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 6.1 インターネットへの接続
本機はワイヤレスLANや携帯電話ネットワークを介してインターネ
ットに接続します。
ワイヤレスLANのエリア外で使用できない場合は、パケット通信によ
りインターネットや社内ネットワークに接続することができます。接
続設定グループは、インターネットの設定と社内ネットワークの設定
の2つがあります。インターネット設定はインターネットに接続すると
きに使用し、社内ネットワーク設定はプライベートネットワークや社
内ネットワークに接続するときに使用します。

インターネットの設定
本機はご購入時の設定で、3Gネットワークを利用してインターネット
に接続することができます。通常は設定の変更は必要ありません。設
定を変更すると、3Gネットワークからインターネットに接続できなく
なる場合がありますのでご注意ください。
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社内ネットワークへの接続 
社内ネットワークの設定には以下の接続に関する項目があります。

• 新しいモデム接続の追加：社内ネットワークへの接続設定
• 新しいVPNサーバー接続の追加：VPNサーバーへの接続設定
• プロキシ サーバーの設定：プロキシサーバーの設定

ネットワーク管理者からサーバの電話番号、ユーザー名、パスワー
ド、ドメイン (IPアドレス) をあらかじめ取得し、以下の手順で接続し
てください。

1. スタート > 設定 > 接続タブ > 接続をタップしてください。
2. 既定の社内ネットワーク設定で利用する接続方法を選択し、手順
に従って入力してください。

3. 接続ウィザードを完了して、完了をタップしてください。

新しいネットワークの作成 
詳細設定タブでは新しいネットワークを作成することができます。

1. スタート > 設定 > 接続タブ > 接続 > 詳細設定タブをタップし
てください。

2. ネットワークの選択をタップしてください。
3. ネットワークの管理画面が表示されますので、追加をタップして
ください。

4. 表示された全般タブで名称を入力してOKをタップし、さらに
OKをタップしてください。

5. 接続画面の設定タブをクリックすると、入力したネットワークの
名称が変わります。
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ネットワークカードを設定する 
自宅や会社のLANに直接接続することができます。接続が完了した
ら、本機でインターネットやイントラネットを閲覧したり、電子メ
ールをダウンロードしたりすることができます。

1. スタート > 設定 > 接続タブ > ネットワーク カードをタップし
てください。

2. サーバー情報を入力するには、ネットワーク アダプタタブ > 
アダプタをタップして設定を変更しますリストで適切なネッ
トワークアダプタをタップし、次にネームサーバータブをタ
ップしてください。ほとんどのネットワークはDHCPダイナ
ミックIPアドレスを使用しますので、特に指示があった場合
を除き、これらの設定を変更する必要はありません。

注意 勤務先では社内ネットワーク、自宅ではインターネットなど、ネットワ
ークを使い分けるには、スタート > 設定 > 接続タブ > ネットワー
クカードをタップし、ネットワークカードの接続先を切り替えてくだ
さい。
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 6.2  Internet Explorer  Mobile
Internet Explorer Mobileを使って、ホームページの閲覧が可能です。

Internet Explorer Mobileを起動するには
• スタート > Internet Explorerをタップするか、Internet 

Explorerボタン (  ) を押してください。

ホームページを設定するには  
1. Internet Explorer Mobile画面の一番のアドレスバーに、URLを入
力してください。  をタップするとWebページが開きます。

2. メニュー > ツール > オプション > 全般タブをタップしてくだ
さい。

3. 次のいずれかの操作を行ってください。
• 現在のページを使用：
表示しているページをホームページとして設定。

• 既定のページを使用：
デフォルトのホームページを使用。

メモ ホームページを表示する場合には、メニュー > ホームをタップしてく
ださい。

PCからお気に入りを転送するには 
PCと本機を同期させることによって、PCに保存したお気に入りリス
トを本機に転送することができます。

1. PCのActiveSyncを使って、ツールメニューでオプションをク
リックし、お気に入りを選択してください。

2. PCのInternet Explorerでお気に入り > お気に入りに追加をク
リックし、お気に入りのリンクをお気に入りリストの「モバイ
ルのお気に入り」サブフォルダに保存または移動させてくださ
い。

3. 本機をPCに接続してください。同期が自動的に開始されない場
合は、同期をクリックしてください。
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お気に入りを追加するには
1. Internet Explorer Mobileでメニュー ＞ お気に入り ＞ 追加/削除 ＞ 
追加をタップしてください。

2. お気に入りの追加の画面が表示されます。名前、アドレス (URL) 
およびフォルダ名を確認してください。

3. 上記確認後、追加をタップしてください。

お気に入りやフォルダを削除するには
1. Internet Explorer Mobileでメニュー > お気に入り > 追加/削除
タブをタップしてください。

2. 削除したいアイテムを選択し、削除をタップしてください。

メモ デフォルトのお気に入りも削除することができます。ハードリセットを
実行すると、デフォルトのお気に入りは元に戻ります。

Webページの文字サイズを変更するには  
• Internet Explorer Mobileでメニュー > ズームをタップし、サイ
ズを選択してください。

Webページの表示方法を変更するには 
1. Internet Explorer Mobileでメニュー > 表示をタップしてください。
2. 次のいずれかをタップしてください。

• 一列に表示する　画面の大きさに合わせて、コンテンツを全
て一列に表示します。

• 画面に合わせる　画面の大きさに合わせて、コンテンツを
PCのレイアウト方式で表示します。

• 表示調整しない　PCでのレイアウトと大きさをそのまま表
示します。したがって、上下にスクロールする必要があり
ます。

履歴をクリアするには
1. Internet Explorer Mobileでメニュー > ツール > オプション > メモ
リタブをタップしてください。

2. 履歴のクリアをタップしてください。
3. 定期的に履歴をクリアする場合は、左の欄で日数を設定します。
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Webページから静止画を保存するには 
1. Internet Explorer Mobileで静止画をタップしたままにして、イメージ
の保存をタップしてください。

2. 次のいずれかの操作を行ってください。
• 静止画を本機のマイ ピクチャに保存する場合は、はいをタッ
プしてください。

• メモリカードなど、別の場所に保存するには、名前を付けて
保存をタップしてください。

インターネット一時ファイルを削除するには 
削除することによってメモリスペースを確保することができます。

1. Internet Explorer Mobileでメニュー > ツール > オプション > メモ
リタブをタップしてください。

2. ファイルを削除をタップしてください。オフラインのお気に入
りコンテンツを含め、本機に保存されているすべてのファイル
を削除してください。

インターネット セキュリティを設定するには  
必要に応じてセキュリティ設定を変更することができます。

1. Internet Explorer Mobileでメニュー > ツール > オプション > 
セキュリティタブをタップしてください。

2. 本機の安全性をより高めるには、Cookieを許可するの選択を解
除してください。Internet Explorer MobileにCookieを受信させな
いためには、Cookieを許可するの選択を解除してください。

3. 必要に応じてその他のセキュリティ設定を選択し、OKをタップし
てください。


