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WLANとは

本FOMA端末は無線LAN（Wireless LAN、以下
WLANと略す）のネットワークに対応しており、
WLANのエリアではさまざまな機能をご利用できま
す。
ホームＵでご利用いただく場合は、ホームＵウェブ
サイト（http://www.homeu.jp/）をご覧ください。
また、ホームＵに関する設定や接続方法については、
『ご利用ガイドブック（ホームＵ編）』をご覧ください。

2in1のモードがBモードの場合はFOMAシングル
モードに切り替わり、WLAN機能を利用できませ
ん。→P.424
■WLAN音声電話
WLAN音声電話の発着信（内線、外線）ができます。
→P.446
■ｉモード
WLANのネットワークを経由してｉモードのサイト
に接続できます。※→P.188
※：ホームＵご契約時に有効です。
■フルブラウザ
WLANのネットワークを経由してインターネットの
サイトに接続できます。→P.190
■ライフストレージサービス
WLANのネットワークを経由して画像を専用のサー
バにアップロード（バックアップ）できます。
→P.327
■インターホン機能
インターホン機器と連携し、本FOMA端末をインター
ホンの子機として使用できます。→P.462

WLAN音声電話とは
WLAN音声電話は、IPネットワーク上で行う音声通
話です。
内線機能を利用するために、SIPサーバで設定され
ている内線特番（特別な内線番号）を使用する場合
があります。各サービスの内線特番については、
ネットワーク管理者にお問い合わせください。
WLAN音声電話とSIPアドレス
WLAN音声電話では、電話番号の代わりに、各電
話機に割り当てられたSIP（Session Initiation
Protocol）アドレスをIP電話番号として使用しま
す。
SIPアドレスはアドレス部とHOST部（ドメイン
名）から構成されますが、WLAN音声電話の着信
中などにHOST部（ドメイン名）は表示されません。

＜SIPアドレスの例＞

WLAN音声電話をかける

内線にかける
電話番号（内線番号）をダイヤルしてWLAN音声電
話をかけます。
FOMAシングルモードではWLAN音声電話をかけ
ることはできません。

1 相手の電話番号（内線番号）をダイ
ヤル
「 」が表示されてい
る場合はp［ ］を
押して「 」を表示さ
せてください。
■ 内線特番を入力する場合
「電話番号（内線番号）に内
線特番を付加する」
→P.447
■ ハイパークリアボイスの
設定を切り替える場合
→P.76

■Bluetooth機器との電波干渉について
Bluetooth機器と無線LAN（IEEE802.11b/g）
は同一周波数帯（2.4GHz）を使用するため、無
線LANを搭載した機器の近くで使用すると、電波
干渉が発生し、通信速度の低下、雑音や接続不能
の原因になる場合があります。また、ストリーミ
ングデータ再生時などで通信が途切れたり音声が
乱れることがあります。この場合、次の対策を行っ
てください。
FOMA端末やワイヤレス接続するBluetooth機
器は、無線LANと10m以上離してください。
10m以内で使用する場合は、ワイヤレス接続す
るBluetooth機器の電源を切ってください。

1234@□□□□.com

アドレス部
（IP電話番号）

HOST部
（ドメイン名）

電話番号入力画面

機能メニュー P.447
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2 r 
■ 受話音量を調節する場合
「相手の声の音量を調節す
る」→P.80

3 通話が終了したらy 
■ 一定時間無音となった場合
自動的に回線が切断され、待受画面に戻ります。

電話番号入力画面（P.446）

発信モード選択※1……発信モードを「FOMA」また
は「WLAN」から選択します。

発信者番号通知※2（本設定にかかわらずマイIP電話
番号が相手に通知されます。）

プレフィックス→P.74

内線特番→P.447

着もじ※2

国際電話発信※2

マルチナンバー※2

電話帳登録→P.92

メール作成→P.152

テレビ電話画像選択※2

※1：2in1のモードがBモードの場合は利用できませ
ん。通信モード設定がシングルモードの場合は利
用できません。

※2：WLAN音声電話では利用できません。

WLAN音声通話中画面
（P.447）

内線特番→P.447

保留音……相手に保留音が流れます。ただし、保留中
は内線機能を使った転送などのサービスは利用でき
ません。→P.81

通話呼切断※……通話中の回線を切断して、保留中の
回線を呼び出します。

保留呼切断※……保留中の回線を切断して、通話中の
回線を継続します。

保留呼切替※……通話中の回線を保留にして、保留中
の回線を呼び出します。

※：「マルチ接続中」と表示されている場合のみ表示され
ます。

● 電話番号（内線番号）に内線特番を付加する
内線特番を付加すると、着信の転送など内線機能を使
うことができます。

1 待受画面表示中 「電話番号入力画
面」で電話番号（内線番号）を入力

O
DUALモード（FOMA優先／WLAN優先）の場
合、電話番号入力中にp［ ］を押すこ
とで、FOMA音声電話でかけるかWLAN音声電
話でかけるかを選択することができます。
「 」が表示されている状態で長時間放置する
と、WLAN圏内に移動してもしばらくの間「 」
が表示されないことがあります。その場合は、ア
クセスポイントをスキャンしてください。
→P.452
WLAN音声電話をかけたときに「ツーツー」とい
う話中音が聞こえ、回線が混み合っている、また
はネットワーク障害などの理由を示すメッセージ
が表示される場合があります。この場合は「OK」
を選択し、しばらくたってからおかけ直しくださ
い。問題が解決しない場合は、ネットワーク管理
者にお問い合わせください。
電話がかからないことを通知するガイダンスが聞
こえる場合は、相手の携帯電話の電源が入ってい
ない、または相手が電波の届かない場所にいます。
yを押して、しばらくたってからおかけ直しく
ださい。
ハンズフリーを利用して通話することができま
す。→P.68
イヤホンマイク（別売）を使って電話をかけるこ
とができます。→P.390
DUALモード（WLAN優先）またはWLANシン
グルモードの場合、緊急通報番号（110番、119
番、118番など）に電話をかけると自動的に
FOMA音声電話で発信します。
WLAN音声通話中にFOMA音声電話の着信があ
ると、「着信履歴」には「不在着信履歴」として記
憶され、通話終了後に「不在着信あり」のデスク
トップアイコンが待受画面に表示されます。
Bluetoothヘッドセットを利用してのWLAN音
声通話はできません。

WLAN音声通話中画面

機能メニュー P.447

次ページにつづく
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2 i［機能］ 「内線特番」 「内線
特番入力」 内線特番を入力
内線特番はダイヤルした電話番号（内線番号）の
前に付加されます。
内線特番は10桁まで入力できます（内線特番＋
IP電話番号の合計は半角で80文字まで）。
＜内線特番200を付加した場合＞
200　1234

内線特番　電話番号（内線番号）
■ 利用する特番が「内線特番設定」（P.461）で
登録されている場合
利用したい項目を選択

外線にかける
最初に外線発信番号をダイヤルして内線発信で外線
に電話をかけます。
あらかじめ外線特番を自動的に付けて発信できる
ように設定できます→P.448

＜例：外線発信番号が「0」でかける場合＞

1 0（外線発信番号）＋相手の電話
番号をダイヤル
■ 外線（市外局番）
03-XXXX-XXXX にか
ける場合

外線発信番号-03-XXXX-
XXXX
■ 携帯電話にかける場合
外線発信番号-090-
XXXX-XXXX
または
外線発信番号-080-
XXXX-XXXX

2 r 

3 通話が終了したらy 

● 外線特番自動付加の設定をする
内線発信で外線に電話をかけるとき、外線特番（例え
ば、「0」発信など）が必要な場合があります。この
ようなとき、電話番号の先頭が特定の条件と一致した
場合に、外線発信と判断し、自動的に外線特番を付加
して発信することができます。

＜例：外線特番が「0」で、自動付加条件が携帯電話
（090-ではじまる）のとき＞

1 i 「設定／NWサービス」
「WLAN設定」 「設定参照／変更」
端末暗証番号を入力

2「プロファイル設定」 プロファイル
を選択 「外線特番自動付加設定」
「ON」
「外線プレフィックス入力画面」が表示されま
す。

3 外線特番「0」を入力

4 外線特番付加条件を設定
例の場合は「0」を選びチェックボックスを に
します（090-ではじまる番号のため）。
• 外線特番付加条件は、複数選択することがで
きます。

• i［機能］から「全選択／全選択解除」がで
きます。

5 u［確定］ u［確定］ u［確
定］ u［完了］
■ 上記の設定を行った後で、090- ではじまる
携帯電話に電話をかけると

外線特番付加条件の「0」と電話番号の先頭が一
致するため、自動的に外線特番の「0」を付加し
た電話番号で発信されます。発信後、呼出中の
表示は「0090-XXXX-XXXX」となります。リ
ダイヤル／発信履歴には、外線特番が付いてい
ない電話番号が記録されます。

電話番号入力画面

機能メニュー P.447
外線発信番号

音声通話中画面

機能メニュー P.447

外線特番自動付加設定画面
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電話番号（内線番号）などの入力を間違
えたとき
■番号を挿入する場合
vを押して挿入したい位置の1つ左の番号にカーソ
ルを移動して番号を入力します。
■番号を削除する場合
vを押して削除したい番号にカーソルを合わせて
tを押します。
tを1秒以上押すと、カーソルのあたっている番号
とその左側にあるすべての番号が削除されます。
■入力し直す場合
カーソルを番号の先頭または最後に合わせてtを
1秒以上押すと、待受画面に戻ります。

通話中に保留にする 〈通話中保留〉

1 通話中 t 
相手に保留音が流れます。
■tで保留できない場合
i［機能］ 「保留音」

保留音を音声として相手に
送ります（インバンド保留）。
インバンド保留中は内線機
能を使った転送などのサー
ビスは利用できません。
■ 保留中に電話を切る場合
y 

2 電話に出られるようになったらt
またはd 

WLAN音声通話保留中画面
（P.449）

内線特番……内線特番を入力します。→P.447

保留呼切断……保留中のWLAN音声電話を終了しま
す。

リダイヤル／発信履歴／着信履歴を利用
する 〈リダイヤル／発信履歴／着信履歴〉

リダイヤル／発信履歴／着信履歴を使って、かけた
り、かかってきた相手の内線や外線の音声電話にかけ
直すことができます。リダイヤル／発信履歴／着信履
歴でのWLAN音声電話のかけかたは、FOMA音声電
話と同じです。→P.69

WLAN音声電話を受ける

WLAN音声電話がかかってきたときは、かけてきた
相手によって画面に次のように表示されます。

※：SIPサーバの設定によっては、表示が異なる場合があ
ります。

電話番号を電話帳に登録した相手からWLAN音声
電話がかかってくると、電話番号と登録した名前が
表示されます。
外線電話の受け方は「FOMA音声電話／テレビ電
話を受ける」（P.77）と同じ操作で行うことができ
ます。

1 WLAN音声電話がかかってきたら
rまたはd 
i［機能］から「着信拒否」
ができます。
着信音が鳴り、着信イルミ
ネーションが点滅します。
■ 着信音量を調節する場合
「着信音の音量を調節する」
→P.80
■ 受話音量を調節する場合
「相手の声の音量を調節す
る」→P.80
■ ハイパークリアボイスの設定を切り替える場
合→P.76

2 通話が終了したらy 

WLAN音声通話保留中画面

機能メニュー P.449

表示※ 電話をかけてきた相手
WLAN着信中 WLAN音声電話の着信
内線電話着信中 内線電話からの着信
外線電話着信中 外線電話からの着信

O
「エニーキーアンサー」で電話を受けるように設定
できます。→P.79
「クイックサイレント」でボタンを押すと着信音の
みがとまるように設定できます。→P.79
着信中に「伝言メモ」へ移り、相手の用件を録音
できます。→P.84
電話の着信は「着信履歴」に30件まで記憶されま
す。相手が電話番号を通知してきた場合は、通知
してきた電話番号が表示されます。また、電話番
号を通知してきた相手が電話帳に登録されている
場合は、名前も表示されます。電話番号を通知し
てこない相手の場合は、その理由（発信者番号非
通知理由）が表示されます。

着信中画面
（内線電話からの着信の場合）

次ページにつづく
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WLAN設定について

WLAN設定は、WLANで接続するために必要な設定
を変更したり、設定内容を確認することができます。

■WLAN設定完了までの流れ
お買い上げ時からWLANへの接続までの準備につい
て説明します。

※1：アクセスポイント側の設定方法は、アクセスポイ
ントの取扱説明書をご覧ください。

※2：アクセスポイント側のセキュリティ方式が「な
し」、「WEP」、「WPA2-PSK」の場合でも、「WLAN
設定によるセットアップ」以降の手順で、WLAN
への接続を行うことが可能です。

回線が混み合っているなどの理由で着信できな
かった場合は、「着信履歴」には「不在着信履歴」
として記憶され、「 」などが表示されます。
また、「不在着信あり」のデスクトップアイコンが
待受画面に表示されます。
WLAN音声通話中にFOMA音声電話の着信があ
ると、「着信履歴」には「不在着信履歴」として記
憶され、通話終了後に「不在着信あり」のデスク
トップアイコンが待受画面に表示されます。
Bluetoothヘッドセットを利用してのWLAN音
声通話はできません。

項目 説明
かんたん接続
（WPS）

アクセスポイントに接続するた
めに必要な設定を簡単な操作で
行うことができます。→P.451

ネットワーク
検索

接続するアクセスポイントをス
キャン（検索）します。→P.452

設定参照／変更 アクセスポイントに接続するた
めに必要な設定内容（プロファ
イル）を参照したり、変更する
ことができます。→P.452

接続先設定 アクセスポイントを選ぶ方法を
設定できます。→P.454

マイIP電話番号
一覧

登録しているアクセスポイント
のマイIP電話番号一覧を表示し
ます。→P.455

接続切替設定 通信モードにて優先に設定して
いる接続先が圏外の場合、接続
先を切り替える際にメッセージ
画面を表示するかどうかを設定
します。→P.61

インターホン
機能

インターホン機能の設定や起動
を行います。→P.462

WLAN設定
リセット

「WLAN設定」の設定内容をお買
い上げ時の状態に戻します。
→P.455

O

通信モードをFOMAシングルモード以外に設定
→「通信モード設定を切り替える」（P.61）

アクセスポイントを準備する※1

WPS対応アクセスポイ
ントの場合

WPS非対応アクセスポ
イントの場合

WPSによるセットアップを行う
→「WPSを用いたかんたん接続
を行う」（P.451）

アクセスポイント側のセキュリティ方式の設定を確認する※1

「なし」、「WEP」、「WPA2-
PSK」の場合※2

「なし」、「WEP」、「WPA2-
PSK」以外の場合

一時接続によるセットアップを行う
→「アクセスポイントをスキャン
する」（P.452）

WLAN設定によるセットアップを行う
→「WLANの内容を参照／変更する」（P.452）

WLAN接続するときに使用する接続先を設定する
→「指定したアクセスポイントに接続する」（P.454）

●関連用語集
アクセスポイント
WLANを利用する際の接続先です。
ビーコン
アクセスポイントから一定間隔で送出される信号で
す。FOMA端末でビーコンを受信することにより、
WLANの同期をとることができます。
プロファイル
アクセスポイントに接続するために必要な設定を組
み合わせたものです。
DTIM
Delivery Traffic Indication Messageの 略 で す。
ビーコンに含まれる信号の1つで、アクセスポイント
から無線クライアント（FOMA端末）向けのデータが
あることを通知します。
ESSID
Extended Service Set Identifierの略です。WLAN
におけるネットワーク識別子の1つです。ESSIDが一
致するアクセスポイントと通信が可能です。
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WPSを用いたかんたん接続を
行う 〈かんたん接続（WPS）〉

「Wi-Fi Protected SetupTM※」（WPS）に対応した
アクセスポイントに接続するために必要なESSIDや
セキュリティ方式などを、簡単な操作で設定します。
※：無線LANの業界団体Wi-Fi Alliance®が策定した無

線LAN設定に関する標準規格で、対応機器どうしで
あれば簡単な操作のみで安全なWi-Fiネットワーク
環境の構築が可能となります。

アクセスポイントの操作についてはアクセスポイ
ントの取扱説明書をご覧ください。
FOMAシングルモードの場合やほかのタスクを起
動している場合はアクセスポイントをスキャンす
ることができません。

● PINコード入力方式で簡単設定を行う
FOMA端末がランダムに生成する「PINコード」を
用いて認証を行うため、より安全にWLANの設定
を行うことができます。

1 待受画面表示中 d 「 」を選択
端末暗証番号を入力

ESSID選択画面（P.452、454）／プロファ
イル一覧画面（P.453）で設定したい項目を反
転表示しi［機能］から「WPS」を選択して
も起動できます。

2「PINコード入力方式」
アクセスポイントの検索がはじまります。以降
は画面の指示に従って操作を行います。
FOMA端末の画面に「PINコード」（WPS用PIN
コード）が表示されたら、その番号をアクセス
ポイントに登録してください。※

アクセスポイントとの間でWLANの設定情報が
交換され、プロファイルに反映されます。
■ 設定が正常に完了した場合
設定完了を通知するメッセージが表示され、待
受画面に戻ります。
■ 設定の一部ができなかった場合
設定ができない理由を通知するメッセージが表
示されます。
■ 設定に失敗した場合
失敗した理由を通知するメッセージが表示され
ます。dを押すと、待受画面に戻ります。
※：WPS用PINコードのアクセスポイントへの入

力を誤った場合
FOMA端末画面に表示されている正しいPIN
コードを再度、アクセスポイントへ入力してく
ださい。

■ 時間内に接続できなかった場合
「再試行」または「Cancel」を選択できます。ア
クセスポイントによっては接続が一度失敗する
ことがありますので、その場合は「再試行」を
選択して何度か実行してください。

● プッシュボタン方式で簡単設定を行う
対応機器のプッシュボタンを用いてより簡単な操
作で設定を行います。

1 待受画面表示中 d 「 」を選択
端末暗証番号を入力

ESSID選択画面（P.452、454）／プロファ
イル一覧画面（P.453）で設定したい項目を反
転表示しi［機能］から「WPS」を選択して
も起動できます。

MACアドレス
Media Access Controlアドレスの略です。ネット
ワーク上で機器を識別するための固有のハードウェ
アアドレスです。
QoS
Quality of Serviceの略です。ネットワークの優先制
御と帯域制御に関するサービス品質のことです。
SIP
Session Initiation Protocolの略です。IPネット
ワーク上でマルチメディア通信を行うための通信上
の取り決め（プロトコル）です。FOMA端末ごとに設
定されたSIPアドレス（IP電話番号）により、WLAN
音声電話が利用できます。
TTC-SIP
TTC（Telecommunication Technology Committee：
社団法人情報通信技術委員会）の標準規格で規定された
SIPです。
TTC-SIPサーバ
TTCの標準規格で規定されたSIPを利用して、WLAN音
声電話を制御するサーバです。
WLAN
Wireless Local Area Networkの略です。一般的に
は無線LANと呼ばれます。
WMMTM
Wi-Fi Multimediaの略です。ストリーミングなどの
マルチメディアデータ転送向けのQoS機能規格で、
WLANネットワーク内のさまざまなデータに優先順
位を割り当てる機能を有しています。

次ページにつづく
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2「プッシュボタン方式」
アクセスポイントの検索がはじまりますのでア
クセスポイント本体またはアクセスポイントの
設定画面のプッシュボタンを押してください。
以降は画面の指示に従って操作を行います。
アクセスポイントとの間でWLANの設定情報が
交換され、プロファイルに反映されます。
■ 設定が正常に完了した場合
設定完了を通知するメッセージが表示され、待
受画面に戻ります。
■ 設定の一部ができなかった場合
設定ができない理由を通知するメッセージが表
示されます。
■ 設定に失敗した場合
失敗した理由を通知するメッセージが表示され
ます。dを押すと、待受画面に戻ります。

アクセスポイントをスキャンす
る 〈ネットワーク検索〉

接続するアクセスポイントをスキャン（検索）します。
WLAN設定で接続先設定がすでに「一時接続」に
設定されている場合は、WLANで接続するアクセ
スポイントを手動でスキャンして選びます。
WLAN設定で接続先設定が「指定接続」に設定さ
れている場合は、優先接続先に指定しているアクセ
スポイントに再接続します。
FOMAシングルモードの場合やほかのタスクが起
動している場合は、アクセスポイントをスキャンす
ることができません。

1 待受画面表示中にd（1秒以上）
アクセスポイントを検索し
て、結果を表示します。
■ アクセスポイントが検出
されなかった場合

「再検出」または「Cancel」

2 アクセスポイントを選択 「YES」

3「YES」
プロファイル一覧画面（P.453）に現在接続中
のプロファイルが追加され、「指定接続」に切り
替えるかどうかのメッセージが表示されます。

4「YES」
優先接続先設定画面（P.454）に現在接続中の
アクセスポイントのプロファイルが追加され
「指定接続」に切り替わります。
「NO」を選択するとプロファイル一覧画面
（P.453）に現在接続中のアクセスポイントのプ
ロファイルが追加され、「一時接続」となります。
すべてのプロファイルが設定済みの場合は追加
できません。

WLANの内容を参照／変更す
る 〈設定参照／変更〉

「設定参照／変更」では、プロファイルごとに設定し
たり、すべてのプロファイルに共通の項目をまとめて
設定することができます。
20個のプロファイルが設定可能です。（ホームU設
定時は21個のプロファイルが設定可能です。）
FOMAシングルモードに設定している場合でも、設
定変更や設定の確認は行えますが、その他のアクセ
スポイントの検出は行われません。アクセスポイン
トを検出し接続するには、WLANシングルモード
またはDUALモードに切り替える必要があります。
■設定変更の操作について
「プロファイル設定」、「共通設定」の各項目で変更し
た内容はすぐに反映されず一時保存されます。
各項目の設定を確定後、「設定参照／変更画面」
（P.453）まで戻り、u［完了］が押された時点で
FOMA端末に変更内容が反映されます。

O
本機能による設定を「一時接続」で行った場合「指
定接続」するかどうかのメッセージが表示されま
す。画面の指示に従って操作を行ってください。
「 」が表示されているアクセスポイントを選ん
だ場合は、WEPキーまたはWPA2-PSKキーの
入力が必要です。→P.460
接続先設定が「一時接続」に設定されている場合、
「セキュリティ方式選択」（P.458）が「なし」、
「WEP」、「WPA2-PSK」以外に設定されている
アクセスポイントとの接続はできません。

ESSID選択画面

機能メニュー P.455

O
「 」が表示されているアクセスポイントを選ん
だ場合は、WEPキーまたはWPA2-PSKキーの
入力が必要です。→P.460
接続先設定が「一時接続」に設定されている場合、
「セキュリティ方式選択」（P.458）が「なし」、
「WEP」、「WPA2-PSK」以外に設定されている
アクセスポイントとの接続はできません。
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プロファイルごとに設定する
〈プロファイル設定〉

＜例：プロファイル名を変更する場合＞

1 i 「設定／NWサービス」
「WLAN設定」 「設定参照／変更」
端末暗証番号を入力

2「プロファイル設定」

3 プロファイルを選択
「プロファイルごとに設定で
きる項目」→P.456

4「プロファイル名設定」 プロファイ
ル名を入力

5 u［確定］ u［確定］ u［完
了］
設定を反映します。反映が終了すると、アクセ
スポイントに接続します。
■ 接続先設定が「一時接続」の場合
アクセスポイントを選択 「YES」

選択したアクセスポイントに接続します。
「接続先を選ぶ方法を設定する」→P.454
■ 接続先設定が「指定接続」の場合
指定されているアクセスポイントに自動的に再
接続します。
■「プロファイル設定」を変更していない場合
u［完了］を押すと「WLAN設定画面」に戻
ります。

プロファイル一覧画面（P.453）

プロファイル初期化……反転表示しているプロファ
イルの設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。

コピー……反転表示しているプロファイルの設定を
ほかのプロファイルにコピーします。

WPS……反転表示しているプロファイルに対して
簡単設定を行います。→ P.451

TTC-SIP自動設定……反転表示しているプロファ
イルの設定をTTC-SIPサーバ用に変更します。

すべてのプロファイルに共通する項目を
設定する 〈共通設定〉

＜例：接続待ち時間設定を「60秒」に設定する場合＞

1 設定参照／変更画面（P.453）「共
通設定」 「接続待ち時間設定」
「60秒」
「すべてのプロファイルに共
通して設定できる項目」
→P.461

2 u［確定］ u［完了］

設定参照／変更画面

プロファイル一覧画面

機能メニュー P.453

プロファイル画面

O
＜TTC-SIP自動設定＞
以下の項目の設定が変更されます。
• IP設定

•「IPアドレス設定」の「IPアドレス自動取得設
定」：「自動設定」

•「DNSサーバ設定」の「DNS自動取得設定」：
「自動設定」

• SIP設定
•「移動機SIPアドレス設定」：＜空欄＞
•「SIPサーバ設定」：「自動設定」
•「TTC-SIP設定」：「ON」

共通設定画面
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接続状態とMACアドレスを確認する
〈情報表示〉

1 設定参照／変更画面（P.453）「情
報表示」 以下の項目から選択

接続ステータス……接続状態を表示します。
タイミングによっては、「電界強度」に「0dBm」
と表示される場合があります。d［更新］を押
して「接続ステータス画面」を表示し直すと、正
しい電界強度が表示されます。
海外で利用されていると判定した場合、「WLAN
利用制限中」と表示されます。ただし、登録さ
れているプロファイルが0件の場合は表示され
ません。

MACアドレス……WLANでホストを識別する
ために設定される固有のハードウェアアドレス
を参照します。

接続先を選ぶ方法を設定する
〈接続先設定〉

WLAN接続するときに使用する接続先（アクセスポ
イント）を選ぶ方法を設定します。

指定したアクセスポイントに接続する
〈指定接続〉

複数のアクセスポイントを指定するときは、あらかじ
め優先順位を設定できます。
20個まで指定できます（ホームU設定時は21個ま
で指定できます）。

1 i 「設定／NWサービス」
「WLAN設定」

2「接続先設定」 「指定接続」

3 登録する優先順位を選択 プロファ
イルを選択 u［確定］
設定反映後、自動的にアクセスポイントに再接
続します。
プロファイルが選択されていないときは、「一時
接続」するかどうかのメッセージが表示されま
す。

優先接続先設定画面（P.454）

追加……選択したプロファイルを優先順位の最後尾
に追加します。

上書き……反転表示したプロファイルを選択したプ
ロファイルに変更します。

挿入……選択したプロファイルを反転表示した優先
順位に挿入します。

削除……反転表示したプロファイルを削除します。

優先順位の変更……反転表示した優先順位を選択し
た優先順位に変更します。

アクセスポイントを検索して接続する
〈一時接続〉

接続可能なアクセスポイントを検索して、接続します。

1 i 「設定／NWサービス」
「WLAN設定」

2「接続先設定」 「一時接続」
アクセスポイントを検索し
て、結果を表示します。
■ アクセスポイントが検出
されなかった場合

「再検出」または「Cancel」

3 アクセスポイントを選択 「YES」

4「YES」
プロファイル一覧画面（P.453）に現在接続中
のプロファイルが追加され、「指定接続」に切り
替えるかどうかのメッセージが表示されます。

5「NO」
選択したアクセスポイントに一時接続されま
す。
■「YES」を選択した場合
優先接続先設定画面（P.454）に現在接続中の
アクセスポイントのプロファイルが追加され
「指定接続」に切り替わります。 すべてのプロ
ファイルが設定済みの場合は追加できません。

情報表示画面

優先接続先設定画面

機能メニュー P.454

ESSID選択画面

機能メニュー P.455
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ESSID選択画面（P.454）

更新……アクセスポイントを再度検索します。

WPS→P.451

登録されているマイIP電話番号
を表示する 〈マイIP電話番号一覧〉

1 i 「設定／NWサービス」
「WLAN設定」 「マイIP電話番号
一覧」
最後に接続したマイIP電話番号には「★」が付
きます。
■ マイIP電話番号の詳細を確認する場合
マイIP電話番号を選択

WLAN設定を初期状態に戻す
〈WLAN設定リセット〉

「WLAN設定」の設定内容をお買い上げ時の状態に戻
します。
「WLAN設定リセット」を実行すると、次の機能や
データはお買い上げ時の状態に戻ります。

1 i 「設定／NWサービス」
「WLAN設定」「WLAN設定リセッ
ト」 端末暗証番号を入力
「YES」

キャッチホンの利用について設
定する 〈WLANキャッチホン設定〉

「キャッチホン」を利用するかどうかを設定します。
本機能はTTC-SIP設定時のみに有効です。未設定
のときは、メニューに表示されません。

1 i 「設定／NWサービス」 「着
信」 「WLANキャッチホン設定」
「ON」または「OFF」

相手に自分の電話番号を通知す
る 〈WLAN番号通知設定〉

電話をかけたときにお客様の電話番号（発信者番号）
を相手の電話機（ディスプレイ）へ表示させることが
できます。発信者番号はお客様の大切な情報ですの
で、通知する際には十分ご注意ください。
本機能はTTC-SIP設定時のみに有効です。未設定
のときは、メニューに表示されません。

1 i 「設定／NWサービス」 「発
信」 「WLAN番号通知設定」 「通
知する」または「通知しない」

O
「 」が表示されているアクセスポイントを選ん
だ場合は、WEPキーまたはWPA2-PSKキーの
入力が必要です。→P.460
接続先設定が「一時接続」に設定されている場合、
「セキュリティ方式選択」（P.458）が「なし」、
「WEP」、「WPA2-PSK」以外に設定されている
アクセスポイントとの接続はできません。
プロファイルにはじめて「TTC-SIP設定」が「ON」
に設定された場合は、接続時に「WLAN番号通知
設定」、「WLANキャッチホン設定」を設定する画
面が表示されますので画面の指示に従って操作し
てください。

• プロファイル名設定 • セキュリティ方式設定
の各項目• WLAN詳細設定の

各項目 • 内線特番設定
• IP設定の各項目 • 最大Scan間隔設定
• SIP設定の各項目 • 接続先設定
• VoIP設定の各項目 • インターホン機能
• QoS設定 • WLAN CA証明書
• UPnP設定 • WLANクライアント証明

書 • 外線特番自動付加設定
• 接続待ち時間設定 • SSL証明書管理の有効

／無効設定• HTTP Proxy設定

O
「WLAN設定リセット」を実行するとWLAN接続
を利用できなくなります。

O
本機能によるキャッチホン操作は「キャッチホン」
（P.417）と同様です。
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プロファイル設定項目一覧
●プロファイルごとに設定できる項目
設定方法については「プロファイルごとに設定する」（P.453）を参照してください。
各項目で設定を変更した後は、u［確定］を押して「設定参照／変更画面」（P.453）に戻り、u［完
了］を押してください。この操作によりFOMA端末に設定内容が反映されます。

項目 設定範囲
（下線部はお買い上げ時の設定） 操作

プロファイル名設定
プロファイル名を変更します。

プロファイル01～プロファイル20
※全角で8文字、半角で16文字まで入
力できます。スペース（空白）は使用
できません。

プロファイル名を入力

WLAN詳細設定
ESSID設定
通信時の混線を防ぐためのIDで
す。アクセスポイントと同一のも
のに指定します。

ESSID01～ESSID20
※半角英数字（一部の半角記号を含む）
で32文字まで入力できます。

ESSIDを入力

無線モード設定選択
無線モード（IEEE802.11b／
IEEE802.11g）を選択します。

AUTO（802.11b/g）／802.11b モードを選択

通信チャネル設定
複数のWLANどうしの干渉をな
くすために通信チャネルを選択
します。

Auto(1,6,11,14)／Auto(1,5,9,13)
／Auto(1-14)／1ch～14ch
※海外では12ch～14chは使用できま
せん。

チャネルを選択

PowerSave設定
WLAN通話時の省電力を設定し
ます。

ON／OFF 「ON」または「OFF」

Scanタイプ設定
アクセスポイントを探すときの
スキャニングタイプを設定しま
す。→P.460
※「接続先設定」が「指定接続」の
ときのみ有効となります。「一時
接続」のときは設定にかかわらず
「PASSIVE」となります。

ACTIVE／PASSIVE／AUTO Scanタイプを選択
※「AUTO」に設定している際
に、WLAN圏外にてScanを
行う場合は「PASSIVE」とな
り、圏内になると「ACTIVE」
となります。

Handover設定
WLAN通信時にハンドオーバー
を行うかどうかを設定します。

ON／OFF 「ON」または「OFF」

送信電力
WLAN通信時の送信電力を設定
します。

1（Min）／2／3／4／5（Max） 送信電力を選択
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IP設定
IPアドレス設定
IPアドレスを設定します。

自動設定／手動設定
IPアドレス／サブネットマスク／
デフォルトGW：0.0.0.0（未設定）
～255.255.255.255

※以下の値は入力できません。また、IP
アドレスとサブネットマスクには必
ず0.0.0.0以外の値を入力する必要が
あります。
＜IPアドレス／デフォルトGW＞
• ループバックアドレス
（127.0.0.1）

• クラスD/Eアドレス（224.0.0.0
～255.255.255.255）

• ホスト部がオールビットOFF
（例：192.168.0.0/24）

• ホスト部がオールビットON
（例：192.168.0.255/24）
＜サブネットマスク＞
• 255.255.255.255

※0.0.0.0を入力すると、現在の設定内
容を消去して未設定状態に戻ります。

■自動で設定する場合
「自動設定」
■手動で設定する場合
「手動設定」 「IPアドレ
ス」、「サブネットマスク」ま
たは「デフォルトGW」 ア
ドレスを入力

DNSサーバ設定
DNSアドレスを設定します。

自動設定／手動設定
プライマリDNS/セカンダリDNS：
0.0.0.0（未設定）～
255.255.255.255

※ 以下の値は入力できません。
• ループバックアドレス
（127.0.0.1）

• クラスD/Eアドレス（224.0.0.0
～255.255.255.255）

※0.0.0.0を入力すると、現在の設定内
容を消去して未設定状態に戻ります。

※「IPアドレス設定」を「手動設定」に
設定している場合は、「手動設定」の
み可能です。

■自動で設定する場合
「自動設定」
■手動で設定する場合
「手動設定」 「プライマ
リDNS」または「セカンダリ
DNS」 アドレスを入力

HTTP Proxy設定
Proxyサーバを使用するかどうか設
定します。

使用しない／使用する
サーバアドレス：0.0.0.0（未設
定）～255.255.255.255
ポート番号：（未設定）（1～65535）
未使用アドレス：（未設定）
（例）192.168.1.1,www.△△△
.jp,192.168.1.254

※未使用アドレスは、区切りとして
「,（カンマ）」を入力すると複数指定で
きます。
IPアドレスに対して「/（スラッシュ）」
を入力するとサブネットマスク（1～
32）を指定することができます。
後方一致での指定によるワイルド
カード指定もできます（例：「co.jp」
と記述することで「co.jp」ドメイン
すべてが対象となります）。

■使用しない場合
「使用しない」
■使用する場合
「使用する」 「サーバア
ドレス」 アドレスを入力
「ポート番号（HTTP）」 番
号 を入 力 「ポ ート 番号
（SSL）」 番号を入力 「未
使用アドレス」 アドレスを
入力

項目 設定範囲
（下線部はお買い上げ時の設定） 操作

次ページにつづく
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セキュリティ方式設定
外部から無線パケット解析を防止するためにセキュリティを設定します。
セキュリティ方式選択 なし／WEP／802.1x／

WPA/WPA2／WPA2／
WPA/WPA2-PSK／WPA2-PSK
※WPA2、WPA2-PSKの暗号化方式
はTKIPまたはAESに対応していま
す。

■設定しない場合
「なし」
■「WEP」を設定する場合
「WEP」 KeyIDを選択
文字形式を選択 WEPキー
を入力
■「802.1x」、「WPA/
WPA2」、「WPA2」を設
定する場合
フェーズ1を選択 フェー
ズ2を選択
※フェーズ1に「EAP-TLS」を
選択した場合は、フェーズ2
の選択は不要となります。

■「WPA/WPA2-PSK」、
「WPA2-PSK」を設定する
場合
文字形式を選択 WPA-
PSKキーまたはWPA2-
PSKキーを入力

証明書
セキュリティ方式選択で
「802.1x」、「WPA/WPA2」、
「WPA2」を選択した場合に認証
時に用いる証明書を認証サーバ
に合わせて設定します。
※クライアント証明書はフェーズ1
に「EAP-TLS」を選択した際に
のみ設定可能となります。

ルート証明書選択：（未設定）
クライアント証明書選択：（未設定）

■証明書を確認する場合
「ルート証明書選択」また
は「クライアント証明書選択」
証明書を選択
■証明書を設定する場合
「ルート証明書選択」また
は「クライアント証明書選択」
証明書を反転 i［機能］
「選択」

※選択中の証明書は、「 」が
表示されます。

CN検証設定
証明書のCN（Common Name）
と一致しない不正な認証サーバ
への接続を防止するために認証
サーバのCN検証有無を設定しま
す。
※セキュリティ方式選択で
「802.1x」、「WPA/WPA2」、
「WPA2」を選択した場合に設定
可能です。

ON／OFF
※半角英数字（一部の半角記号を含む）
で64文字まで入力できます。

■CN検証する場合
「ON」 CNを入力
■CN検証しない場合
「OFF」

EAP用ID設定
802.1x／WPA（EAP）用のID
を設定します。

（未設定）
※半角英数字（一部の半角記号を含む）
で64文字まで入力できます。

IDを入力

EAPフェーズ2用ID設定
802.1x／WPA（EAP）でのク
ライアント認証時に使用するID
を設定します。

ID：（未設定）
パスワード：（未設定）
※半角英数字（一部の半角記号を含む）
で64文字まで入力できます。

「ID」 IDを入力 「パス
ワード」 パスワードを入力

項目 設定範囲
（下線部はお買い上げ時の設定） 操作
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SIP設定
WLAN音声電話を使用するためのSIPサーバの情報を設定します。
移動機SIPアドレス設定
FOMA端末のSIPアドレス（マイ
IP電話番号）を設定します。

（未設定）
※半角英数字（一部の半角記号を除く）
で50文字まで入力できます。

本FOMA端末のSIPアドレ
ス（マイIP電話番号）を入力

SIPサーバ設定 自動設定／手動設定
IP-PBXサーバ
IPアドレス：
0.0.0.0（未設定）～
255.255.255.255
ポート番号：
5060（1～65535）

Registerサーバ
IPアドレス：
0.0.0.0（未設定）～
255.255.255.255

■自動で設定する場合
「自動設定」
■手動で「IP-PBXサーバ」を
設定する場合
「手動設定」「IP-PBXサー
バ」　 「IPアドレス」 アド
レスを入力 「ポート番号」
番号を入力
■手動で「Registerサーバ」
を設定する場合
「手動設定」 「Register
サーバ」　 「IPアドレス」
アドレスを入力

TTC-SIP設定
SIPサーバに合わせ、SIPシーケ
ンスをTTC-SIP固定にするかど
うかを設定します。

ON／OFF 「ON」または「OFF」

ダイジェスト認証設定 ID：（未設定）
パスワード：（未設定）
※半角英数字（一部の半角記号を含む）
で64文字まで入力できます。

「ID」 IDを入力 「パス
ワード」 パスワードを入力

VoIP設定
ジッタバッファ、ジッタバッファサイズ、RTPポート番号を設定します。
ジッタバッファ設定
WLAN音声電話時に音声データ
を蓄えるジッタバッファのサイ
ズを固定にするか、データ送信の
遅れや混雑状況に応じて自動的
に変更するかを設定します。

ダイナミック／スタティック 「ダイナミック」または「ス
タティック」を選択

ジッタバッファサイズ
WLAN音声電話時に音声データ
を蓄えるジッタバッファのサイ
ズを設定します。
※ジッタバッファのサイズが大き
いと、音質は良くなりますが、音
声データの送信が遅くなります。
サイズが小さいと音声データの
送信は早くなりますが、音質が悪
くなります。

40～240 「40(ms)」～「240（ms）」
から選択

RTPポート番号
WLAN音声電話時に音声データ
を送信するポートの番号を設定
します。

5006（1～65532） ポート番号を入力

QoS設定
ネットワーク上の帯域制御やパケッ
トの優先制御を行うかどうかを設定
します。

ON／OFF 「ON」または「OFF」

項目 設定範囲
（下線部はお買い上げ時の設定） 操作

次ページにつづく
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■Scanタイプ設定について
接続するアクセスポイントの設定※により、使用可能なScanタイプ設定は異なります。接続するアクセス
ポイントがステルス設定されている場合は、「ACTIVE」に設定する必要があります。
※：アクセスポイントでは、SSIDを含んだビーコン信号を定期的に送信しています。アクセスポイントによって

は、セキュリティ向上のためにビーコン信号にSSIDを含めない設定にできるものもあります。本FOMA端末
では、「PASSIVE」に設定している場合、ビーコン信号にSSIDが含まれていないアクセスポイントは検索で
きません。

■WEP/WPA-PSKキーの入力について
WEPキーの文字形式は「64bit／ASCII」、「64bit／HEX」、「128bit／ASCII」、「128bit／HEX」のい
ずれかを選択します。また、WPA-PSKの文字形式は「ASCII設定」、「HEX設定」のいずれかを選択します。
「64bit／HEX」、「128bit／HEX」または「HEX設定」を選択した場合、キーは16進数入力で入力します。
16進数入力には「0」～「9」の数字と「a」～「f」、「A」～「F」のアルファベットを使用します。「a」～
「f」はw、「A」～「F」はqを繰り返し押して入力します。また、w、qを押した後、rを繰り
返し押すことにより文字を「f」→「e」…（wを押した場合） 、「F」→「E」…（qを押した場合）の順
に切り替えることもできます。

UPnP設定
ネットワーク上で接続された各種機
器を相互で利用できるように設定し
ます。

ON／OFF 「ON」または「OFF」

外線特番自動付加設定
内線発信で外線に電話をかけると
き、電話番号が特定の条件と一致し
た場合に、自動的に外線特番を付加
して発信するように設定します。

ON／OFF
外線プレフィックス：（未設定）
外線特番自動付加設定：1～0
※外線プレフィックスは、10桁まで
入力できます。

■付加する場合
「ON」 外線プレフィック
スを入力 自動付加する条件
を選択 u［確定］
■付加しない場合
「OFF」

O
＜HTTP Proxy設定＞＜SIPサーバ設定＞
サーバアドレス、IPアドレスは文字形式で入力することもできます。半角の英数字、記号、スペース（空
白）で64文字まで入力できます。

項目 設定範囲
（下線部はお買い上げ時の設定） 操作
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● すべてのプロファイルに共通して設定できる項目
設定方法については「すべてのプロファイルに共通する項目を設定する」（P.453）を参照してください。
各項目で設定を変更した後は、u［確定］を押して「設定参照／変更画面」（P.453）に戻り、u［完
了］を押してください。この操作によりFOMA端末に設定内容が反映されます。

項目 設定範囲
（下線部はお買い上げ時の設定） 操作

接続待ち時間設定
サイト接続しようとしたときに応答
がなかった場合、自動的に接続を中
止するまでの待ち時間を設定しま
す。

60秒／90秒／無制限 待ち時間を選択

SSL証明書管理
SSL／TLS証明書の確認や、SSL
／TLS証明書の有効／無効を切り替
えます。証明書を無効にすると、そ
の証明書に対応しているページは表
示されないようになります。

（未設定） ■証明書を確認する場合
証明書を選択
■証明書の有効／無効を切り替え
る場合
証明書を反転表示 i［機能］
「有効／無効設定」

※ 有効時は「 」、無効時は「 」
が表示されます。

■証明書を削除する場合
証明書を反転表示 i［機能］
「証明書削除」 端末暗証番号を
入力 「YES」
※ｉモード証明書、ｉモードドコモ証
明書、ｉモードユーザ証明書は削除
できません。

内線特番設定
内線特番を設定します。

（未設定）
※登録名は、全角で8文字、半角
で16文字まで入力できます。
内線特番は10桁まで入力でき
ます。

■内線特番を登録／変更する場合
項目を反転表示 u［編集］
登録名を入力 内線特番を入力
■内線特番を削除する場合
項目を反転表示 i［機能］

「1件削除／選択削除／全削除」
「複数選択について」→P.49

最大Scan間隔設定
WLAN圏外時、アクセスポイントを
自動でスキャンする間隔を設定しま
す。

5（1～10分） 最大Scan間隔（01～10分の2
桁）を入力
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インターホン機能を利用する
〈インターホン機能〉

自宅に設置されているインターホン機器とWLAN通
信で連携し、本FOMA端末をインターホンの子機と
して使用してインターホンの応答、玄関先のカメラ映
像の確認、玄関の解錠などができます。

インターホン機能を起動する
〈インターホン〉

初期設定が行われている場合のみ、インターホンを
起動できます。

1 i 「設定／NWサービス」
「WLAN設定」 「インターホン機
能」 「インターホン」
インターホン機能は常駐し、インターホンの応
答が可能になります。
インターホンにうまく接続できない場合は、本
メニューから接続状態をご確認ください。

インターホン機能の設定を行う〈初期設定〉
インターホン機器を利用するには、最初に初期設定を
行う必要があります。
インターホン機器に接続し、インターホンの設定ファ
イルをFOMA端末にダウンロード保存することで初
期設定が完了します。
インターホン機能の初期設定の前にWLANの設定
（P.452）を行う必要があります。

1 i 「設定／NWサービス」
「WLAN設定」 「インターホン機
能」 「初期設定」 d［接続］
インターネットホームページに接続され、簡易
設定ファイルがダウンロードされます。
■ 接続するIPアドレスを変更してから接続する
場合
u［編集］ IPアドレスを入力 d［確定］
d［接続］

2 端末暗証番号を入力
FOMA端末に簡易設定ファイルが保存されま
す。

3「YES」または「NO」
機能をデスクトップに貼り付ける場合は「YES」
を選択します。

インターホン機能の設定を確認する
〈設定確認〉

インターホンプロファイルの設定を確認します。
初期設定が行われている場合のみ、設定を確認でき
ます。

1 i 「設定／NWサービス」
「WLAN設定」 「インターホン機
能」 「設定確認」 端末暗証番号
を入力
■ 設定確認画面の見かた

① プロファイル名
② インターホン用のSIPアドレス
③ インターホンサーバ（SIPサーバ）のアド

レス
④ SIP通信のポート番号
⑤ HTTP通信のポート番号
⑥ ダイジェスト認証のID
⑦ ダイジェスト認証のパスワード

パスワードは「*」で表示されます。
■ 設定を削除する場合
u［削除］ 「YES」

携帯電話との連携機能を搭載したインターホンを
ご利用の方を対象とした機能です。対応の有無や、
機能詳細については、ご利用のインターホン機器
の取扱説明書をご覧ください。

O
インターホン機能の各種着信音は変更できません。
インターホン機能の各種着信音量は、「着信音量」
の「WLAN電話（内線）」の設定に従います。
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