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8.1 Microsoft Office Mobile
Office Mobileでは、以下の4つのアプリケーションを使用して、Microsoft文
書を作成、編集、閲覧することができます。
• • • Word Mobile は Microsoft Word の簡易バージョンです。PC で作
成した Word ドキュメントを本機で開き、編集することができます。ま
た、Word Mobile でドキュメントやテンプレートを新規作成し、doc、
rtf、txt、dot ファイルを保存することができます。
• • • Excel Mobile を使うと、PC で作成した Excel ワークブックやテンプ
レートを開いたり、編集したりすることができます。また、本機で新しい
ワークブックやテンプレートを作成することもできます。
• • PowerPoint Mobileでは、PCで作成したpptおよびpps形式のスラ
イドショープレゼンテーションを実行することができます（作成、編集は
行えません）。
• •• OneNote Mobile では、パソコンで作成したOneNoteファイルを開い
たり、OneNoteファイルを新規に作成することができます。また、ファイ
ルの内容を編集し保存することができます。
Office Mobile アプリケーションを起動する
[スタート] > [Office Mobile] をタップし、起動するOffice Mobile アプリケー
ションを選択します。
注意

• • • •	Word Mobile は Microsoft Word のすべての機能に対応しているわけで
はありません。変更履歴やパスワード保護などはご利用になれません。ドキ
ュメントを本機で保存すると、一部のデータや形式が失われることがありま
す。Word Mobile で対応している機能を確認するには、本機のヘルプをご
覧ください。

• • • •	Excel Mobile は関数やセルコメントなど、一部の機能に対応していません。ワー
クブックを本機で保存すると、一部のデータや形式が失われることがあります。
Excel Mobile で対応している機能を確認するには、本機のヘルプをご覧くださ
い。

• • • •	OneNote Mobileは、パソコン用Microsoft OneNoteとは一部の機能が異

•

なるため、パソコン上での表示と異なる場合があります。また、ファイルを保
存したときに一部のデータや書式が失われる場合があります。
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8.2 Adobe Reader LEを使う
Adobe Reader LE を使うと、PDF ファイルを表示することができます。
Adobe Reader LE を起動する
[スタート] > [プログラム] > [Adobe Reader LE] をタップします。
本機で PDF ファイルを開く
1. [開く] をタップします。
2. フォルダを参照し、表示する PDF ファイルをタップします。
PDF ファイルを操作する
PDF ファイルでは次のような操作ができます。
• • • 縦または横のスクロールバーにある上、下、左、右の矢印キーをタップ
し、ページを自由にスクロールさせることができます。
• • • ナビゲーションの上、下、左、右ボタンを押すと、ページを上下に移動し
たり、ページ内をスクロールしたりできます。
• • • 前のページに移動するには
を、次のページに移動するには
を
を、最終ページ
タップします。また、先頭ページにジャンプするには
に移動するには
をタップします。
• • • •• [ツール] > [移動] をタップすると、特定のページへ直接移動すること
ができます。
PDF ファイルで文字を検索する
1. PDF ファイルを開きます。
2. [ツール] > [検索] > [文字列] をタップします。
3. 検索する文字を入力します。
4. 大文字・小文字を区別する、単語全体、後方検索など、検索条件を
選択し、[検索] をタップします。
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Adobe Reader LE を終了する
[メニュー] > [終了] をタップします。
ヒント

• • Adobe Reader LE では ブックマークを含む PDF ファイルのためにブック
マークウィンドウが表示されます。ブックマークをタップすると、ファイル内の
特定部分やページにジャンプすることができます。

Reader LE は最大128ビット暗号までのパスワード保護された
•• Adobe


PDF に対応しています。パスワードにより保護された PDF ファイルを開く
と、まずパスワードを入力するよう要求されます。

8.3 ファイルをコピー/管理する
本機とPC間でファイルをコピーしたり、本機に挿入されたmicroSDカードにフ
ァイルをコピーすることができます。また、ファイル エクスプローラを使用する
と、ファイルやフォルダを効率的に管理できます。

Windows Mobile デバイスセンター/ActiveSync を使用
してファイルをコピーする
Windows MobileデバイスセンターまたはActiveSyncを使うと、PCから本機
へ、またはその逆にファイルをコピーすることができます。
本機と PC の間でファイルをコピーする
1. 本機を PC に接続します。
2. PC の Windows Mobile デバイスセンターで[ファイル管理] > [デバ
イスのコンテンツの参照] をクリックするか、ActiveSync で [エクス
プローラ] をクリックし、本機の「モバイルデバイス」フォルダを開きま
す。
3. 本機から PC にファイルをコピーします。
a. 「モバイルデバイス」フォルダでコピーしたいファイルに移動します。
b. ファイルを右クリックし、[コピー] をクリックします。
c. PC でコピー先のフォルダを選択します。フォルダを右クリックし、
[貼り付け] をクリックします。
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4. PC から本機にファイルをコピーします。
a. PC でコピーしたいファイルが含まれるフォルダまで移動します。
b. ファイルを右クリックし、[コピー] をクリックします。
c. 「モバイルデバイス」で保存先のフォルダを右クリックし、[貼り付
け] をタップします。
コピーしたファイルは同期されていないため、本機とPCのファイルとでは異な
った状態になります。変更内容を更新するために、本機とPCとでファイルを
同期してください。

ファイル エクスプローラ
ファイル エクスプローラにより本機のフォルダの内容を確認できます。本機
のルートフォルダは「マイ デバイス」となり、PCの「マイ コンピュータ」と同様
に「My Documents」、「Program Files」、「Temp」、「メモリカード」および
「Windows」 フォルダなどを含んでいます。
ファイル エクスプローラを起動する
1. [スタート] > [プログラム] > [ファイル エクスプローラ]をタップしま
す。
2. 開きたいフォルダまたはファイルをタップします。
3. 上の階層に戻るには、下矢印 (
す。

) をタップしてフォルダを選択しま

4. ファイルの削除、名前の変更、コピーなどをすばやく行うには、ファイル
をタップしたままでショートカットメニューから項目を選択します。ファイ
ルをタップしてドラッグすると、複数のファイルを選択できます。
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microSDカードにファイルをコピーする
1. 本機に microSDカードが正しく挿入されていることを確認してくださ
い。
2. [スタート] > [プログラム] > [ファイル エクスプローラ] をタップし、
目的のフォルダへ移動します。
3. コピーするファイルをタップしたままにし、[コピー] をタップします。
4. 下矢印 (

) をタップし、[メモリカード] をタップします。

5. [メニュー] > [編集] > [貼り付け] をタップします。
microSDカードに自動的に保存する
Word Mobile やメモ帳などのプログラムで、すべての新規作成ドキュメント、
メモ、ワークブックなどのファイルをすべてmicroSDカードに保存するよう設定
しておくと便利です。
1. プログラムファイルの一覧から [メニュー] > [オプション] または [メ
ニュー] > [ツール] > [オプション] をタップします。
2. [保存先] でmicroSDカードを選択し、新規作成したファイルを自動的
にmicroSDカードに保存するよう設定します。
3. [ok] をタップします。
注意

ファイルまたはメモの一覧では、microSDカードに保存されたファイルの隣に
記号が表示されます。
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8.4 ZIP を使う
ファイルを ZIP 形式に圧縮することで本機のメモリ容量を増やすことができ
ます。さまざまなソースから受信したアーカイブファイルを表示したり、展開し
たりすることができます。また、本機で新しい ZIP ファイルを作成することも
できます。

ZIP を起動し、ZIPファイルを開く
ZIP を使って本機のファイルをアーカイブしたり、または既存のアーカイブファ
イルを開いたりすることができます。本機で ZIP を起動するたびに zip の拡
張子を持つファイルを検索し、アーカイブ一覧画面に表示します。
本機で ZIP を起動する
••

[スタート] > [プログラム] > [ZIP] をタップします。

ZIP ファイルを開き、ファイルを展開する
1. 次のいずれかの方法でファイルを開きます。
•• ファイルを選択し [ファイル] > [アーカイブを開く] をタップします。
•• ファイルをタップしたままにし、[アーカイブを開く] をタップします。
• ファイルをダブルタップします。
注意

複数の ZIP ファイルを同時に選択することはできません。

2. ZIP ファイルに含まれるファイルが表示されます。以下のいずれかの方
法でファイルを選択します。
• • ファイルをタップして選択します。
•• 複数のファイルを選択するには、[メニュー] > [アクション] をタッ
プし、[マルチ選択モード] が選択されていることを確認します。各
ファイルをタップして選択します(選択したファイルを再度タップす
ると、選択を解除します)。
•• すべてのファイルを選択するには、[メニュー] > [アクション] > [す
べて選択] をタップします。
3. [メニュー] > [アクション] > [解凍] をタップします。
4. ファイルを展開するフォルダを選択し、[解凍] をタップします。
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ZIP アーカイブを作成する
1. [新規作成] または [ファイル] > [新規アーカイブ] をタップします。
2. 名前を付けて保存の画面で、ZIP ファイルの名前を指定し、保存先フ
ォルダを選択します。ZIP ファイルを本機のメインメモリに保存するか、
microSDカードに保存するかを選択することもできます。
3. [保存] をタップします。
4. [メニュー] > [アクション] > [追加] をタップします。
5. アーカイブするファイルを含むフォルダをダブルタップします。
6. 以下のいずれかの方法でファイルを選択します。
• • ファイルをタップして選択します。
• • 複数のファイルを選択するには、画面でタップしたままにして[マル
チ選択モード] を選択し、対象のファイルをタップします(選択した
ファイルを再度タップすると、選択を解除します)。
• • すべてのファイルを選択するには、画面でタップしたままにし、[す
べて選択] をタップします。
7. [追加] をタップします。
8. [メニュー] > [ファイル] > [アーカイブを閉じる] をタップします。
9. ZIP ファイルを閉じた後、 [検索] をタップし、すべての ZIP ファイルを
検索してアーカイブ一覧画面に表示します。

