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 7.1 電子メールとSMSメッセージ 
Outlookメールやインターネットメールを送受信したり、携帯電話ネッ
トワークを使用してSMSメッセージを送受信したりすることができま
す。VPN接続を利用すると、会社から電子メールにアクセスすることが
できます。

メモ 電子メールとSMSメッセージに関する詳しい説明は、本機のヘルプに
記載されています。Outlookの画面でスタ－ト> ヘルプをクリックし
てご覧ください。

 メッセージ の 送受信  
メッセージを送信するには

1. スタート > Outlook > メニュー > 移動をタップし、アカウント
種別を選択してください。

2. 新規をタップしてください。
3. 相手のメールアドレスを入力してください。複数の相手に送る場
合は、セミコロンで区切ってください。連絡先のアドレスや電話
番号を使用するには、宛先をタップしてください。

4. メッセージを入力してください。
5. 送信をタップしてください。

メモ •  記号を入力するには、オンスクリーン キーボードで (  ) をタッ
プしてください。

 •  メッセージの優先度を指定するには、メニュー > メッセージのオ
プションをタップし、低，標準，高の中から選択してください。

 •  オフラインで作業をしているときには、電子メールは「送信トレ
イ」フォルダに移動します。

 •  頻繁に使用するフレーズをすばやく挿入するには、メッセージ入力
画面でメニュー > マイ テキストをタップして、リストからフレー
ズを選択してください。

 •  SMSメッセージを送信した後、相手の受信を確認したい場合は、新
規SMSメッセージ作成画面よりメニュー > メッセージのオプション
をタップし、メッセージの配信通知を要求するをチェックしてくだ
さい。すべてのSMSメッセージに対して配信通知を要求するには、
SMSメッセージ画面で、メニュー > ツール > オプションのアカウ
ントタブでSMSメッセージをタップし、配信通知を要求するを選択
してください。
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 •  本機はSMSメッセージの絵文字には対応していないため、入力は出
来ません。また、受信したSMSメッセージに絵文字が含まれていた
場合、「・」で表示されます。

 •  件名が全角19文字以上のメールを受信すると、件名が正しく表示さ
れません。

返信 または転送 するには
1. メッセージを開き、返信をタップするか、メニュー > 全員へ返
信、またはメニュー > 転送をタップしてください。

2. 返信メッセージを入力してください。
3. メールアドレスの確認はメニュー > 宛先の確認をタップしてく
ださい。

4. 送信をタップしてください。

メモ オリジナルメッセージを引用するには、メッセージの一覧画面からメニ
ュー ＞ ツール ＞ オプション ＞ メッセージをタップし、電子メールに
返信するときに、本文を含めるをチェックしてください。

全員に返信するとき自分の電子メールアドレスを除くには 
電子メール受信者全員に返信すると、自分のメールアドレスも受信者
リストに加えられます。受信者リストから自分のメールアドレスを除
くには、ActiveSyncをカスタマイズしてください。

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. 同期するデータから電子メールを選択し、設定をタップしてくだ
さい。

3. 詳細設定をタップしてください。 
4. 標準の電子メール アドレスで自分のメールアドレスを入力して
ください。
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5. OKをタップしてください。

 メールにファイルを添付するには
1. 新規メッセージ作成画面でメニュー > 挿入をタップし、添付
したいアイテム (静止画、ボイス メモ、ファイル) をタップし
てください。

2. 添付したいファイルを選択するか、ボイスメモを録音してくだ
さい。

メモ SMSメッセージはファイルを添付できません。

添付ファイルを受信するには 
電子メールに添付されたファイルや、サーバーからダウンロードした
ファイルは、件名の下に表示されます。Exchange Serverにメールアカ
ウントがある場合は、メッセージと一緒に添付ファイルも自動的にダウ
ンロードすることができます。
Outlookメールアカウントをお持ちの場合、次の手順にしたがってく
ださい。

1. スタート > プログラム > ActiveSyncをタップしてください。
2. メニュー > オプションをタップしてください。
3. 電子メール > 設定をタップし、添付ファイルを含めるを選択し
てください。

メモ 電子メールの件名の下のファイルが開けない場合は、空ファイルをタッ
プして次回送受信するときにダウンロードすることができます。
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インターネット サービス プロバイダ (ISP) からIMAP4メールアカ
ウントを取得したり、VPNサーバー接続 (通常は会社のアカウント) 
を使ってアクセスできるメールアカウントがある場合は、次の手順
にしたがってください。

1. スタート > Outlookをタップしてください。
2. メニュー > ツール > オプションをタップしてください。
3. IMAP4アカウントの名前をタップしてください。
4. サーバー情報が見つかるまで次へをタップし、オプションをタッ
プしてください。

5. 次へを2回タップして、メッセージの全文を取得すると全文をコ
ピーするときに添付ファイルを取得するを選択してください。

メモ 添付ファイルを本機ではなくメモリカードに保存するには、メニュー > 
ツール > オプション > 保存場所タブをタップし、メモリ カードに添付
ファイルを保存するを選択してください。

 メッセージのダウンロード
メッセージをダウンロードする方法は、使用するメッセージ種別によ
って異なります。

• Outlookメールアカウントで受信するには、ActiveSyncを使って
同期を開始してください。 詳しくは、「4.2 情報の同期」を参照
してください。

• インターネット サービス プロバイダ (ISP) から取得したり、
VPN サーバー接続 (通常は会社のアカウント) を使ってアクセス
するメールアカウントで電子メールを受信するには、リモート
メールサーバーからメッセージをダウンロードしてください。
詳細は、「7.1 電子メールとSMSメッセージ」の「サーバーから
メッセージをダウンロードするには」を参照してください。 

• 電話機能がオンになっているときには、SMSメッセージは自動
的に受信されます。電話機能がオフ (フライトモード時など) に
なっているときには、メッセージは電話機能がオンにするまでサ
ーバーに保管されます。
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サーバーからメッセージをダウンロードするには
インターネット サービス プロバイダ (ISP) やVPNサーバー接続 (通常
は会社のアカウント) を使ってアクセスするメールアカウントで電子メ
ールを受信するには、インターネットあるいは会社のネットワーク (メ
ッセージ種別の種類によります) に接続する必要があります。

1. メニュー > 移動をタップして、使用したいメッセージ種別をタッ
プしてください。

2. メニュー > 送受信をタップしてください。本機と電子メールサー
バーのメッセージが同期されます。新しいメッセージは「受信ト
レイ」フォルダにダウンロードされます。サーバーから削除され
たメッセージは「受信トレイ」フォルダからも削除されます。

メモ •  メッセージ全件を受信するには、メッセージウィンドウでメニュー 
＞ メッセージのダウンロードをタップしてください。

 •  メールアカウントを設定するときに、添付ファイルもダウンロード
するよう設定すると添付ファイルを自動的にダウンロードします。

POP3 / IMAP4    電子メール アカウントの設定
メールの送受信を実行する前に、インターネットサービス プロバイダ 
(ISP) や、VPNサーバー接続 (通常は会社のアカウント) を使ってアク
セスするアカウントを設定する必要があります。

1. スタート > Outlookをタップしてください。
2. メニュー > ツール > 新しいアカウントをタップしてください。
3. 電子メールアドレスを入力し､次へをタップしてください。自動
構成が完了します。

4. 自動構成が完了したら、次へをタップしてください。
5. 名前 (送信メールに表示したい名前)、ユーザー名、パスワードを
入力して、次へをタップしてください。

6. アカウント情報 (POP3かIMAP4) を選択して、次へをタップして
ください。
次回パスワード入力を省略するには、パスワードの保存を選択し
てください。 

7. サーバー情報を入力して、完了をタップしてください。
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自動構成が完了すると、名前とユーザー名が自動的に記入されます。次
へをタップし、完了をタップしてアカウントの設定を完了してくださ
い。またはサーバー情報からオプションをタップすると、以下の追加設
定を行うことができます。

• 新しいメッセージをダウンロードする間隔を変更できます。
• ダウンロードするメッセージのサイズを制限したり、送信メー
ルの認証方法を変更できます。

• メッセージの全文または一部をダウンロードできます。

電子メールの手動設定
自動構成が失敗した場合や、VPNサーバー接続を使ってアクセスする
メールアカウントがある場合は、インターネットサービス プロバイダ
かネットワーク管理者から次の情報を取得し、Outlook画面のメニュー 
> 新しいアカウントから手動で入力してください。

 設定 説明
ユーザー名 インターネットサービス プロバイダまたはネットワーク

管理者から提供されたユーザー名を入力してください。
パスワード パスワードを入力してください。パスワードを保存する

と次回からパスワード入力を省くことができます。
ドメイン インターネットサービス プロバイダから取得したアカウ

ントをご利用の場合は必要ありません。システム構成に
よっては必要な場合があります。

アカウントの
種類

POP3またはIMAP4を選択してください。 

アカウント名 アカウントの名を入力してください。設定後、アカウン
ト名を変更することはできません。

受信メール
サーバー

受信メールサーバーの名 (POP3またはIMAP4) を入力し
てください。

送信メール
サーバー

送信メールサーバーの名 (SMTP) を入力してください 。

SSL接続を使用
する

SSL接続で電子メールを受信したい場合に選択してくだ
さい。(情報をより安全に受信することができます) イン
ターネットサービスプロバイダーがSSL接続に対応して
いない場合、設定は無効です。

送信メールに認
証を必要とする

送信メールサーバー (SMTP) が認証を必要とする場合に
選択してください。上記のユーザー名とパスワードが使
用されます。
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 設定 説明
別の設定を
使用する

送信メールサーバーが以前に入力したものとは異なるユ
ーザー名とパスワードを必要とする場合に選択してく
ださい。

送信メールサーバが認証を必要としており、受信メールサーバーとは
異なるアカウント名やパスワードを使用する場合は、次の情報が必要
となります。

設定 説明
ユーザー名 メールサーバーのユーザー名を入力してください。
パスワード メールサーバーのパスワードを入力してください。
ドメイン メールサーバーのドメインを入力してください。
送信メールに 
SSLを必要と
する

SSL接続で電子メールを送信したい場合に、選択してく
ださい。(情報をより安全に送信することができます) イ
ンターネットサービスプロバイダーがSSL接続に対応し
ていない場合、設定は無効です。

メモ Outlookメールアカウント以外にも、他のメールアカウントを設定する
ことができます。

 メッセージに署名して 暗号化する
Outlookメールで暗号化およびデジタル署名を利用するとセキュリテ
ィレベルを高めることができます。

メッセージに個々に署名して暗号化するには
1. メッセージリストで、メニュー > 移動 > Outlookメールをタッ
プしてください。 

2. 新規をタップしてください。 
3. メニュー > メッセージのオプションをタップしてください。
4. メッセージを暗号化するとメッセージに署名するを選択し、

OKをタップしてください。

メモ •  メッセージの暗号化や署名を設定するには、Exchange Serverに接続
する必要があります。

 •  すべてのメッセージに署名して暗号化するには、「7.2 電子メールセ
キュリティの設定」の「すべてのメッセージにデジタル署名を付け
て暗号化する」を参照してください。
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 受信したメッセージのデジタル署名を確認する
1. デジタル署名されたOutlookメールを開いてください。
2. メッセージの一番上にある署名の状態の表示をタップしてくだ
さい。

3. メニュー > 証明書の確認をタップしてください。

  
メッセージの証明書の詳細を見るには、メニュー > 証明書の表示を
タップしてください。

注意 以下の場合、デジタル署名が無効になります。

 •  差出人の証明書の期限切れ
 •  証明を認証するサーバーが使用不可
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 フォルダの管理
各メールアプリケーションには、5つのメッセージフォルダ（受信ト
レイ、送信トレイ、削除済みアイテム、下書き、送信済みアイテム）
があります。

フォルダ名

メールやメッセージを削除するには
1. フォルダ名の表示をタップし、OutlookメールまたはSMSメッセ
ージのいずれかを選択してください。

2. 各フォルダの一覧画面で削除するメールを選択し、右下のメニュ
ー > 削除をタップしてください。削除したメールは削除済みア
イテムフォルダに移ります。

3. 削除済みアイテムを空にするには、削除済みアイテムのメールや
メッセージをタップしたままにし、表示されたポップアップから
削除をタップしてください。
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フォルダの管理画面
1. Outookを開き、右下のメニューからツール > フォルダの管理を
タップしてください。

2. フォルダの管理画面で各フォルダをタップしたままにし、新しい
フォルダを作成したり、削除したりすることができます。

7.2 電子メールセキュリティ の設定
本機のWindows Mobileは、メッセージにデジタル署名を付け、
メッセージを暗号化するS/MIME   (Secure/Multipurpose Internet 
Mail Extension) を使ってOutlookメールを保護します。
S/MIMEは許可キーと証明書を使って電子メールメッセージにデジタ
ル署名を付け、受信者に対して発信者の身元を証明します。メッセー
ジを暗号化するときには、プライバシー保護を強化し、メッセージへ
の不当な改ざんや、ハッカーによる侵入を防止するために、許可キー
も使用されます。メッセージは証明書有りまたは無しで暗号化するこ
とができます。ただし、暗号化したメッセージはこれを解読するのに
有効な証明書がなければ読むことはできません。


