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概要
バックアップは、EM・ONEに保存しているデータ（下記「バックアップできないデー
タ」以外のデータ）を１つのファイル（バックアップファイル）としてminiSDカー
ドまたは本体にバックアップします。
miniSDカードを取り付けているときは自動的にminiSDカードにバックアップし、
miniSDカードを取り付けていないときは本体メモリにバックアップします。
また、miniSDカードまたは本体のバックアップファイルを本体に復元します。
※  Sprite Backup をminiSDカードにインストールしたときは、miniSDカード
を本製品に取り付けてからバックアップや復元を行ってください。

●バックアップできないデータ
 以下のデータはバックアップできません。
 ・PIN認証設定
 ・APN設定
 ・パスワード

●Sprite Backup の動作やバックアップファイルの保存に必要な空き容量
 Sprite Backup 動作用
 本体メモリに約10MBの空きが必要です。

 miniSDカードにバックアップファイルを保存するとき
 「データ記憶用の使用領域（使用している容量）」＋「約5MB」の空き容量が必
要です（データ記憶用の使用領域は、 スタート － 設定 － システム タブ－ メモリ

をタップして表示されるメモリ画面（ メイン タブ）で確認できます）。

 本体メモリにバックアップファイルを保存するとき
 Sprite Backup 動作用のメモリ（約10MB）＋「データ記憶用の使用領域（使
用している容量）」＋「約5MB」の空き容量が必要です。

 ※ バックアップファイルは自動的に圧縮されますが、保存しているデータによっ
て圧縮率が変わるため上記の空き容量を確保することをおすすめします。
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●復元について
復元は、本体メモリにバックアップファイル内のファイルを上書きします。
本体メモリに同じファイル名のファイルがある場合は、バックアップファイル内の
ファイルに置き換わります。
※ バックアップした後に画像ファイルやWord Mobile などのファイルを本体に保
存するとバックアップファイル内にないファイルが存在し、復元を行ってもその
ファイルは本体メモリに残ります。

● バックアップを行う前に、すべてのプログラム（ワンセグTV視聴、ホームペー
ジ閲覧、連絡先などのデータ入力など）を終了してください。

● バックアップ中や復元中には、次のことを行わないでください。
・プログラムを起動するなど本製品を動作させないでください。また、アラー
ムなど自動的に起動する設定は、設定を解除した後にバックアップを行っ
てください。バックアップ中にプログラムを起動すると、正常なバックアッ
プファイルが作成されないことがあります。
・通信（ワイヤレス LAN、HSDPA通信、Bluetooth）を行わないでください。

● 復元中に、復元を中止（キャンセル）しないでください。中止したときは、
システムが不安定な状態になることがありますので、いったん、完全消去
（フォーマット）した後、再度、復元してください。
● 本体の動作が不安定な状態でバックアップは行わないでください。壊れたファ
イルをバックアップすることがあります。このバックアップファイルを復元
すると不安定な状態を復元することになります。

● 同じ日にバックアップを行うと、すでに保存されているバックアップファイ
ルは削除され新しいバックアップファイルに置き換わります。

● 本製品用のプログラムをインストールした後、（プログラムをインストールす
る前の）バックアップファイルを復元した場合、そのプログラムは動作しな
いことがあります。

● 本製品にカードリーダーなどのUSB機器を接続した状態でバックアップや
復元を行わないでください。

● プロテクトがかかっているデータやプログラム、著作権情報付きの音楽デー
タを含んでいるバックアップファイルを復元した場合、これらのデータは復
元できないことがあります。
 プログラムやデータ提供元にご確認の上、パソコン等に保存するようにして
ください。
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バックアップする
本製品に保存している全データをバックアップします。

1 本体にminiSDカードを取り付けます。

2 Today 画面を表示し、 をタップしてすべて
の項目をOFFにし、  をタップします（ワイヤレス機能をオフに
します）。
また、再起動時にパスワードを入力するように設定していた場合、手順 7と
手順 9のリセット後、パスワード入力画面が表示されます。表示したくない
ときは、スタート  － 設定  － 個人用  タブで、 “ロック”をタップし表
示された画面で「パスワード入力が必要になるまでの時間」のチェックを外
し、  をタップします。

● パスワード入力画面が表示される設定のままバックアップを行った場合、手
順 7のリセットの後、パスワード入力画面が表示され、この画面のままにし
ておくとバックアップが中断します。パスワード入力画面でパスワードを入
力してください。

● PIN コードを設定している場合は、PINロックの設定を解除してください。

3 スタート  メニュー － Sprite Backup  をタップします。
Sprite Backup が起動します。

  

4 即時バックアップ  をタップします。

● miniSDカードを取り付けていないときは、即時バックアップ をタップする
と手順 5の前に確認画面が表示されますので、はい をタップします。
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5 表示されたパスワード入力画面で、パスワード（半角英数字6文字
以上15文字以下）を入力します。確認の入力欄にも同じパスワー
ドを入力し、OK  をタップします。
このパスワードはバックアップファイル用のパスワードで、バックアップ
ファイルごとに設定できます。
● パスワードは、バックアップファイルを復元するときに必要になります（☞6
ページ）。入力したパスワードは忘れないようにしてください。

6 表示された確認画面の内容をご覧になり、OK  をタップします。
手順 2でワイヤレス機能をオフにしていないときは、次のようにしてオフに
します（確認画面を表示したまま、以下の手順を行ってください）。

1 確認画面を表示したまま、スタート メニュー － Today  をタップし
Today 画面を表示します。
2  Today 画面で をタップしOFFを選択して 
OK  をタップします。

3 スタート メニュー － Sprite Backup  をタップします。
 確認画面に戻ります。

7 自動的にリセットが行われます。

8 本体が起動し、バックアップが始まります。

● 同じ日にバックアップを行うと、すでに保存されているバックアップファイ
ルは削除され新しいバックアップファイルに置き換わります。

● 同じ日の2回目のバックアップ中に キャンセル  をタップしバックアップを中断する
と、すでに保存されているバックアップファイルは削除されますので、ご注意ください。

9 バックアップ終了後、自動的にリセットが行われます。

10 しばらくするとToday 画面が表示されます。さらにしばらくすると
｢バックアップが完了しました。｣ の画面が表示されます。

11 OK  をタップすると、一連の動作が終了します。
レポート表示 をタップするとバックアップの作業内容が表示されます。
本体のデータは、１つのバックアップファイルとしてminiSDカードに保存さ
れます。miniSDカードを取り付けていないときは、本体メモリに保存されます。
バックアップのファイル名は、Backup_YYYY-MM-DD となります。
たとえば、2007年8月10日にバックアップを行うと、「Backup_2007-08-10」
になります。
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一番新しいバックアップファイルを復元する
バックアップした一番新しいバックアップファイルを復元します。
バックアップファイルが複数あり、バックアップファイルを選択して復元するとき
は、8ページをご覧ください。

● 完全消去（フォーマット）したのち復元する場合は、Sprite Backup を再度
インストールしてから復元してください。

1 バックアップファイルを保存しているminiSDカードを本体に取り
付けます。
本体に保存しているバックアップファイルを復元するときは、手順 2からは
じめます。

2 ワイヤレス機能をオフにしたり、再起動時にパスワードを入力する
設定を無効にするときは、4ページの手順 2をご覧ください。

3 スタート  － Sprite Backup  をタップします。
Sprite Backup が起動します。

4 即時復元  をタップします。

5 パスワード入力画面で、バックアップファイルのパスワードを入力
し OK  をタップします。

6 表示された確認画面の内容をご覧になり、OK  をタップします。
手順 2でワイヤレス機能をオフにしていないときは、次のようにしてオフに
します（確認画面を表示したまま、以下の手順を行ってください）。

1 確認画面を表示したまま、スタート メニュー － Today  をタップし
Today 画面を表示します。
2  Today 画面で をタップしOFFを選択して 
OK  をタップします。

3 スタート メニュー － Sprite Backup  をタップします。
 確認画面に戻ります。

7 自動的にリセットが行われます。
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8 復元が始まります。

9 復元完了後、自動的にリセットが行われます。

10 しばらくするとToday 画面が表示されます。さらにしばらくすると
｢復元が完了しました。｣ の画面が表示されます。

11 OK  をタップすると、一連の動作が終了します。
レポート表示 をタップすると復元の作業内容が表示されます。

● 復元前と復元後のデータについて
・連絡先や予定表や設定（一部除く）などのデータは、バックアップファイ
ルの内容に置き換わります。
・画像ファイルやWord Mobile、Excel Mobile などのファイルは、復元す
るファイルと同じファイル名があるときは上書きし、同じファイル名がな
いときは、そのまま残ります。

 3ページの「復元について」もご覧ください。
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バックアップファイルを選択して、復元する
バックアップファイルが複数あり、その中の1つを選択して復元します。

● 完全消去（フォーマット）したのち復元する場合は、Sprite Backup を再度
インストールしてから復元してください。

1 ファイルエクスプローラを起動し、復元するバックアップファイル
を画面に表示します。

2 バックアップファイル（たとえば、Backup_2007-08-10）をタッ
プします。

3 パスワード入力画面が表示されますので、バックアップファイルの
パスワードを入力し OK  をタップします。

4 これ以降、6～7ページの手順6～11をご覧になり操作します。


