬に発売される予定だ。利用するには、

ニングもUSB接続と同じ使い勝手が得られ

まず USB を使ってプリンタードライバーの

る。また、デジタルカメラ
（対応機のみ）
を接

インストールや無線LANの設定などを行い、

続するカメラダイレクトUSBポートを搭載し

その後ネットワークで動作させる。設定はウ

ており、パソコンを立ち上げなくても、直接

ィザード形式ですべて完了するため、今回

デジカメから画像を印刷できる。解像度は

試したプリントサーバーや無線LAN対応の

4800×1200dpiでフォト印刷もきれいな仕

プリンターの中で一番簡単にインストールで

上がりだ。

見た目もスペックもPIXUS 860iとだいたい同じだが、
背面に無線ユニットが差し込まれている。
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Mini-UWF
プラネックスコミュニケーションズ

jhttp://www.planex.co.jp/

参考価格：12,800円
Mini-UWFは、USBポートを搭載し、IEEE
802.11b無線LANにも対応した低価格な
プリントサーバーだ。外形は約 70ミリ角、
厚みは約26ミリと非常にコンパクトでしか
も60グラムと軽量。プリンターのそばに転
がしておいてもプリントサーバーとは気づか
ないほどだ。有線LANポートがないので、

前面の「N⇔D」のスイッチで初期状態に戻せ
る。ステータス、WLAN（無線LAN）の表示、
リセットスイッチがある。

「Smart Print Manager3WJ」の画面。この画面でプリントサーバー
を見つけて設定する。

設定はいきなり無線 LAN で行う。初期状態で
は、アドホックモード、SSIDが「WKLAN-PS」
、
チャンネル6、暗号化なしになっているので、パ
ソコン側の無線LANをこの設定にしてから付属
の専用ユーティリティー「Smart Print Manager

背面はUSBポートのみといたってシンプル。

3WJ」やブラウザーを使って本体を設定する。
本体のスイッチでこの初期状態に戻すこともで
←ここで無線LANの設定をする。設定したらプリン
トサーバーを再起動してパソコン側の無線LAN設定
も設定内容に従って変更する。

きる。手軽に使える家庭向きのコンパクトなプ
リントサーバーだ。

Mini-UWFF
プラネックスコミュニケーションズ

jhttp://www.planex.co.jp/
←専用ユーティリティー
「PS-Utility」の画面。IP
アドレスを設定したら、
ウェブ設定画面を開く。

参考価格：14,500円
Mini-UWFF は、有線 LAN（100BASETX）
と無線 LAN（IEEE 802.11b）の両
方の機能を搭載したUSB対応のプリン
トサーバーだ。ウインドウズ、MacOS、
LinuxなどあらゆるOSに対応し、また日
本ヒューレット・パッカードのPJL対応プ
リンターのみだが、双方向通信にも対応
している。有線LANを備えているので、
無線LANのみに比べて初期設定が容易。また
有線LANと無線LANがそれぞれ有効に使える

ダイポールアンテナが特徴的な銀色のプリントサーバ
ーだ。UWFより一回り大きいが、十分にコンパクト。

などのメリットがある。設定方法は、専用ユーテ
ィリティーを使ってIPアドレスを設定したあとに、
ブラウザーで本体を設定する方式だ。なお、
Mini-UWFも同様だが無線LANの状態はステ
ータス表示のLED以外に確認する方法がなく、
うまく動かないときの問題解決はやや面倒。ま
たマニュアルもあまり親切とはいえないなど気

左より、電源入力、リセットスイッチ、USBポート、LAN
ポート。

になる点はあるものの、使いこなしでカバーで
きればコストパフォーマンスの高いプリントサー

←ブラウザーの設定画面。基本的な設定はこのパネル
だけでOKだ。

バーであることは間違いない。
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無線LAN対応
プリントサーバー

HP PSC 2550 Photosmart
jhttp://www.jpn.hp.com/

日本ヒューレット・パッカード
実売価格：53,000円程度
11月1日に発売されたインクジェットプリ
ンター「 HP PSC 2550 Photosmart」
は、IEEE 802.11b無線 LANを搭載し
たオールインワンプリンターだ。コピー、
ファックス、スキャナー機能、それに4種

トップの青いLEDがとても美しい。ファックス
も内蔵しているので、電話線のそばに置くこ
とになる。

「HPディレクタ」
で複合機のあら
ゆる機能を使え
て、それらすべ
てが 無 線 L A N
で制御できる。

類のメモリーカードスロットを搭載する複
合機だ。プリンターとスキャナーは無線
LANで印刷やステータスの確認ができ
るし、メモリーカードはパソコンからはネ
ットワークドライブとして認識される。ま

た、スキャンした画像をメールでダイレクトに送

背面に、有線用
の L A N ポート
（100BASETX/10BASE-T）
がある。

信したり、ファックスをパソコンから直接発信し
たりできる。主な機能は、専用ツールの「HPデ
ィレクタ」を使うかブラウザーを用いる。プリン
ターは6色4800dpiと高画質なので、デジカメ
画像の印刷にも最適だ。なお、USBと有線

ウェブの無線LAN設定画面。もちろん、WEP
暗号化に対応する。

LAN、無線LANは同時には使えない。

■プリントサーバー製品スペック一覧表
製品名

Mini-UWF

Mini-UWFF

NetHawk Wireless-Print11 PRICOM C-6400W

WP-20

無線LAN規格

IEEE 802.11b

IEEE 802.11b

IEEE 802.11b

IEEE 802.11b

IEEE 802.11b

インフラストラクチャー

○

○

○

○

○

アドホック

○

○

○

○

○

アクセスポイント

×

×

○

×

×

無線モード

WEP暗号化

対応プロトコル

ビット数

64/128ビット

64/128ビット

64/128ビット

64/128ビット

64/128ビット

暗号キーフォーマット

16進/文字列

16進

16進/文字列

16進/文字列

16進/文字列

TCP/IP

○

○

○

○

○

NetBEUI

○

○

×

×

×

IPX/SPX

○

×

×

×

×

AppleTalk

○

○

×

×

×

ウィンドウズ共有

×

×

○

×

○

SNMP

○

○

○

○

双方向通信

×

△PJLのみ対応

○（キヤノンプリンター専用） ○（キヤノンプリンター専用)

その他の機能
設定

×
○（キヤノンプリンター専用)

-

-

USBストレージの共有機能 USBメモリー設定

みんなのステータスモニター

専用ユーティリティー

○

○

○

○

○

ブラウザー

○

○

○

○

○

USBポート

1

1

2

1

2（A・Bポート）

有線LANポート

-

1

1

-

1

電源

ACアダプター

ACアダプター

ACアダプター

ACアダプター

ACアダプター

消費電力

最大4W

最大4.2W

6W

5W

4.8W

70×73×26mm

90×80×40mm

140×110×32.5mm

60ｇ

150g

外形寸法（W×D×H）
重量

80×100×28mm
142.6×149.5×60mm
（ゴム足、専用無線LANカード含む）
（専用無線LANカード
約250g
135g
約300g
（専用無線LANカード含む）
（専用無線LANカード含む）
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