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4.1 各種設定
オーナー情報
Today 画面にオーナー情報を表示することができます。
オーナー情報を入力する
1. [スタート] > [設定] > [個人用] タブ > [オーナー情報] をタップします。
2. [オーナー情報] タブで個人情報を入力します。
ヒント

Today 画面にオーナー情報が表示されていない場合は、[スタート] > [設定] >
[個人用] タブ > [Today] をタップします。[アイテム] タブで [オーナー情報]
のチェックボックスを選択します。

本機をオンにしたときにオーナー情報を表示する
本機の電源を入れたときに、「マイインフォ」画面が表示されるように設定す
ることができます。この画面にはユーザーの個人情報が表示されます。
1. [スタート] > [設定] > [個人用] タブ > [オーナー情報] をタップします。
2. [オプション] タブで [オーナー情報] にチェックを入れます。
3. その他の説明を表示したい場合は、[メモ] タブをタップし、説明を入
力してください (例: 拾った方はお届けください）。
4. [オプション] タブで [メモ] にチェックを入れ、[ok] をタップします。

日付と時刻
日付と時刻を設定する
1. [スタート] > [設定] > [システム] タブ > [時計とアラーム] > [時刻]
タブをタップします。
2. 現在地を選択し、日付または時刻を変更します。
注意

同期を行うと、本機の時刻は PC の時刻に合わせて変更されます。PC との同
期に関する詳細は、「5.4 PCと同期する」（P.115）をご覧ください。

別の場所の日付と時刻を設定する
別のタイムゾーンを訪れたり、別の場所にいる人と通信する場合は、その場
所を訪問先のタイムゾーンとして設定することができます。
1. [スタート] > [設定] > [システム] タブ > [時計とアラーム] > [時刻]
タブをタップします。
2. [訪問先] をタップします。
3. 正しいタイムゾーンを選択し、日付または時刻を変更します。
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地域設定
本機での数字、通貨、日付、時刻の表示方法は地域設定により変更するこ
とができます。
1. [スタート] > [設定] > [システム] タブ > [地域] をタップします。
2. [地域] タブで、一覧から使用する地域を選択します。
注意    地域設定を変更しても、本機のオペレーティングシステムの言語は変
更されません。

3. 選択された地域により、他のタブで使用可能となるオプションが若干
異なります。
4. さらに詳細設定を行う場合は、該当するタブをタップし、設定するオプ
ションを選択してください。

4.2 Today 画面をカスタマイズする
Today 画面には予定、仕事、受信メッセージに関する情報などが表示され
ます。Today 画面に表示されるアイテムは自由にカスタマイズすることがで
きます。
Today 画面をカスタマイズする
1. [スタート] > [設定] > [個人用] タブ > [Today] をタップします。
2. [デザイン] タブで、Today 画面に使用する好きな背景テーマを選択
します。
3. [ アイテム] タブでは Today 画面に表示したいアイテムを選択できま
す。
ヒント

Today 画面に表示されるアイテムの順序を変更するには、アイテムをタップ
し、[上へ移動] または [下へ移動] をタップします。

オリジナルの背景画像を使用する
自分自身が用意したオリジナルの写真を Today 画面の背景として使用す
ることもできます。ただし、背景画像によっては Today 画面の文字が読み
にくくなる場合がありますのでご注意ください。
1. [スタート] > [設定] > [個人用] タブ > [Today] をタップします。
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2. [この画像を背景に使用する] にチェックを入れ、[参照] をタップして
画像ファイルの一覧を表示します。
3. 背景として使用する画像のファイル名をタップします。
4. [ok] をタップします。
Today 画面に予定を表示する際のオプション
予定が多い場合は、Today 画面に表示される予定の種類を指定すること
ができます。
1. [スタート] > [設定] > [個人用] タブ > [Today] をタップします。
2. [アイテム] タブをタップします。
3. [予定表] を選択し、[オプション] を選択します。
4. 次のいずれかの方法で表示する予定を設定できます。
• • [次の予定のみ] を選択すると、予定表にある次の予定のみを表
示します。[近い将来の予定] を選択すると、複数の予定を表示で
きます。
• • 終日イベントを表示しない場合、[終日イベントを表示する] のチェ
ックを外します。
予定表の使い方に関する詳細は、「6.4 予定表」（P.127）をご覧ください。
Today 画面に仕事を表示する際のオプション
仕事が多い場合は、Today 画面に表示される仕事の種類を指定すること
ができます。
1. [スタート] > [設定] > [個人用] タブ > [Today] をタップします。
2. [アイテム] タブをタップします。
3. [仕事] を選択し、[オプション] を選択します。
4. 次のいずれかの方法で表示する仕事を設定できます。
••
••

[表示する仕事] で Today 画面に表示する仕事の種類を選択し
ます。
[分類項目] のリストで特定の分類項目の仕事のみ表示するか、ま
たはすべての仕事を表示するかを選択します。

仕事の使い方については、「6.5 仕事」（P.131）もご覧ください。
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スタートメニューをカスタマイズする
スタートメニューに表示されるアイテムを選択することができます。
1. [スタート] > [設定] > [個人用] タブ > [メニュー] をタップします。
2. スタートメニューに表示するアイテムのチェックボックスにチェックを入
れます。最高7つまで選択できます。
ヒント

スタートメニューの[プログラム]や[Office Mobile]にフォルダやショートカット
を作成することもできます。PCのActiveSyncで[エクスプローラ]をクリックし
てください。Mobile Deviceウィンドウで[マイWindows Mobileデバイス] >
[Windows] > [スタートメニュー]をダブルクリックして、表示したいフォルダ
やショートカットを作成します。追加したアイテムは、同期後に表示されます。
PCとの同期については、「5.4 PCと同期する」（P.115）をご覧ください。

4.3 電話の設定とサービスをカスタマイズする
電話の着信音や着信パターン、番号を入力するときのボタン音など、電話
の各種設定をカスタマイズできます。また、割込通話サービス、転送電話サ
ービスなどの設定ができます。
電話の設定とサービスをカスタマイズする
••

電話画面で [メニュー] > [オプションの表示] をタップします。

••

[スタート] > [設定] > [個人用] タブ > [電話] をタップします。

着信音を設定する
着信音や着信パターンを変更する
1. 電話画面で [メニュー] > [オプションの表示] > [電話] タブをタップ
します。
2. [着信音] のリストから使用するサウンドをタップします。
注意    インターネットからダウンロードしたり、PC からコピーした wav、mid ファ
イルを着信音として使用することもできます。まずサウンドファイルを本
機の /Windows/Rings フォルダにコピーし、このサウンドを着信音リスト
から選択して設定します。ファイルのコピー方法に関する詳細は、「8.3 フ
ァイルをコピー/管理する」（P.162）をご覧ください。

3. [着信パターン] のリストでは、着信時に着信音をどのパターンで鳴ら
すかを選択します。
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キーパッド音
キーパッドで番号を入力するときのボタン音を変更することができます。操
作音 (長) に設定すると、ボタンを押している間はずっと音を発します。留守
電からメッセージを聞くなど、トーンによる操作で問題が生じた場合は、こち
らを使用してください。操作音 (短) に設定すると、ボタンを押したときに1～
2秒だけ音を発します。オフに設定すると、操作音は聞こえません。
1. 電話画面で [メニュー] > [オプションの表示] > [電話] タブをタップ
します。
2. [キーパッド] リストで任意のオプションをタップします。

オプションサービス
本機を直接携帯電話ネットワークに接続し、さまざまなオプションサービスの
設定を変更することができます。オプションサービスには、転送電話サービ
ス、割込通話サービス、留守番電話サービスなどが含まれます。
オプションサービス

設定項目

発着信規制サービス

[発着信制限]

電話をかけたり、受けたりすることにつ
いて、状況に合わせて制限することが
できます。

内

容

発信者番号通知サ
ービス

[発信者番号通知]

お客さまの電話番号を相手に通知し
たり、非通知にすることができます。

転送電話サービス

[自動転送]

割込通話サービス

[割り込み通話]

通話中の相手を保留にし、他の相手
からの電話を受けることができます。
また、通話相手を切り替えることもで
きます。

留守番電話サービス

[ボイスメールと
SMSメッセージ]

電波の届かない場所にいるときや、
電話に出られないときに、留守番電
話センターで伝言メッセージをお預か
りします。

電波の届かない場所にいるときや、電
話に出られないときに、かかってきた電
話を設定した番号へ転送します。

オプションサービスを確認または変更する
1. [スタート] > [設定] > [個人用] タブ > [電話] > [サービス] タブを
タップします。
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2. 使用するサービスを選択し、[設定の取得] をタップします。
3. オプションを選択し、[ok] をタップします。

ネットワーク
使用可能な携帯電話のネットワークを確認し、現在のネットワークが使用でき
ないときに別のネットワークにアクセスする順番を決定し、その後でネットワー
クを手動または自動のどちらで変更するかを指定することができます。ネット
ワーク設定についての詳細は、本機のヘルプをご覧ください。
利用できるネットワークを確認するには
1. [スタート] > [設定] > [個人用]タブ > [電話] > [ネットワーク]タブ
をタップします。
2. ネットワークの選択欄から[手動]を選択します。利用可能なネットワー
クが表示されます。
優先ネットワークを設定するには
1. [スタート] > [設定] > [個人用]タブ > [電話] > [ネットワーク]タブ
をタップします。
2. [ネットワークの検索]をタップし、[優先するネットワーク]画面の指示
にしたがって、優先するネットワークの選択および順番を設定します。
3. [ok]をタップし、[ネットワーク]タブに戻ります。
4. [ネットワークの選択]のプルダウンリストの中から[自動]を選択しま
す。
5. [ok]をタップします。
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4.4 本機を保護する
暗証番号 (PIN) で EM chip（USIMカード）を保護する
暗証番号 (PIN) を設定することで、EM chipが不正にアクセスされるのを防
ぐことができます。既定の暗証番号 (PIN) は「9999」に設定されています。
後から暗証番号 (PIN) を変更することができます。
1. 電話画面で [メニュー] > [オプションの表示] > [電話] タブをタップ
します。
2. 電話使用時に暗証番号 (PIN) を要求にチェックを入れます。
3. 暗証番号 (PIN) は、[暗証番号 (PIN) の変更] をタップすると、いつで
も変更できます。
ヒント

緊急電話番号（110、119、118）は暗証番号（PIN）を入力しなくてもいつでも
発信できます。

パスワードで本機を保護する
パスワード保護を利用すると、不正アクセスから本機を保護することができ
ます。本機の電源を入れるたびにパスワードが要求されるので、本機のデー
タを確実に守ることができます。本機を使い始めるときに、独自のパスワード
を設定します。
パスワードを設定する
1. [スタート] > [設定] > [個人用] タブ > [ロック] をタップします。
2. パスワード入力が必要になるまでの時間にチェックを入れ、右側にパ
スワード入力が必要となるまでの時間を入力します。[パスワードの種
類] の欄で使用するパスワードの種類を選択します。パスワードを入力
し、必要に応じて確認のため再入力します。
本機がネットワークに接続するよう設定されている場合は、英文字と
数字を組み合わせたパスワードを使用するとセキュリティ効果が高ま
ります。
3. [ヒント] タブでパスワードを忘れた場合のヒントとなる説明を入力しま
す。他人が考え付きやすいパスワードやヒントは避けてください。
4. [ok] をタップします。次に本機の電源を入れたときに、パスワードの入
力が要求されます。
注意

•• 	間違ったパスワードが入力されるたびに本機の反応時間は遅くなり、最終
的には全く反応しなくなります。
•• 間違ったパスワードが5回入力されると、ヒントが表示されます。
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パスワード保護を解除する
1. パスワードを要求する画面でパスワードを入力します。
2. [ ロックの解除 ] をタップします。
注意

パスワードを忘れてしまった場合は、フォーマットをしなければ本機を使用する
ことはできません。この場合、本機は工場出荷状態に戻され、登録したデータ
はすべて消去されます。

microSD カードのファイルを暗号化する
1. [ スタート ] > [ 設定 ] > [ システム ] タブ > [ 暗号化 ] をタップします。
2. メモリカード内のファイルを暗号化するにチェックを入れます。
注意

•• 暗号化されたファイルは本機でのみ確認することができます。
• • 本機においては、暗号化されたファイルは他のファイルと同様、通常の操作
で開くことができます。

重要

メモリカード内のファイルを暗号化するを設定している状態、または以前に設
定していた場合は、フォーマットを行う前にmicroSDカード内のすべてのファイ
ルをバックアップしてください。暗号化したmicroSDカードのファイルにアクセス
することができなくなります。microSDカードとPC間でファイルを転送するには、
ActiveSyncまたはWindows Mobile デバイスセンターを利用してください。処
理が終了したら、ファイルをmicroSDカードにコピーし直してください。

106 設定と管理

4.5 その他の設定
デバイス名
デバイス名は、次のような場合に本機を識別するための名称です。
••
••
••
注意

PC と同期するとき
ネットワークに接続するとき
バックアップから情報を復旧するとき
1台の PC で複数のデバイスを同期する場合、デバイス名はすべて異なる必
要があります。PC との同期に関する詳細は、「5.4 PCと同期する」（P.115）を
ご覧ください。

デバイス名を変更する
1. [スタート] > [設定] > [システム] タブ > [バージョン情報] をタップ
します。
2. [デバイス ID] タブをタップします。
3. 名前を入力します。
注意

デバイス名は必ず A～Z の英文字、または 0～9 の数字で始まる必要があ
ります。また、スペースは使用できません。単語を区切りたい場合は_（アンダー
スコア）を使用してください。

画面設定
バックライトを調整する
1. [スタート] > [設定] > [システム] タブ > [バックライト] をタップします。
2. [明るさ] タブでスライダーを動かし、画面の明るさを調整します。右へ
動かすと明るくなり、左へ動かすと暗くなります。
注意

明るく設定すると電池の消耗が早くなります。

一定時間後にバックライトを消すよう設定する
1. [スタート] > [設定] > [システム] タブ > [バックライト] をタップします。
2. [バッテリ] タブまたは [外部電源] タブをタップします。
3. バックライトを消すまでのアイドル時間にチェックを入れ、時間を選択
します。
注意

アイドル時間が長いと電池の消耗が早くなります。
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画面の文字を大きくする/小さくする
1. [スタート] > [設定] > [システム] タブ > [画面] > [文字サイズ] タ
ブをタップします。
2. スライダーを移動すると、文字サイズを大きくしたり、小さくしたりでき
ます。

ボタンの設定
プログラムボタンのプログラムまたはショートカットの割り当てを変更する
本機のハードウェアボタンには、すでにプログラムが割り当てられています。
ボタンをカスタマイズすると、最もよく使うプログラムをボタンに割り当てた
り、画面モードの変更、Today 画面を開く、入力パネルを開く、などのよく使
うショートカットを割り当てることができます。
1. [スタート] > [設定] > [個人用] タブ > [ボタン] をタップします。
2. ボタンリストとそれぞれのボタンに割り当てられた機能が [プログラム
ボタン] タブに表示されます。
3. 割り当て機能を変更するボタンをタップします。ボタンを識別しやすい
よう、ボタン本来の機能を表す番号やアイコンが設定されています。
4. [プログラムの割り当て] 欄で、このボタンに割り当てるプログラムやシ
ョートカットをタップします。
5. [ok] をタップします。

キーボードスライディングサウンド
ハードウェアキーボードを開閉するときのサウンドを設定します。
1. [スタート] > [設定] > [個人用]タブ > [キーボードスライディングサ
ウンド]をタップします。
2. スライディングサウンドにチェックを入れてサウンドをオンにします。
3. 下のドロップダウンリストをタップし、サウンドを選択します。開閉時用に
それぞれ2つずつのサウンドが設定されています。
4. 再生ボタン（
）をタップすると、選択しているサウンドを再生して確
認できます。再生を停止するには停止ボタン（
）をタップします。
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アラームと通知
アラームを設定する
1. [スタート] > [設定] > [システム] タブ > [時計とアラーム] > [アラー
ム] タブをタップします。
2. <アラームの詳細> をタップし、アラームの名前を入力します。
3. アラームを設定する曜日をタップします。必要に応じて複数の曜日を
選択できます。
4. 時間をタップすると時計が開きます。ここでアラーム時刻を設定します。
5. アラームアイコン (
) をタップし、アラームの種類を指定します。ア
ラームにはライトを点滅する、サウンドを鳴らす、サウンドを繰り返す、バ
イブの4種類があります。
6. サウンドを鳴らす場合はサウンドを鳴らすにチェックを入れ、サウンドを
選択します。
イベントやアクションの通知方法を設定する
1. [スタート] > [設定] > [個人用] タブ > [音と通知] をタップします。
2. [サウンド] タブでボックスにチェックを入れ、通知方法を選択します。
3. [通知] タブの [イベント] でイベント名と通知方法を選択し、チェック
を入れます。特殊なサウンド、メッセージ、LEDの点滅などの方法で通
知することができます。
ヒント

サウンドとLEDの点滅をオフにすると、電池を節約することができます。

