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   Wi-Fi®を利用するには
家庭内の無線LAN環境や、外出先の公衆無線LAN環境を利用して、イ
ンターネットに接続できます。
無線LAN（Wi-Fi）環境を利用してインターネット接続するには、あらか
じめ接続するアクセスポイント（無線LAN親機）の登録が必要です。

WEB音楽映像

大容量コンテンツを手軽に楽しめる
外出先で

公衆無線LAN

ご自宅で

無線LAN親機

EIS01PT

◎ 無線LAN（Wi-Fi）ご利用中は、電池の消耗が増加します。ご利用の際は電池
残量にご注意ください。

◎ Bluetooth®と無線LAN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、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の
いずれかの使用を中止してください。

◎ 無線LAN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。

■ ご用意いただくもの
■ ご自宅などでご利用になる場合
インターネット回線と無線LAN対応のアクセスポイント（無線LAN親
機）が必要です。また、登録には、アクセスポイント側で設定したネッ
トワークSSID（ネットワーク名、SSID、ESS-ID）とパスワード（WEP
キー、WPAキー、事前共有キー、暗号化キー）が必要です。

■ 外出先などでご利用になる場合
外出先で公衆無線LANを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。また、サービス提供者との契約、認証用
のIDとパスワードなどが必要となる場合があります。

  Wi-Fi機能の有効／無効を設定する

1 ホーム画面で［  ］→［設定］→［無線とネットワーク］
2 ［Wi-Fi］

Wi-Fi機能が有効になると、EIS01PTはスキャンを開始し、以前に接続
したことのあるネットワークSSIDが見つかると、そのネットワークに
接続します。
接続が完了すると、ステータスバーに  が表示されます。

◎ Wi-Fi機能を利用するには、上記の操作の前に、アクセスポイント（無線LAN
親機）を登録し、一度は接続する必要があります。（▶P.203「アクセスポ
イント（無線LAN親機）を登録し、接続する」）

◎ Wi-Fi機能のON／OFFは、かんたん設定（▶P.50）でも行うことができ
ます。

◎ Wi-Fi機能を利用しないときは、Wi-Fi機能を無効にしてください。これによ
り、電池を長持ちさせることができます。

◎ Wi-Fi機能を利用するときは、航空機モード（▶P.185）を無効にします。
航空機モードを有効にすると、「Wi-Fi」が自動的に無効になります。
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  アクセスポイント（無線LAN親機）を登録し、
接続する

1 ホーム画面で［  ］→［設定］→［無線とネットワーク］

2 ［Wi-Fi設定］
Wi-Fi設定画面が表示されます。

3 「Wi-Fi」を有効にする
無線LAN圏内のネットワークSSIDが一覧表
示されます。

4  ネットワークSSIDを選択
ネットワークSSIDは、アクセスポイント（無
線LAN親機）によっては、ネットワーク名、
SSID、ESS-IDなどと呼ばれています。

■ セキュリティなしの場合 《Wi-Fi設定画面》

5 ［接続］
接続が完了すると、ステータスバーに  が表示されます。

■ セキュリティが設定されている場合

5 パスワードを入力
パスワードは、アクセスポイントや認証・暗号化方式によっては、WEP
キー、WPAキー、事前共有キー、暗号化キーなどと呼ばれています。

6 ［接続］
接続が完了すると、ステータスバーに  が表示されます。

◎ Wi-Fi設定画面で接続履歴のあるネットワークSSIDをタップすると、接続
状況、セキュリティ、電波強度、リンク速度、IPアドレスなどの詳細情報が表
示されます。

アクセスポイント（無線LAN親機）を手動で登録する
アクセスポイント（無線LAN親機）側の設定で、「無線ネットワーク名
の隠ぺい」（ANY 接続拒否、SSIDの隠ぺい、SSIDステルス）が有効に
なっていると、Wi-Fi設定画面にそのネットワークSSID名が表示され
ません。手動で登録します。
また、Wi-Fi ネットワークの圏外にあるアクセスポイントの情報を保
存する場合にも、手動で登録します。

1 Wi-Fi設定画面で［Wi-Fiネットワークを追加］

2 ネットワークSSIDを入力
ネットワークSSIDは、アクセスポイントによっては、ネットワーク名、
SSID、ESS-IDなどとも呼ばれています。

3  セキュリティ方式を選択
項目 説明

なし セキュリティを設定していないネットワーク
SSIDを登録する場合です。

 WEP パスワード欄が表示されるので、WEPキー
（暗号化キー）を入力します。

 WPA/WPA2 
PSK

パスワード欄が表示されるので、事前共有
キー（WPAキー）を入力します。

 802.1x EAP EAP方式、フェーズ2認証、CA証明書、ユー
ザー証明書、ID、匿名ID、パスワードを入力し
ます。

4 ［保存］

◎ 「パスワードを表示」にチェックを入れると、入力したパスワードを画面で
確認できます。



204

W
i-Fi

無線LANの詳細を設定する
 オープンネットワークの通知を設定する

Wi-FiがONのとき、EIS01PTがセキュリティなしのWi-Fiネットワー
クの圏内に入ったとき、ステータスバーに通知アイコン  を表示する
かしないかを設定します。お買い上げ時には、ONに設定されています。

1 Wi-Fi設定画面で［ネットワークの通知］
Wi-Fiを一時停止するタイミングを設定する

Wi-Fi通信が行われなくなってから、どれくらいの時間でWi-Fi機能を
OFFにするかを設定します。

1 Wi-Fi設定画面でm→［詳細設定］

2 ［ Wi-Fiのスリープ設定］

3 項目 説明
画面がOFFに
なったとき

アクセスポイント接続中には、バックライト
が消灯されてから15分後にWi-Fi機能をOFF
にします。アクセスポイントに接続していな
い場合は、バックライトが消灯されてから2
分後にWi-Fi機能をOFFにします。

電源接続時はス
リープにしない

ACアダプタやDCアダプタなどを接続して充
電しているときは、Wi-Fi機能をスリープさせ
ません。

スリープにしな
い

Wi-Fiのスリープを無効にします。

◎ スリープを無効にすると、電池の消費量が増加します。

 MACアドレス／IPアドレスを表示する

1 ［Wi-Fi設定］画面→m→［詳細設定］
「MACアドレス」／「IPアドレス」の下にMACアドレス／IPアドレスが
表示されます。

◎ MACアドレスは、各ネットワーク機器固有の番号で、変更はできません。
◎ MACアドレスフィルターを利用する場合は、アクセスポイント（無線LAN
親機）のMACアドレスフィルターをいったん無効にしてからEIS01PTを
接続し、接続が確認できてからアクセスポイントのMACアドレスフィル
ターを設定してください。

 静的IPを設定する
Wi-FiネットワークのDHCP機能を使用せず、EIS01PTに固定IPアド
レスを設定します。

1 Wi-Fi設定画面→m→［詳細設定］

2 「静的IPを使用する」を有効にする
IPアドレスなどの設定が可能になります。

3 項目 説明
IPアドレス EIS01PTが使用するIPアドレスを入力しま

す。
例：192.168.1.101

ゲートウェイ ゲートウェイのIPアドレスを入力します。
ネットマスク ネットマスク（サブネットマスク、アドレスマス

ク）を10進表記で入力します。
DNS1 優先（プライマリ）DNSサーバのIPアドレスを

入力します。
DNS2 代替（セカンダリ）DNSサーバがある場合は、そ

のIPアドレスを入力します。
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  au Wi-Fi SPOTを利用する
au Wi-Fi SPOTは、KDDI（au）が提供するauのAndroidスマートフォ
ン向けの 公衆無線LANサービスです。パケット通信料定額「ISフラッ
ト」もしくは「プランF（IS）シンプル／プランF（IS）」を契約しているお
客様を対象とし、無料でご利用いただけます。
「au Wi-Fi接続ツール」の利用により、最大65Mbps（EIS01PTの場
合）、高セキュリティWPA2-PSKのau Wi-Fi SPOTが、IDやパスワー
ドなどの入力なしで接続可能です。さらにau Wi-Fi接続ツールには、通
信状況に応じて無線LANネットワークと3G網を自動的に切り替える
機能があります。

   au Wi-Fi接続ツールの初期設定をする
「データ通信を有効にする」（▶P.184）をONにして、3Gの電波圏内で
初期設定を行ってください。

1 ホーム画面の「au Wi-Fi接続ツール」ウィジェットをタップ
ホーム画面から「au Wi-Fi接続ツール」ウィジェットが削除されている
場合は、「ウィジェットを追加する」（▶P.52）を参照して、「au Wi-Fi
接続ツール」ウィジェットを作成してください。

2 ［OK］→［同意する］→［同意する］
初期設定が行われ、au Wi-Fi SPOTが「Wi-Fiネットワーク」の一覧に登
録されます。

3 ［設定完了］

◎ au Wi-Fi SPOT（アクセスポイント）の場所情報は、auホームページでご確
認ください。

◎ au Wi-Fi SPOTオリジナルの他に、「ワイヤ・アンド・ワイヤレス（Wi2）」
のネットワークや、「UQ WiMAX」を展開するUQコミュニケーションズの
ネットワークもau Wi-Fi SPOTとしてご利用いただけます。

au Wi-Fi SPOTを利用するには
Wi-Fi機能が有効に設定されている（▶P.202）状態で、au Wi-Fi SPOT
のエリア内に入ると自動的に接続し、ご利用が可能です。

◎ 「au Wi-Fi接続ツール」（アプリケーション）は、削除しないでください。削除
すると、au Wi-Fi SPOTに接続できなくなります。
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