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インターネット

アクセスポイント（APN）を設定する
お買い上げ時には、次のアクセスポイント（APN）が登録されていま
す。

■アクセスポイントを切り替える

1 ホーム画面で 「設定」 「無線とネットワーク」
「モバイルネットワーク」

2「アクセスポイント名」 切り替えるアクセスポイントの
をタップ

■アクセスポイントを追加する
• アクセスポイントの設定内容は、ご契約されている通信事業者にご
確認ください。

1 ホーム画面で 「設定」 「無線とネットワーク」
「モバイルネットワーク」

2「アクセスポイント名」 t 「新しいAPN」

3 項目を編集 t 「保存」

❖お知らせ
･ APN設定の際に、MCC/MNCをデフォルト設定値（440/10）以外に変更す
ると、APN画面上に表示されなくなりますので、変更しないでください。APN
画面上に表示されなくなった場合には、t 「初期設定にリセット」または
「新しいAPN」でもう一度APNの設定を行ってください。
･ POBox Touchの「自動スペース入力」（P.50）にチェックを入れて、半角英
字（英語モード）にて予測変換を利用する際は、確定時に自動的にスペースが
入力される場合があります。手動でスペースを削除してください。

■アクセスポイントを編集する

1 ホーム画面で 「設定」 「無線とネットワーク」
「モバイルネットワーク」

2「アクセスポイント名」 編集するアクセスポイントを
タップ

3 項目を編集 t 「保存」

アクセスポイント 説明
EMnet EMnet契約時に利用できる接続先です。
MyEMOBILE オンラインサポートサイト「My EMOBILE」

専用の接続先です。接続にかかる通信料は無
料です。

Protocol制限ありB ファイル交換（P2P）やオンラインゲーム、
動画の一部など、一部利用できない通信（プ
ロトコル）があります。

Protocol制限なし 通信（プロトコル）制限のない接続先です。
Protocol制限なしN 通信（プロトコル）制限のない、スマート

フォン用の接続先です。
EMnetMail EMnetメールアプリ専用の接続先です。お客

さまは設定できません。
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■アクセスポイントを削除する

1 ホーム画面で 「設定」 「無線とネットワーク」
「モバイルネットワーク」

2「アクセスポイント名」 削除するアクセスポイントを
タップ

3 t 「APNを削除」

■アクセスポイントの設定をリセットする

1 ホーム画面で 「設定」 「無線とネットワーク」
「モバイルネットワーク」

2「アクセスポイント名」 t 「初期設定にリセット」

❖お知らせ
･ リセットすると、お客さまが追加したアクセスポイントの設定は削除されます。

Wi-Fiを利用する
Wi-Fi機能を利用して、自宅や社内ネットワーク、公衆無線LANサービ
スのアクセスポイントに接続し、メールやインターネットを利用でき
ます。
• 本機で対応している暗号化方式は次のとおりです。
WEP、WPA/WPA2 PSK（TKIP/AES）、IEEE802.1x EAP

• Wi-Fiがオンのときでもパケット通信を利用できます。ただしWi-Fi
ネットワーク接続中は、Wi-Fiが優先されます。

• Wi-Fiネットワークが切断された場合には、自動的にモバイルネット
ワークでの接続に切り替わります。切り替わったままご利用される
場合は、パケット通信料が発生しますのでご注意ください。

• Wi-Fiを使用しないときは、オフにすることで電池の消費を抑制でき
ます。

Wi-Fiを使用する前に
Wi-Fiを使用するには、Wi-Fiをオンにしてから利用可能なWi-Fiネット
ワークを検索して接続します。
• Wi-Fiを使用してインターネットへ接続する場合、事前にWi-Fiネッ
トワークへの接続を行ってください。

• Wi-Fiを使用するときには十分な電波強度が得られるようご注意く
ださい。Wi-Fiネットワークの電波強度は、お使いの端末の位置に
よって異なります。Wi-Fiルーターの近くに移動すれば、電波強度が
改善されることがあります。
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■Wi-Fiをオンにする

1 ホーム画面で 「設定」
設定画面が表示されます。

2「無線とネットワーク」
3「Wi-Fi」にチェックを入れる

利用可能なWi-Fiネットワークがスキャンされます。

❖お知らせ
･ Wi-Fi接続がオンになるまで、数秒かかる場合があります。

■Wi-Fiネットワークに接続する

1 設定画面で「無線とネットワーク」 「Wi-Fi設定」
利用可能なWi-Fiネットワークが「Wi-Fiネットワーク」の下に表示さ
れます。利用可能なネットワークは、オープンネットワークまたはセ
キュリティで保護されたネットワークである場合があります。これは、
Wi-Fiネットワーク名の横にある または によって示されます。

2 接続するWi-Fiネットワークをタップ 「接続」
• セキュリティで保護されたWi-Fiネットワークに接続しようとする
と、接続する前にそのWi-Fiネットワークのセキュリティキーの入力
が求められます。

❖お知らせ
･ 次回接続時は、本機にセキュリティキーが記録されています。

■Wi-Fiネットワークを切り替える

1 設定画面で「無線とネットワーク」 「Wi-Fi設定」

2 切り替えるWi-Fiネットワークをタップ

3「接続」
■Wi-Fiネットワークを切断する

1 設定画面で「無線とネットワーク」 「Wi-Fi設定」

2 接続中のWi-Fiネットワークを選択

3「切断」

Wi-Fiネットワークのステータス
Wi-Fiネットワークに接続している場合、または近くにWi-Fiネット
ワークが存在する場合、これらのWi-Fiネットワークのステータスを表
示できます。また、セキュリティで保護されていないWi-Fiネットワー
クを検出した場合は、通知するように設定することもできます。

■Wi-Fiネットワークの通知をオンにする

1 Wi-Fiがオンになっていることを確認

2 設定画面で「無線とネットワーク」 「Wi-Fi設定」

3「ネットワークの通知」にチェックを入れる
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■Wi-Fiネットワークを手動でスキャンする

1 設定画面で「無線とネットワーク」 「Wi-Fi設定」

2 t 「スキャン」
Wi-Fiネットワークのスキャンが開始され、Wi-Fiネットワークが「Wi-
Fiネットワーク」の下に表示されます。
• タップしてWi-Fiネットワークに接続します。

Wi-Fiの詳細設定
Wi-Fiネットワークを手動で追加する前にWi-Fi設定をオンにしておく
必要があります。

■Wi-Fiネットワークを手動で追加する

1 設定画面で「無線とネットワーク」 「Wi-Fi設定」

2「Wi-Fiネットワークを追加」
3 追加するWi-Fiネットワークの「ネットワークSSID」名
を入力

4「セキュリティ」 追加するWi-Fiネットワークのセキュ
リティを選択

5 必要に応じてパスワードを入力

6「保存」
❖お知らせ
･ ネットワークSSIDとパスワードについては、Wi-Fiネットワーク管理者にお問
い合わせください。

■接続中のWi-Fiネットワーク情報を確認する

1 設定画面で「無線とネットワーク」 「Wi-Fi設定」

2 現在接続中のWi-Fiネットワークをタップ
ネットワーク情報の詳細が表示されます。

❖お知らせ
･ 設定画面で「無線とネットワーク」 「Wi-Fi設定」 t 「詳細設定」と操
作すると、MACアドレスやIPアドレスを確認できます。

Wi-Fiのスリープ設定
Wi-Fiのスリープ設定を変更することで、画面のバックライトが消灯し
たときに本機のWi-Fi機能がオフになるように設定できます。また、Wi-
Fi機能を常にオンにするか、あるいは充電時には常にオンにするよう
に設定することも可能です。
• Wi-Fiネットワークが切断された場合は、自動的にモバイルネット
ワークでの接続に切り替わります。

■Wi-Fiのスリープ設定を追加する

1 設定画面で「無線とネットワーク」 「Wi-Fi設定」

2 t 「詳細設定」

3「Wi-Fiのスリープ設定」
4 使用するスリープ設定を選択
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静的IPアドレスを使用する
静的IPアドレスを使用してWi-Fiネットワークに接続するように設定
できます。

■静的IPアドレスを設定する

1 設定画面で「無線とネットワーク」 「Wi-Fi設定」

2 t 「詳細設定」

3「静的IPを使用する」にチェックを入れる
4 項目をタップし、必要な情報を入力

• 静的IPアドレスを使用するには、「IPアドレス」「ゲートウェイ」「ネッ
トマスク」「DNS1」の入力が必要です。

5 t 「保存」

テザリング機能を利用する
テザリングとは、スマートフォンなどのモバイル機器をモデムとして
使い、携帯電話回線を通じてUSB対応機器や、無線LAN対応機器をイ
ンターネットに接続させることです。

USBテザリングを設定する
本機を付属のUSBケーブルと接続し、モデムとして利用することで、
USB対応機器をインターネットに接続できます。

1 本機をUSBケーブルでパソコンに接続
• 初めてUSBケーブルを接続したときは、パソコンに本機のドライバ
ソフトがインストールされます。インストール完了までしばらくお待
ちください。完了後、続いて「PC Companionソフトウェア」画面
が表示されたら「スキップ」をタップします。この画面を表示しない
ようにするには、「今後表示しない」にチェックを入れます。PC
companionについては、「PC Companionを利用する」（P.144）
をご参照ください。

2 ホーム画面で 「設定」 「無線とネットワーク」
「テザリングとPocket WiFi」

3「USBテザリング」にチェックを入れる 「OK」
USBテザリングが有効になると、ステータスバーに が表示されます。
• 切断するには、「USBテザリング」のチェックを外します。

❖お知らせ
･ USBテザリングを使用するには、次のいずれかのオペレーティングシステムが
必要です。
- Microsoft Windows 7（32bit版／64bit版）
- Microsoft Windows Vista（32bit版／64bit版）
- Microsoft Windows XP（SP3以降 32bit版／64bit版）
※動作確認済み機種であっても、お客さまの環境において正常動作を保証するものではありま
せん。
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Pocket WiFi（Wi-Fiテザリング）を利用する
Pocket WiFi（Wi-Fiテザリング）を利用すると、他の通信機器から本
機の3Gパケット通信を経由して、インターネットへ接続できるように
なります。
• 他の通信機器から本機に同時に接続できるのは、最大5台までとなり
ます。

1 ホーム画面で （Pocket WiFiウィジェット）
Pocket WiFiが有効になると、アイコンが点灯し（ ）、ステータ
スバーに が表示されます。

❖お知らせ
･ ホーム画面で 「設定」 「無線とネットワーク」 「テザリングとPocket
WiFi」をタップして、「Pocket WiFi」にチェックを入れても、Wi-Fiテザリン
グを設定できます。

■ネットワークSSIDおよびセキュリティ（パスワード）
を確認する

ネットワークSSIDとセキュリティの確認、設定ができます。
お買い上げ時は以下の設定となっています。
ネットワークSSID：S51SE-PocketWiFi
セキュリティ（パスワード）：WPA2 PSK（8桁の数字）
• 本機で対応している暗号化方式は次のとおりです。
WPA2 PSK（AES）

1 ホーム画面で 「設定」 「無線とネットワーク」
「テザリングとPocket WiFi」

2「Pocket WiFi設定」
3「Pocket WiFiのセキュリティ設定」 ネットワーク
SSIDおよびセキュリティ（パスワード）を確認
•「パスワードを表示」にチェックを入れると、パスワードが表示され
ます。

• ネットワークSSIDおよびセキュリティ（パスワード）を変更し「保
存」をタップすると設定を変更できます。
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VPN（仮想プライベートネットワーク）に接
続する

仮想プライベートネットワーク（VPN：Virtual Private Network）
は、保護されたローカルネットワーク内の情報に、別のネットワーク
から接続する技術です。VPNは一般に、企業や学校、その他の施設に
備えられており、ユーザーは構内にいなくてもローカルネットワーク
内の情報にアクセスできます。本機からVPNアクセスを設定するに
は、ネットワーク管理者からセキュリティに関する情報を得る必要が
あります。

■VPNを追加する

1 ホーム画面で 「設定」 「無線とネットワーク」
「VPN設定」

2「VPNの追加」
3 追加するVPNを選択

4 ネットワーク管理者の指示に従い、VPNの各項目を設定

5 t 「保存」

■VPNに接続する

1 ホーム画面で 「設定」 「無線とネットワーク」
「VPN設定」

2 接続するVPNを選択

3 必要な認証情報を入力

4「接続」
■VPNを切断する

1 ステータスバーを下向きにドラッグ

2 VPN接続中を示す通知をタップ

3 接続中のVPNをタップ
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ブラウザを利用する
ブラウザを利用して、ウェブページを閲覧できます。

■ブラウザを開く

1 ホーム画面で 「ブラウザ」

ブラウザ画面のメニュー
ブラウザ画面でtをタップすると、次のメニューが表示されます。

ウェブページを閲覧する
■ブラウザ画面の見かた
アドレスバーを使用して、ウェブページを閲覧します。

a 表示中のウェブページのダウンロード進捗状況を表示します。
b アドレスバー
ウェブページのURLを入力するか、キーワードを入力してウェブ
ページを検索します。

c 表示中のウェブページのダウンロードを中止します。

❖お知らせ
･ ダウンロードが完了してウェブページが表示されると、アドレスバーの右側に

が表示されます。 「追加」 必要に応じて名前とURLを編集 「OK」と
操作すると、ブックマークに追加できます。

項目 説明
新しいウィンドウ 新しいウィンドウを開きます。
ブックマーク ウェブページをブックマークに追加したり、

ブックマークの一覧を表示します。また、よく
閲覧するウェブページの一覧や閲覧履歴を表示
します。

ウィンドウ 複数のウィンドウを開いている場合、ウィンド
ウを切り替えます。

再読み込み 表示中のウェブページを更新します。
進む xをタップしてウェブページを表示中の場

合、直前のページを表示します。
その他 その他のメニューを開き、項目を表示します。

c
a

b

《ブラウザ画面》
※実際の画面とは異なる場合があります。
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■ウェブページに移動する

1 ブラウザ画面でアドレスバーをタップ
キーボードが表示されます。

2 ウェブページのURLを入力

3 をタップ

■ウェブページを検索する

1 ブラウザ画面でアドレスバーをタップ
キーボードが表示されます。

2 キーワードを入力

3 をタップ

■ブラウザを終了する

1 yを押す

❖お知らせ
･ ブラウザをもう一度開くと、終了したときと同じ状態でウェブページが表示さ
れます。

ウェブページを操作する
■リンクを選択する

1 ウェブページ表示中にリンクをタップ
選択したリンクがオレンジ色でハイライト表示されます。指を離すと
リンク先のウェブページが表示されます。

❖お知らせ
･ 間違ってリンクを選択した場合、リンクがハイライト表示されなくなるまで指
を遠くにドラッグすると、選択を解除できます。

■前のページに移動する

1 ウェブページ表示中にx 

■ウェブページを拡大／縮小する
ウェブページを拡大／縮小するには、次のいずれかの操作を行ってく
ださい。
• 画面上の拡大したい場所でピンチアウト、縮小したい場所でピンチ
イン

• ズームコントロールアイコンをタップ（ズームコントロールアイコ
ンは、画面上でドラッグすると表示されます）

• 画面上の拡大／縮小したい場所でダブルタップ

■表示中のウェブページを更新する

1 ウェブページ表示中にt 「再読み込み」

■表示中のウェブページへのリンクを共有する

1 ウェブページ表示中にt 「その他」

2「ページを共有」
3 転送方法を選択

4 画面の指示に従って操作



104インターネット

ブックマークを管理する
ブックマークを使用すると、お気に入りのウェブサイトやよく閲覧す
るウェブページに簡単にアクセスできます。

■ウェブページをブックマークに追加する

1 ウェブページ表示中にt 「ブックマーク」

2「追加」
3 必要に応じて、名前とURLを編集 「OK」

❖お知らせ
･ ウェブページ表示中に、アドレスバーの右にある 「追加」 必要に応じて、
名前とURLを編集 「OK」と操作してもブックマークに追加できます。

■ブックマークを開く

1 ブラウザ画面でt 「ブックマーク」

2 ブックマークをタップ

■ブックマークを編集する

1 ブラウザ画面でt 「ブックマーク」

2 ブックマークをロングタッチ

3「編集」
4 必要に応じて、名前とURLを編集 「OK」

■ブックマークを削除する

1 ブラウザ画面でt 「ブックマーク」

2 ブックマークをロングタッチ

3「削除」 「OK」

■以前アクセスしたウェブページをブックマークに追加
する

1 ブラウザ画面でt 「ブックマーク」

2「よく見るサイト」タブ／「履歴」タブ
よく閲覧するウェブページ一覧画面／閲覧履歴画面が表示されます。

3 ブックマークに追加するウェブページの右側にある
をタップ

■ホーム画面にショートカットを追加する

1 ブラウザ画面でt 「ブックマーク」

2 ブックマークをロングタッチ 「ショートカットを作成」
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テキストと画像を管理する
■ウェブページでテキストを検索する

1 ウェブページ表示中にt 「その他」

2「ページ内検索」
3 検索する文字列を入力

一致する文字列が緑色でハイライト表示されます。

4 ／ をタップ
前後の一致項目に進みます。
• 検索を終了するには、 をタップします。

■ウェブページでテキストをコピーする

1 ウェブページ表示中にt 「その他」

2「テキストを選択してコピー」
3 コピーするテキストの開始点に指を置き、コピーするテキ
ストの終了点までドラッグ
選択したテキストがハイライト表示されます。

4 画面から指を離し、選択したテキストをタップ
選択したテキストがコピーされます。

❖お知らせ
･ コピーしたテキストをメールの本文などに貼り付けるには、メールなどの本文
入力欄をロングタッチ 「貼り付け」と操作します。

■画像を保存する

1 ウェブページ表示中に保存する画像をロングタッチ

2「画像を保存」

マルチウィンドウ
本機のブラウザでは、最大で8つのウィンドウを開くことができます。

■新しいウィンドウを開く

1 ブラウザ画面でt 「新しいウィンドウ」

■新しいウィンドウでリンクを開く

1 ウェブページ表示中にリンクをロングタッチ

2「新しいウィンドウで開く」
■ウィンドウを切り替える

1 ブラウザ画面でt 「ウィンドウ」
開いているすべてのウィンドウの一覧が表示されます。

2 表示するウィンドウをタップ
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ウェブページからダウンロードする
ウェブページからアプリケーションやコンテンツをダウンロードでき
ます。ファイルやダウンロード先のリンクをタップすると、自動的に
ダウンロードが開始されます。

■ダウンロードしたファイルを確認する

1 ブラウザ画面でt 「その他」

2「ダウンロード履歴」
❖お知らせ
･ ホーム画面で 「ダウンロード」と操作してもダウンロード履歴を表示でき
ます。
･ Androidマーケットからダウンロードしたアプリケーションは表示されません。

■ダウンロードを中止する

1 ブラウザ画面でt 「その他」

2「ダウンロード履歴」
3 ダウンロード中のファイルにチェックを入れる

4「削除」
❖お知らせ
･ 同様の操作で、ダウンロード済みのファイルも削除できます。

ブラウザを設定する
■ブラウザの設定を変更する

1 ブラウザ画面でt 「その他」

2「設定」
3 項目を設定

項目 説明
文字サイズ 文字サイズを設定します。
デフォルトの倍率 ウェブページの表示倍率を設定します。
ページを全体表示
で開く

新しく開くウェブページを、全体表示する
かどうかを設定します。

エンコードの設定 テキストエンコードを設定します。
ポップアップを
ブロック

ポップアップウィンドウをブロックするか
どうかを設定します。

画像の読み込み ウェブページの画像を表示するかどうかを
設定します。

ページの自動調整 画面に合わせて、ウェブページを調整する
かどうかを設定します。

常に横向きに表示 ウェブページの表示方向を常に横向きに表
示するかどうかを設定します。

JavaScriptを
有効にする

JavaScriptを有効にするかどうかを設定
します。

プラグインを
有効にする

プラグインを有効にするかどうかを設定し
ます。

バックグラウンド
で開く

リンクをロングタッチして「新しいウィン
ドウで開く」をタップしたとき、表示中の
ウィンドウの後ろに新しいウィンドウを開
くかどうかを設定します。

ホームページ設定 ホームページを設定します。
キャッシュ削除 キャッシュを削除します。
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履歴削除 ウェブページの閲覧履歴を削除します。
Cookieを
受け入れる

Cookieの保存・読み取りを許可するかどう
かを設定します。

Cookieを
すべて削除

保存されているCookieをすべて削除しま
す。

フォームデータを
保存

フォームに入力したデータを保存して、後
で呼び出せるようにするかどうかを設定し
ます。

フォームデータを
削除

保存されているフォームデータをすべて削
除します。

位置情報を有効に
する

ウェブサイトに、現在位置情報へのアクセ
スを許可するかどうかを設定します。

位置情報アクセス
を削除

位置情報サービスにアクセスした際に収集
したデータを削除します。

パスワードを保存 ウェブページに入力したユーザー名・パス
ワードを保存するかどうかを設定します。

パスワードを削除 保存されているユーザー名・パスワードを
削除します。

セキュリティ警告 ウェブページの安全性に問題がある場合
に、警告を表示するかどうかを設定します。

検索エンジンの
設定

アドレスバーで検索する際の検索エンジン
（Google、Yahoo! JAPAN、Bing、goo）
を選択します。

ウェブサイト設定 位置情報にアクセスしたウェブページなど
の詳細設定を行います。

初期設定に
リセット

ブラウザの設定を初期設定に戻します。

項目 説明
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