1
無線 LAN 接続ガイド
本書では、無線 LAN 経由で本機から映像を投写する方法を説明しています。

無線 LAN 経由で本機から映像を投写するときは、以下の手順で本機と接続機器（コン
ピューターやモバイルデバイス）の無線 LAN 設定を行います。
まずはお使いのプロジェクターの型番をご確認ください。型番によって、必要な手順が
異なります。

1

無線 LAN ユニットの取り付け
EB-U32 以外のプロジェクターで無線 LAN 接続を行うときは、
オプションの無線 LAN ユニット（ELPAP10）をお買い求めください。

無線 LAN ユニットの取り付け

EB-W31/EB-X36/EB-X31/EB-S31/EB-W420/EB-S04 を使って無線 LAN 接続を行うとき
は、オプションの無線 LAN ユニット（ELPAP10）を取り付けます。
EB-U32 には無線 LAN 機能が内蔵されているため、無線 LAN ユニットの取り付けは
不要です。

注意

参考

無線 LAN ユニットのインジケーターが青色に点灯または点滅しているときや、無
線 LAN 経由で映像を投写しているときは、無線 LAN ユニットを取り外さないで
ください。無線 LAN ユニットの破損や故障の原因になります。

• 無線 LAN ユニットは、本機の USB-A 端子に取り付けます。USB-A 端子に他の
機器やケーブルを接続しているときは、取り外してから無線 LAN ユニットを

2

本機の無線 LAN 設定

本機のネットワーク設定には、2 つの接続モードがあります。
お使いのネットワーク環境に合わせてお選びください。
かんたんモードで接続する場合に、お買い上げ時から本機のネットワークメニューの
設定を変更していないときは、本機の無線 LAN 設定は不要です。

かんたんモード
LAN を介さずに、本機と接続機器を無線で

直接接続します。かんたんモードを利用中は、
接続機器から他の無線 LAN アクセスポイン
トへの接続ができません。

マニュアルモード
本機と接続機器を無線 LAN アクセスポイント
経由で接続します。

取り付けます。
• USB ハブを使用すると正しく動作しません。無線 LAN ユニットを直接本機に
取り付けてください。

お使いの方は
この手順から開始

2

無線 LAN 設定画面を表示する（各モード共通）
プロジェクターメニューが表示されます。

本機の無線 LAN 設定
プロジェクターメニューから、ネットワーク設定を行います。

2 [ ネットワーク ] を選択して、決定ボタン【e】を押します。
2 無線 LAN ユニットを USB-A 端子に差
し込みます。

3

無線 LAN の詳細な設定を行うときは、本機に添付の『取扱説明書』（PDF）をご覧く
ださい。セキュリティー強化のために、本機の [ セキュリティー ] メニューを設定す
ることをお勧めします。
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設定を保存します。

設定されていることを確認します。

マニュアルモードで接続する場合
6 ［接続モード］を［マニュアルモード］に設定します。
7 ［アクセスポイント検索］を選択して、接続する無線 LAN アクセスポイ
ント（SSID）を選択します。

8 本機に IP アドレスを割り当てます。
• DHCP を使用できるネットワークの場合は、［IP 設定］を選択して
［DHCP］を［オン］に設定します。
• DHCP を使用できないネットワークの場合は、［IP 設定］を選択して
［DHCP］を［オフ］に設定します。次に［IP アドレス］、
［サブネットマスク］、
［ゲートウェイアドレス］を入力します。

3 本機に同梱の無線 LAN ユニットカバー
を取り付けて、固定ネジを締めます。

参考

3 [ 無線電源 ] が [ 無線 LAN オン ] に

接続機器の設定・操作
専用のアプリケーションを使って、本機から映像を投写します。

7 設定を変更した場合は、［設定完了］を選択して、画面の指示に従って

LAN 待機画面に [ かんたんモード ] と表示されていれば、設定完了です。

1 操作パネルまたはリモコンの【メニュー】ボタンを押します。
EB-U32 を

6 ［接続モード］が［かんたんモード］に設定されていることを確認します。

8 リモコンの【LAN】ボタンを押します。

1 無線 LAN ユニットカバーの固定ネジを
+ のドライバーで外します。

かんたんモードで接続する場合

4 [ ネットワーク設定画面へ ] を選択して、決定ボタン【e】を押します。

9 ［設定完了］を選択して、画面の指示に従って設定を保存します。

5 [ 無線 LAN] を選択して、決定ボタン

10 リモコンの【LAN】ボタンを押します。

【e】を押します。
無線 LAN の設定画面が表示されます。

設定内容は、接続モードによって異なり
ます。

LAN 待機画面に正しい IP アドレスが表示されていれば、設定完了です。

参考

• 設定内容の詳細がわからないときは、ネットワーク管理者にご確認ください。
• 2 回目以降に前回と同じ無線 LAN アクセスポイントへ接続するときは、本機
の無線 LAN 設定は不要です。
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3

接続機器の設定・操作

映像が写らないときは
本書に記載の対処法でトラブルが解決しないときは、お買い上げの販売店または同梱の『かんたん操
作ガイド』に記載の連絡先へご相談ください。

お使いの機器に応じた専用のアプリケーションを使って、本機から映像を投写します。

コンピューターをお使いの場合

モバイルデバイスをお使いの場合

EasyMP Network Projection

■■本機のネットワーク設定を確認する

Epson iProjection

EasyMP Multi PC Projection

本機と同じネットワークに接続しているコンピューター
の映像を投写できます。

本機と同じネットワークに接続しているコンピューター
やモバイルデバイスの映像を投写できます。

スマートフォンやタブレット端末などのモバイルデバイ
スの映像を投写できます。

複数の機器の映像を切り替えて投写できます。

投写画面を分割して、最大 4 つの画面を同時に投写でき
ます。

本機から投写される QR コードをモバイルデバイスで読
み取るだけで、簡単に投写ができます。

EasyMP Multi PC Projection をお使いのときは、本機の
接続モードを [ マニュアルモード ] に設定してください。
[ かんたんモード ] では接続できません。
映像を投写するときは、以下の準備をしてください。

映像を投写するときは、以下の準備をしてください。

❏ 以下の Web サイトから、お使いのコンピューターに EasyMP Network
Projection をインストールします。

❏ 以下の Web サイトから、お使いのコンピューターに EasyMP Multi PC Projection
をインストールします。

☛ http://www.epson.jp/download/
❏ お使いのコンピューターの無線 LAN 機能を有効にします。
マニュアルモードで接続するときは、本機が接続している無線 LAN アクセスポ
イント（SSID）を選択してください。
EasyMP Network Projection
を起動

参考

• 接続モードを選択
• プロジェクターを選択

[ 接続する ] で投写開始

詳しい操作方法は『EasyMP Network Projection 操作ガイド』をご覧ください。
以下の Web サイトからダウンロードできます。

☛ http://www.epson.jp/download/

❏ お使いのコンピューターの無線 LAN 機能を有効にします。
本機が接続している無線 LAN アクセスポイント（SSID）を選択してください。

EasyMP Multi PC Projection
を起動

参考

• 自動検索を実行
• プロジェクターを選択

[ 参加 ] で投写開始

詳しい操作方法は『EasyMP Multi PC Projection 操作ガイド』をご覧ください。
以下の Web サイトからダウンロードできます。

☛ http://www.epson.jp/download/

態を確認します。

本機の無線 LAN インジケーター
（EB-U32 のみ）

映像を投写するときは、以下の準備をしてください。

☛ http://www.epson.jp/download/

• リモコンの【LAN】ボタンまたは【ホーム】ボタンを押して、接続モードに応じ
た IP アドレスが表示されていることを確認します。
かんたんモードの場合は、[ かんたんモード ] と表示されます。
マニュアルモードの場合は、本機に割り当てた IP アドレスが表示されます。
• EasyMP Multi PC Projection をお使いのときは、本機の接続モードを [ マニュアル
モード ] に設定します。
• 本機の無線 LAN インジケーターまたは無線 LAN ユニットのインジケーターの状
無線 LAN ユニットの
インジケーター

❏ App Store または Google play から、お使いのモバイルデバイスに Epson
iProjection をインストールします。
❏ お使いのモバイルデバイスの Wi-Fi 機能を有効にします。
マニュアルモードで接続するときは、本機が接続している無線 LAN アクセスポ
イント（SSID）を選択してください。
❏ 投写画面に QR コードを表示します。操作パネルまたはリモコンの【ホーム】
ボタンを押して、［QR コード表示］を選択してください。
Epson iProjection
を起動

参考

QR コードを撮影

投写開始

詳しい操作方法は App Store、Google play の説明をご覧ください。

インジケーター

状態

青点灯

無線 LAN を使用できます。

速い青点滅

機器に接続中です。

遅い青点滅

異常状態です。
• 本機の電源を入れ直してください。
• 無線 LAN ユニットを装着し直してください（EB-W31/EB-X36/EBX31/EB-S31/EB-W420/EB-S04 のみ）。

消灯

無線 LAN を使用できません。
ネットワークメニューで [ 無線電源 ] が [ 無線 LAN オン ] に設定さ
れていることを確認します。

■■接続機器のネットワーク設定を確認する
• 無線 LAN 機能や Wi-Fi 機能を有効にします。
• 本機の接続モードを [ マニュアルモード ] に設定しているときは、本機が接続して
いる無線 LAN アクセスポイント（SSID）を選択します。
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詳しい操作方法は App Store、Google play の説明をご覧ください。

インジケーター

状態

青点灯

無線 LAN を使用できます。

速い青点滅

機器に接続中です。

遅い青点滅

異常状態です。
• 本機の電源を入れ直してください。
• 無線 LAN ユニットを装着し直してください（EB-W31/EB-X36/EBX31/EB-S31/EB-W420/EB-S04 のみ）。

消灯

無線 LAN を使用できません。
ネットワークメニューで [ 無線電源 ] が [ 無線 LAN オン ] に設定さ
れていることを確認します。

■■接続機器のネットワーク設定を確認する
• 無線 LAN 機能や Wi-Fi 機能を有効にします。
• 本機の接続モードを [ マニュアルモード ] に設定しているときは、本機が接続して
いる無線 LAN アクセスポイント（SSID）を選択します。

