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無線LAN（Wi-Fi®）機能
家庭内で構築した無線LAN環境や、外出先の公衆無線LAN環境を利
用して、インターネットサービスに接続できます。
無線LAN（Wi-Fi®）を利用してインターネットに接続するには、あ
らかじめ接続するアクセスポイントの登録が必要になります。

memo

•	 ご自宅などでご利用になる場合は、インターネット回線とアクセス
ポイント（無線LAN親機）をご用意ください。

•	 外出先でご利用になる場合は、あらかじめ外出先のアクセスポイン
ト設置状況を、公衆無線LANサービス提供者のホームページなどで
ご確認ください。公衆無線LANサービスをご利用になるときは、別
途サービス提供者との契約などが必要な場合があります。

•	 すべての公衆無線LANサービスとの接続を保証するものではありま
せん。

•	 無線LAN（Wi-Fi®）は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、
電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。そ
の反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三
者により不正に侵入されるなどの行為をされてしまう可能性があり
ます。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、
使用することを推奨します。

無線LAN（Wi-Fi®）機能を有効にする

a ホーム画面■u■［■ ■］■u■［システム設定］■u■[ネットワー
ク]■u■［Wi-Fi］

b ［■ ■］をタップ
ステータスバーを下方向にスライドしてWi-Fi®アイコンをタップして
も同様に操作できます。

Wi-Fi®ネットワークに接続する

a ホーム画面■u■［■ ■］■u■［システム設定］■u■[ネットワー
ク]■u■［Wi-Fi］
Wi-Fi設定画面が表示されます。
Wi-Fi®が起動している場合、Wi-Fi設定画面に接続可能なアクセスポ
イントが表示されます。

b アクセスポイントを選択

c パスワードを入力■u■［接続］
「パスワードを表示する」を有効にすると、入力中のパスワードを表
示できます。

memo

•	 アクセスポイントによっては、パスワードの入力が不要な場合もあ
ります。

•	 お使いの環境によっては、通信速度の低下やご利用になれない場合
があります。
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アクセスポイントを登録する

アクセスポイントを手動で登録する

a Wi-Fi設定画面■u■［■ ■］■u■［ネットワークを追加］

b ネットワークSSIDを入力■u■セキュリティを選択

■■セキュリティを「なし」に設定した場合

c ［接続］

■■セキュリティを「WEP」「WPA/WPA2■PSK」に設定した場合

c パスワードを入力■u■［接続］
「パスワードを表示する」を有効にすると、入力中のパスワードを表
示できます。

■■セキュリティを「802.1xEAP」に設定した場合

c 必要な項目を設定／入力■u■［接続］
「パスワードを表示する」を有効にすると、入力中のパスワードを表
示できます。

memo

•	 手動でアクセスポイントを登録する場合は、あらかじめネットワー
クSSIDや認証方式などをご確認ください。

•	 Wi-Fi設定画面	u	アクセスポイントをロングタッチ	u	［ネットワー
クを変更］と操作すると、登録したアクセスポイントを編集できま
す。

自動でアクセスポイントを登録する
AOSSTMやかんたん接続対応のアクセスポイントを登録する場合、
Wi-Fiかんたん接続機能を使うと、簡単に登録できます。

a Wi-Fi設定画面■u■［Wi-Fiかんたん接続］

b 設定方法を選択

画像送信に同意
し、利用する

無線LAN（Wi-Fi®）ルーター（新規）の提供元
またはメーカーを選んで自動登録できます。

画像送信に同意
しない

自宅にある無線LAN（Wi-Fi®）機器（市販品）
の設定をします。

■■「画像送信に同意し、利用する」を選択した場合

c 「画像送信に同意し、利用する」を選択

d ［スタート］

e 表示される手順に従って、操作を行う

■■「画像送信に同意しない」を選択した場合

c 「画像送信に同意しない」を選択

d ［スタート］

e 「auお客さまサポート」で表示される手順に従って、操作
を行う
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アクセスポイントとの接続を切る

a Wi-Fi設定画面で接続中のアクセスポイントを選択■u■
［切断］
Wi -F i設定画面で接続中のアクセスポイントをロングタッチ	u	［ネッ
トワークの切断］でも同様に操作できます。

memo

•	 アクセスポイントとの接続を切ると、再接続のときにパスワードの
入力が必要になる場合があります。

ネットワーク通知を設定する
Wi-Fi®のオープンネットワーク（パスワードなどのセキュリティが設
定されていないWi-Fi®ネットワーク）を検出したとき、ステータスバー
に通知するかどうかを設定します。

a Wi-Fi設定画面■u■［■ ■］■u■［Wi-Fiの詳細設定］■u■［ネッ
トワーク通知］にチェックを付ける

接続を一時停止するタイミングを設定する

a Wi-Fi設定画面■u■［■ ■］■u■［Wi-Fiの詳細設定］■u■［画
面OFF時のWi-Fi設定］

b 以下の項目をタップ

接続を維持 画面OFF時もWi-Fi®接続を維持します。

充電中のみ接続を維
持

充電中の場合のみ画面OFF時もWi-Fi®接続を
維持します。

自動的に切断する
（モバイルデータ使
用量の増加）

画面OFF時はWi-Fi®接続をOFFにします。

Wi-Fi安定制御を設定する
Wi-Fi®の電波が安定しているときに通信する機能を設定します。

a Wi-Fi設定画面■u■［■ ■］■u■［Wi-Fiの詳細設定］■u 
［Wi-Fi安定制御機能］にチェックを付ける

memo

•	「Wi-Fi安定制御機能」にチェックを付けるとWi-Fi®が不安定になっ
たとき、Wi-Fi®のみに通信を制限する一部のアプリケーションにお
いて、アプリケーションの動作仕様により、一時的にLTE／ 3Gで
通信する場合があります。
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テザリング機能

テザリングについて
テザリングとは一般に、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、LTE／ 3Gパケット通信や無線LAN（Wi-Fi®）通信を
通じて無線LAN（Wi-Fi®）対応機器、USB対応機器をインターネッ
トに接続させることをいいます。
テザリング機能について詳しくは、ホーム画面…u…［… …］…u…［システ
ム設定］…u…［テザリングとネットワーク］…u…［ヘルプ］でヘルプをご
参照ください。

memo

•… テザリング機能のご利用には、別途ご契約が必要です。
•… 最大13台（Wi-Fi®テザリング8台、Bluetooth®テザリング4台、
USBテザリング1台）まで同時接続可能です。

USBテザリング機能を利用する
本製品とパソコンをmicroUSBケーブル01（別売）で接続し、本製
品を介してパソコンをインターネットに接続することができます。
•… あらかじめパソコンと本製品を接続しておいてください。パソコンとの
接続方法については、「パソコンを使って充電する」（u P .43）をご
参照ください。

a ホーム画面…u…［… …］…u…［システム設定］…u…［一般］…u…
［PC接続］…u…［USB接続方法の選択］

b ［テザリング］

memo

•… Windows…XP…SP3以上／Windows…Vista…SP2以上／Windows…
7 ／Windows…8以外のOSでの動作は、保証していません。

Wi-Fi®テザリング機能を利用する
本製品をモバイルWi-Fi®ルーターとして利用できるよう設定します。

a ホーム画面…u…［… …］…u…［システム設定］…u…［ネット
ワーク］…u…［テザリングとネットワーク］…u…［Wi-Fiテザ
リング］

b ［… …］をタップ

memo

•… Wi-Fi®テザリング機能利用中は、Wi-Fi®接続でインターネットに接
続できません。

•… Wi-Fi®テザリング機能利用中は、電池の消耗が激しくなります。充
電しながらご利用になることをおすすめします。
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Wi-Fi®テザリング機能の設定をする
無線LAN（Wi-Fi®）機能対応機器から本製品に接続するための設定
を行います。

a ホーム画面■u■［■ ■］■u■［システム設定］■u■［ネット
ワーク］■u■［テザリングとネットワーク］■u■［Wi-Fiテザ
リング］

b ［Wi-Fiテザリング設定］

c 以下の項目をタップ

ネットワークSSID 他の無線LAN（Wi-Fi®）機能対応機器に表
示される名前（ネットワークSSID）を入力
します。

セキュリティ 無線LAN（Wi-Fi®）の暗号化方式を選択し
ます。

パスワード セキュリティのパスワードを設定します。

d ［保存］

memo

•	 セキュリティを「Open」に設定した場合、意図しない機器からの
接続のおそれがありますので、ご注意ください。

•	「パスワードを表示する」を有効にすると、入力中のパスワードを
表示できます。

Bluetooth®テザリング機能の設定をする
本製品をBluetooth®ルーターとして利用できるよう設定します。

a ホーム画面■u■［■ ■］■u■［システム設定］■u■［ネット
ワーク］■u■［テザリングとネットワーク］■u■［Bluetooth
テザリング］

memo

•	 Bluetooth®テザリングを利用するには、あらかじめペア設定を行っ
てください。詳しくは、「Bluetooth®機器を登録する」（uP.255）
をご参照ください。
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Bluetooth®機能
Bluetooth®機能は、パソコンやハンズフリー機器などのBluetooth®

デバイスとワイヤレス接続できる技術です。

Bluetooth®機能でできること

■■オーディオ出力
ワイヤレスで音楽やテレビ（ワンセグ）放送を聴くことができます。

■■ハンズフリー通話
Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器と
Bluetooth®接続を行い、ハンズフリー通話をすることができます。

■■データ送受信
連絡先、プロフィール、メモ、ブックマーク、フォトデータ、ムービー
データ、ボイスレコーダーで録音したデータなどをBluetooth®対応
機器と送受信できます。

memo

•	 本製品はすべてのBluetooth®機器との接続動作を確認したもので
はありません。したがって、すべてのBluetooth®機器との接続は
保証できません。

•	 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®標準仕様に準拠
したセキュリティ機能に対応していますが、使用環境および設定
内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。
Bluetooth®通信を行う際はご注意ください。

•	 Bluetooth®通信時に発生したデータおよび情報の漏えいにつきま
しては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承
ください。

•	 microUSBケーブルなどが接続されている場合は、Bluetooth®機
能を使用できないことがあります。

Bluetooth®通信中の動作について
Bluetooth®通信中とは、「Bluetooth®機器のペア設定中（新規登録
中）」「データ送受信中」「検索や接続相手との接続中」のいずれかの
状態です。
オーディオ機器と本製品の間に障害物（身体、金属、壁など）がある
と電波が届きにくくなり、音楽などの再生時に音の途切れや雑音の原
因となることがあります。その際には、オーディオ機器と本製品の間
になるべく障害物がない状態でご利用ください。
•	 着信があった場合、応答することができます。Bluetooth®で検索、デー
タ通信中の場合は、通話中画面を表示したままBluetooth®通信を継続
します。

•	 アラームなど設定した時刻と重なった場合は、アラームなどの画面を表
示したままBluetooth®通信を継続します。

•	 Bluetooth®と無線LAN（Wi-Fi®）は同じ無線周波数帯を使用するため、
同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下や、音声の途切れ
や中断、ネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある
場合は、今お使いのBluetooth®、無線LAN（Wi-Fi®）のいずれかの使
用を中止してください。

Bluetooth®機能使用時のご注意
良好な接続を行うために、以下の点にご注意ください。
1.	本製品とほかのBluetooth®対応機器とは、見通し距離10m以内で接続して
ください。周囲の環境（壁、家具など）や建物の構造によっては、接続可能距
離が極端に短くなることがあります。

2.	ほかの機器（電気製品、AV機器、OA機器など）から2m以上離れて接続して
ください。特に電子レンジ使用時は影響を受けやすいため、必ず3m以上離れ
てください。近づいていると、ほかの機器の電源が入っているときに正常に接
続できないことがあります。また、テレビやラジオに雑音が入ったり映像が乱
れたりすることがあります。
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無線LAN（Wi-Fi®）との電波干渉について
Bluetooth®機能と無線LAN（Wi-Fi®）機能（IEEE802.11b/g/n）
は同一周波数帯（2.4GHz）を使用しています。そのため、本製品の
Bluetooth®機能と無線LAN（Wi-Fi®）機能を同時に使用すると、電
波干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能の原因になること
がありますので、同時には使用しないでください。
また、本製品のBluetooth®機能のみ使用している場合でも、無線
LAN（Wi-Fi®）機能を搭載した機器が近辺で使用されていると、同
様の現象が発生します。このようなときは、以下の対策を行ってくだ
さい。
1.	本製品と無線LAN（Wi-Fi®）機能を搭載した機器は、10m以上離してください。
2.	10m以内で使用する場合は、無線LAN（Wi-Fi®）機能を搭載した機器の電源
を切ってください。

Bluetooth®機能を有効にする
本製品でBluetooth®機能を利用する場合は、あらかじめ次の操作で
Bluetooth®を起動します。
他のBluetooth®機器からの接続要求、機器検索可能状態の設定、オー
ディオ出力、ハンズフリー通話、データ送受信などが利用可能になり
ます。

a ホーム画面■u■［■ ■］■u■［システム設定］■u■［ネット
ワーク］■u■［Bluetooth］

b ［■ ■］をタップ
ステータスバーを下方向にスライドしてBluetooth®アイコンをタッ
プしても同様に操作できます。

memo

•	 Bluetooth®を起動すると、電池の消耗が激しくなります。
•	 オーディオ出力とハンズフリー通話を同時に接続することができま
す。ただし、ハンズフリー通話中はオーディオ出力の音声が自動的
に流れなくなります。
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■■ Bluetooth®機器との接続には
Bluetooth®機器との初回接続時に、同じパスキーが表示されている
ことを確認する旨のメッセージが表示されます。その場合は、接続
するBluetooth®機器にも同じパスキーが表示されていることを確認
してから、本製品と接続するBluetooth®機器で接続の操作を行って
ください。パスキー入力画面が表示された場合は、本製品と接続する
Bluetooth®機器で同じパスキーを入力してください。
他のBluetooth®機器からの機器検索を可能にしたい場合は、「他の
Bluetoothデバイスから検出可能にします」を有効に設定してくだ
さい。

memo

•	 パスキー入力は、セキュリティ確保のために約30秒の制限時間が
設けられています。

■■ハンズフリー通話について
Bluetooth®を起動した状態で、ペア設定済みのハンズフリー機器や
ヘッドセット機器から接続要求があると自動的に接続します。

memo

•	 ハンズフリー通話で利用するプロファイルは「HSP」／「HFP」です。
•	 ハンズフリーをご利用になる場合は、あらかじめ対応機器と接続し
てください。詳しくは、「Bluetooth®機器を登録する」（uP.255）
をご参照ください。

•	 ハンズフリー対応機器によっては、ハンズフリー着信中や通話中に
	音量キー（UP／DOWN）を押すと、ハンズフリー対

応機器の着信音量や通話音量（相手の方の声の大きさ）を調節でき
ます。

•	 ハンズフリー通話中に、切断されたBluetooth®接続を復旧してい
る状態になると、通話が終了してしまうことがあります。

■■オーディオ機器について
Bluetooth®を起動した状態で、ペア設定済みの機器から接続要求が
あると自動的に接続します。
オーディオ機器接続中は、以下の点にご注意ください。
•	 BGM再生中／BGM受信中に画面ロックが設定されても、オーディオ機
器からの操作を継続して行うことができます。

•	 オーディオ出力対応アプリや利用する機器によっては、本体の操作で音
量を調節できない場合や本体の操作で音量を調節しても、オーディオ機
器には反映されない場合があります。その場合は、音量をオーディオ機
器の操作で調節してください。また、利用する機器によっては、音量調
節以外も利用できない場合があります。

•	 着信があった場合は、スピーカーでお知らせします。ハンズフリー対応
のオーディオ機器の場合は、オーディオ機器から着信通知音が流れます。
ただし、オーディオ機器で電話を受けたり通話をしたりすることはでき
ません。スピーカーとマイクで通話してください。

•	 アラームなどで設定している時刻になった場合は、オーディオ機器でお
知らせします。

•	 オーディオ出力対応アプリ起動中にオーディオ機器の接続が切断されて
も、アプリの動作は継続します。接続切断後、オーディオ機器を操作す
ると接続を再開します。

•	 オーディオ機器と、他のBluetooth®機能を同時に利用すると、一方の
接続が切断される場合があります。

•	 テレビ（ワンセグ）の番組によっては、オーディオ機器で音を聴くこと
ができない場合があります。
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•	 オーディオ出力で利用するプロファイルは「A2DP」です。
•	 オーディオ機器をご利用になる場合は、あらかじめペア設定を行っ
てください。詳しくは、「Bluetooth®機器を登録する」（uP.255）
をご参照ください。

•	 SCMS-T方式で著作権保護されているオーディオ機器でのみ、オー
ディオ出力対応アプリの音を聴くことができます。

•	 音楽を聴いているときなどに電話をかけたり、かかってきた電話に
出たりする場合は、オーディオ機器とハンズフリー機器、またはヘッ
ドセット機器の両方のプロファイルに対応している必要がありま
す。

•	 500曲以上登録したプレイリストは、カーナビでは再生できない場
合があります。

Bluetooth®機器を登録する
本製品からBluetooth®機器に接続する場合は、Bluetooth®とペア
設定を行います。Bluetooth®機器との接続を解除しても、ペア設定
は解除されません。

a ホーム画面■u■［■ ■］■u■［システム設定］■u■［ネット
ワーク］■u■［Bluetooth］■u■［デバイスの検索］
検索に応答した機器が「接続可能なデバイス」に表示されます。

b 接続するBluetooth®機器を選択

c 画面の指示に従って操作し、Bluetooth®機器を認証
ペアリング要求画面が表示されます。本製品とBluetooth®機器で同じ
パスキーが表示されていることを確認し、［ペアリング］をタップし
ます。ペア設定が完了するとBluetooth®機器が使用できます。
ペア設定と接続の状態は、Bluetooth®デバイスリストの「接続可能
なデバイス」の上に「ペアリング済みデバイス」欄が表示され、その
一覧に表示されます。
Bluetooth®デバイスによっては、ペア設定完了後、続けて接続まで
行うデバイスもあります。

memo

•	 ペア設定をしたBluetooth®機器がヘッドセット機器、ハンズフリー
機器、オーディオ機器、キーボード機器のいずれにも対応していな
い場合、接続が行われません。

•	 Bluetooth®機器がデバイスを非公開または検索不可能に設定して
いる場合は、検索結果に表示されません。設定の変更などについて
はBluetooth®機器の取扱説明書などをご参照ください。
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Bluetooth®でデータを送受信する

Bluetooth®でデータを送信する
各機能のメニューから、データをBluetooth®送信することができま
す。

例：連絡先を複数送信する場合

a 連絡先一覧画面■u■［■ ■］■u■［共有］

b 連絡先を選択■u■［共有］
全件選択する場合は、［すべて選択］	u	［共有］をタップします。

c ［Bluetooth］

d 送信先の機器を選択

memo

•	 複数のGoogleアカウントを設定している場合、連絡先を全件送信
すると、設定しているすべてのGoogleアカウントに登録されてい
る連絡先が送信されます。

•	 データの種類によっては、複数送信できない場合があります。
•	 データ容量や相手側の機器によって通信に時間がかかる場合があり
ます。

•	 データ送信で利用するプロファイルは「OPP」です。
•	 著作権保護されたデータなど、データによっては送信しても他の機
器では再生できない場合があります。

•	 データ送信時は、連絡先はvCard形式に変換されて送信されます。

Bluetooth®でデータを受信する
本製品でデータを受信するには、Bluetooth®を起動後、相手側（送
信側）のデータ送信を待ちます。Bluetooth®の起動方法については、
「Bluetooth®機能を有効にする」（uP.253）をご参照ください。

a 送信側のBluetooth®機器からデータ送信

b ［承諾］

memo

•	 データ容量や相手側の機器によって通信に時間がかかる場合があり
ます。

•	 データ受信で利用するプロファイルは「OPP」です。
•	 他のアプリがBluetooth®通信を行っていると、データ受信ができ
ない場合があります。

•	 連絡先登録時にアカウントを選択する画面が表示された場合は、画
面の指示に従って操作してください。

•	 データが保存されるときにファイル名が変更される場合がありま
す。また、ファイル名が86文字以上のデータは正しく保存できな
い場合があります。
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Bluetooth®機能の設定をする

a ホーム画面■u■［■ ■］■u■［システム設定］■u■［ネット
ワーク］■u■［Bluetooth］

b 以下の項目をタップ

Bluetooth uP.253「Bluetooth®機能を有効にする」

デバイス名 他のBluetooth®機器から検索された場合に表示
されるデバイス名です。デバイス名を変更する
場合は、［	 	］	u	［携帯電話名の変更］	u	デバ
イス名を入力	u	［保存］をタップします。
他のBluetooth®機器から検出可能な状態にする
かどうかを設定します。
•	 有効にしてから、「検出可能時間のタイムアウ
ト」で設定した時間が経過すると、自動的に
無効になります。

ペアリング済み
デバイス※

ペアリングしたデバイスが表示されます。

接続可能なデバ
イス

検索するデバイスの種類を選択します。

デバイスの検索 uP.255「Bluetooth®機器を登録する」

※	ペアリング済みのデバイスがある場合に表示されます。

赤外線通信

赤外線の利用について
赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。
また、データの送受信が終わるまで、赤外線ポート部分を、相手側の
赤外線ポート部分に向けたまま動かさないでください。

赤外線ポート

15度

約20cm以内

赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要が
あります。受ける側が受信状態になっていることを確認してから送信
してください。
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•	 赤外線通信中に指などで赤外線ポートをおおわないようにしてくだ
さい。

•	 本製品の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。た
だし、相手側の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能
によって正しく送受信できないデータがあります。

•	 直射日光があたる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正
常に通信できない場合があります。

•	 赤外線ポートが汚れていると、正常に通信できない場合があります。
柔らかな布で赤外線ポートを拭いてください。

•	 送受信時に認証パスコードの入力が必要になる場合があります。認
証パスコードは、送受信を行う前にあらかじめ通信相手と取り決め
た4桁の数字です。送る側と受ける側で同じ番号を入力します。

•	 赤外線通信中に音声着信、アラームなど、他のアプリケーションが
起動した場合、赤外線通信は終了します。

赤外線でデータを受信する

■■1件送信でデータが送信された場合

a ホーム画面■u■［アプリ］■u■［ツール］■u■［赤外線］■u■［受
信］

b ［OK］

■■全件送信でデータが送信された場合

a ホーム画面■u■［アプリ］■u■［ツール］■u■［赤外線］■u■［す
べて受信］

b 赤外線認証コードを入力■u■［OK］■u■［OK］

赤外線でデータを送信する

■■1件送信でデータを送信する場合

a ホーム画面■u■［アプリ］■u■［ツール］■u■［赤外線］■u■［送
信］

b 以下の項目をタップ

マイプロフィール マイプロフィールを送信します。

連絡先 連絡先データを選択して送信します。

スケジューラ カレンダーデータを選択して送信します。

ギャラリー ギャラリーの画像データを送信します。

■■全件送信でデータを送信する場合

a ホーム画面■u■［アプリ］■u■［ツール］■u■［赤外線］■u■［す
べて送信］

b 以下の項目をタップ

連絡先 連絡先データをすべて送信します。

スケジューラ カレンダーデータをすべて送信します。

c 赤外線認証コードを入力■u■［OK］
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