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 4.2  情報の同期 
USBケーブル、赤外線接続、Bluetooth® 接続を介して本機をPCに接
続すると、同期が開始されます。本機をPCに接続したままで本機か
PCのどちらかで変更を加えると自動的に同期されます。

同期を手動で開始/中止するには
1. 本機をPCに接続してください。

• Outlookの情報とPC上の他のローカル情報 (メディアファイ
ルを含む) を同期させるには、Bluetooth®、赤外線、または
USB接続ケーブルを使って本機とPCを接続してください。

• Exchange Serverと直接同期する場合は、PCへの接続を介し
てネットワークに繋ぐか、PCを使用せずに携帯電話のネット
ワークを介して同期することができます。

2. ActiveSyncで同期をタップしてください。同期が完了する前に中
止するには、中止をタップしてください。

 Outlookの情報をPCと同期させる
本機とPCを同期させるように設定してある場合は、Outlookの情報は
常に両方で最新の状態になっています。
本機を複数のPCと同期させるように設定したり、PC (複数設定可) 
とExchange Serverの両方と本機を同期させるように設定すること
も可能です。複数のPCと同期を取ると、同期するアイテムは同期し
たものも含めてすべてのPCに表示されます。たとえば、2台の異な
るアイテムを持つPC (PC1とPC2) と同期を取るように設定してあ
り、本機の連絡先と予定表を両方のPCと同期させると (メールにつ
いては1台のPCとしか同期できません)、以下のようになります。

場所 新しい状態

PC1 PC2上のOutlookの全連絡先と予定表の予定は、PC1に同期さ
れます。

PC2 PC1上のOutlookの全連絡先と予定表の予定は、PC2に同期さ
れます。

X01HT PC1とPC2の両方のOutlookの全連絡先と予定表の予定は、本
機に同期されます。
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同期する情報を変更するには 
ActiveSyncは本機のメモリ容量を節約するために、ある一定量の情報
しか同期しません。同期させる情報量は、次の手順で変更することが
できます。

注意 本機で同期の設定を変更する前に、本機をPCから取り外してくださ
い。

1. 本機のActiveSyncで、メニュー > オプションをタップしてくだ
さい。

2. 次の操作のいずれか、または両方を行ってください。
• 同期したいアイテムを選択してください。アイテムを選択で
きない場合は、リストの中で同じ種類の情報アイテムを選択
解除する必要があるかもしれません。

• 同期したくないアイテムは選択解除してください。
• 1台のPCとの同期を完全に中止するには、PCをタップした
後、削除をタップしてください。

注意 同期の設定を変更するには、情報の種類を選択し、設定をタップしてく
ださい。

Outlookの情報をExchange Serverと同期させる  
会社やインターネットサービスプロバイダがExchange Serverを使
用している場合は、本機でExchange Serverとの同期を設定するこ
とができます。Exchange Server名、ドメイン名、ユーザー名、パ
スワードなどの情報を準備した上で、手順にしたがってください 
(PCでExchange Server名とドメイン名を確認する方法については、
「4.1 ActiveSyncの設定」の「ActiveSyncのインストールと設定」
を参照してください)。

注意 本機で同期の設定を変更する前に、本機をPCから取り外してください。
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Exchange Serverとの直接同期
1. 本機のActiveSyncで、メニュー > サーバーの構成をタップしてく
ださい。Exchange Serverとの同期が設定されていない場合は、
サーバーソースの追加が表示されます。

2. サーバー アドレスでExchange Serverを起動しているサーバー名
を入力し、次へをタップしてください。

3. ユーザー名、パスワード、ドメイン名を入力し、次へをタップ
してください。競合を解決するには、詳細設定をタップしてく
ださい。

4. Exchange Serverと同期させたい情報アイテムの種類を選択し
てください。

5. 同期の設定を変更するには、情報の種類を選択し、設定をタップ
してください。

6. 完了をタップしてください。

 Exchange Serverとの予約同期 
本機とExchange Serverの間で情報を自動的に同期させるように予約
したり、一定間隔で同期を行うように予約したりすることができま
す。電子メールの量やコストの安い方などを考慮して、どちらかの方
法を選択してください。

即座に電子メールを受信してその他の情報を同期するには
 ダイレクトプッシュ技術 (プッシュメール機能) を使うと、Exchange 
Serverの受信トレイに新着メールが届くと、本機でも新着メールを
受信することができます。 また、この機能を活用すると、Exchange 
Serverで連絡先、予定表、仕事などのアイテムに変更が加えられた
り、新しいエントリが追加されたりすると、すぐに本機でも情報が更
新されます。ダイレクトプッシュ機能を使用するには、本機に3G (パ
ケット通信) またはUMTS接続機能がなければなりません。
ダイレクトプッシュ機能を使用するには、本機をMicrosoft Exchange 
Server Service Pack 2 (SP2) とExchange ActiveSyncが導入された
プライベートネットワーク (社内ネットワーク) に接続しなければな
りません。ダイレクトプッシュ機能を有効にするには、まず本機と
Exchange Serverとの間で完全な同期を取る必要があります。
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コミュニケーションマネージャの使い方
1. Today画面でコミュニケーションマネージャアイコン (  ) を
タップしてください。

2. コミュニケーションマネージャ画面でMicrosoftダイレクトプッ
シュボタン  をタップしてください。  ボタンが 

 になり、電子メールを受信すると直ちに本機でも受信す
ることを示します。
ボタンが  の状態になっているときには、手動で電子メー
ルを取得する必要があります。

ActiveSyncの使い方
1. 本機のActiveSyncで、メニュー > スケジュールをタップしてく
ださい。

2. ピーク タイムとピーク タイム以外で新着アイテムの受信時を選
択してください。

  

注意 3G (パケット通信) またはUMTSとワイヤレスLAN接続がともに確
立している場合、Direct Push機能は常に3G (パケット通信) または
UMTS接続機能を選択します。この機能を使用する際は、通信事業者
のサービスプランに基づき課金されます。
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定期同期を予約するには
電子メールの量が多い場合はピーク タイム (通常は就業時間) 中に何
回同期を取るかを設定することができます。また電子メールの量が少
ない場合は、ピーク タイム以外に設定することもできます。

1. 本機のActiveSyncで、メニュー > スケジュールをタップしてく
ださい。

2. 新しい電子メールを頻繁に受信できるようにするには、ピーク 
タイムで短い間隔を選択してください。

3. ピーク タイム以外では長い間隔を選択してください。

メモ ピークタイムとピークタイム以外の曜日と時刻を設定するには、ピーク 
タイムをスケジュールに合わせますをタップしてください。

 4.3  赤外線やBluetooth® による同期 
本機とPCを同期させるには、赤外線やBluetooth® などのローカルワイ
ヤレス技術を使って行うことができます。

赤外線からPCと同期させるには 
1. PC上のActiveSyncヘルプの指示にしたがい、赤外線を受信でき
るようPCを設定してください。

2. 本機とPCの赤外線 (Ir) ポートの間に障害物がないことを確認し、
動作可能な範囲内で本機とPCの赤外線ポートを向き合わせてくだ
さい。

3. 本機でスタート > プログラム > ActiveSyncをタップしてくだ
さい。

4. メニュー > 赤外線から接続をタップしてください。

Bluetooth® からPCと同期させるには 
1. PC上のActiveSyncヘルプの指示にしたがって、PCのBluetooth®  

機能がActiveSyncに対応するように設定してください。
2. 本機でスタート > プログラム > ActiveSyncをタップしてくだ
さい。
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3. メニュー > Bluetoothから接続をタップしてください。両方の
Bluetooth® 機能がオンになっていること、また両方が電波受信範
囲内にあることを確認してください。

4. Bluetooth® を使って初めてPCに接続する場合は、まず本機で
Bluetooth® ウィザードを完了して、本機とPCの間でBluetooth® パー
トナーシップを確立する必要があります。Bluetooth® パートナーシ
ップの確立については、「6.4 Bluetooth® の使い方」の「Bluetooth® 

パートナーシップ」を参照してください。

注意 •  バッテリーを節約するため、Bluetooth® を使用しないときはオフにして
ください。

• Bluetooth® により本機とPCを無線接続させるには、PC側にBluetooth®  
アダプタが必要であり、無い場合にはPC用Bluetooth® アダプタを使用
する必要があります。

 4.4  音楽、ビデオ、画像の同期 
旅行や出張に音楽やデジタルメディアを携帯したい場合は、
ActiveSyncとWindows Media Playerを使って本機で音楽、ビデオ、画
像を同期させることができます。
ActiveSyncでは同期させるメディア情報の種類を選択するだけで、そ
の他のメディアの同期設定はすべてWindows Media Playerで行いま
す。メディアを同期する前に、次のことを行ってください。

• PCにWindows Media Player Version 10がインストールされてい
るか確認してください。(Windows Media Player 10はWindows 
XP以降のバージョンでしか使用できません)。

• USBケーブルでPCと本機を接続してください。本機が
Bluetooth® か赤外線で接続されているときには、メディアの同
期を実行する前に接続を終了してください。

• 本機にメモリカード (32MB以上を推奨) を挿入してください。
• メモリカードとWindows Media Playerの間で同期のパートナー
シップを設定してください。
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メディアの同期設定を変更する 
ActiveSyncで同期するメディア情報の種類を選択したら、Windows 
Media Player再生リストの中から音楽、ビデオ、画像ファイルを同期す
ることができます。そのためには、Windows Media Playerでこれらのメ
ディアファイルの同期設定を行う必要があります。

メモリカードとの同期パートナーシップの設定 
1. PCでWindows Media Player を起動してください。
2. 同期タブをクリックしてください。
3. メモリカードを選択してください。
4. 同期の設定をクリックしてください。
5. 同期を手動で行うか、自動で行うかを選択してください。

本機のWindows Media Playerについての詳細は、「8.3 Windows 
Media Playerの使い方」を参照してください。

 


