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8.3 Windows Media Playerの使い方
Microsoft Windows Media Player 10 Mobile for Pocket PCは本機や
ネットワーク (Webサイトなど) 上にあるデジタルオーディオファイ
ルやビデオファイルを再生するためのプログラムです。
Windows Media Playerを使用することによって、オーディオファイル
もビデオファイルもお楽しみいただくことができます。このWindows
Media Playerでサポートされるファイル形式は次の通りです。
対応するビデオファイル形式
•
•
•
•
•

Windows Media Video
MPEG4 Simple Profile
H.263
Motion JPEG
3GPP2

ファイルの拡張子

.wmv, .asf
.mp4
.3gp
.avi
.3g2

対応するオーディオファイル形式

ファイルの拡張子

Windows Media Audio
MP3
MIDI
AMR Narrow Band
AMR Wide Band
AAC
3GPP2

.wma
.mp3
.mid, .midi, .rmi
.amr
.awb
.m4a
.gcp

•
•
•
•
•
•
•

ライセンスと保護されたファイルについて
コンテンツ (インターネット、CDトラック、ビデオからダウンロー
ドしたデジタルメディアファイル) の中には法律に反する配布や共有
を防止するためにライセンスが付いているものがあります。ライセ
ンスはデジタル著作権管理 (DRM) によって作成、管理されていま
す。これはコンテンツの安全性を確保し、そのアクセス権を管理す
るための技術です。ライセンスによっては、本機にコピーしたファ
イルを再生できないようにするものがあります。ライセンス付きの
ファイルを「保護されたファイル」と呼びます。
PCから本機に保護されたファイルをコピーするには、デスクトップ
のプレーヤーを使って本機とファイルを同期させてください (PCの
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フォルダから本機のフォルダへファイルをドラッグするのではあり
ません)。本機と他のデバイスの間でファイルを同期させる方法につ
いては、デスクトップのプレーヤーのヘルプを参照してください。
注意

ファイルの保護状態を見るには、ファイルのプロパティを確認してくだ
さい (メニュー > プロパティをタップしてください)。

メディアの再生
本機でアイテムを再生するには
Windows Media Player Mobileのライブラリを活用して、本体や
microSD™に保存されている音楽、ビデオ、再生リストを検索、再生
することができます。
1. Windows Media Player Mobileを起動し、メニュー > ライブラリを
タップしてください。
2. ライブラリ画面でライブラリをタップし、使用したいメディア
をタップしてください。
3. Windows Media Player Mobileが自動的にライブラリを更新しま
す。手動でライブラリを更新することもできます。メニュー >
ライブラリの更新をタップして、手動でライブラリリストを更新
してください。
4. カテゴリー (例：マイ ミュージックや再生リスト) を選択してくだ
さい。
5. 再生したいアイテム (音楽、アルバム、アーティスト名) をタッ
プしたままで、再生をタップしてください。
メモ

本体に保存されているがライブラリにはないファイルを再生するには、
ライブラリ画面でメニュー > ファイルを開くをタップしてください。
再生したいアイテム (ファイルやフォルダ) をタップしたままで、再生
をタップしてください。

ネットワーク上のアイテムを再生するには
インターネットやネットワークサーバー上にある音楽やビデオを再生
するには、URLを開くコマンドを使用してください。
1. Windows Media Player Mobileを起動し、メニュー > ライブラリを
タップしてください。
2. メニュー > URLを開くをタップしてください。
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3. 次のいずれかの操作を行ってください。

メモ

•

URL欄にネットワークアドレスを入力してください。

•

履歴欄に表示された前に使用したURLをタップしてください。
ネットワーク上のアイテムを再生するには、そのネットワークに接続す
る必要があります。本機をネットワークにリモート接続する方法につい
ては、本機の接続ヘルプを参照してください。

画面について
Windows Media Playerには3つの画面があります。
•

再生画面 再生コントロール (再生、一時停止、早送り、巻き戻
し、音量) とビデオウィンドウを持つデフォルトの画面です。

•

再生中画面 再生中リストを表示する画面です。このリストに
は、現在再生中のファイルと次に「再生待ち」のファイルが表示
されます。

•

ライブラリ画面 オーディオファイル、ビデオファイル、再生リ
ストをすばやく検索できる画面です。ここにはマイ ミュージッ
ク、マイ ビデオ、マイ テレビ、再生リストなどのカテゴリーが
あります。

各画面下にあるメニューを開くことができます。このメニューのコマ
ンドは、表示している画面によって変わります。これらのメニューの
コマンドについては、本機のヘルプを参照してください。
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再生画面について
Windows Media Playerでは次のような操作が可能です。
コントロール

説明

1

ファイルを再生/
一時停止します。
ビデオを全画面に表
示します。
再生する音楽やビ
デオが掲載された
Webサイトを表示し
ます。

2
3

2 3 45

6

7 8

9

1

4

ビデオの再生状況を
確認、調整すます。

5

巻き戻しします。

6

早送りします。

7

音量を下げます。

8

音量を上げます。

9

サウンドのオン/オ
フを切り替えます。

ファイルをコピーする
最新バージョンのデスクトップのプレーヤー (Windows Media Player
10以上) を使って、本機とデジタルメディアファイルの同期を取るこ
とができます。
ファイルは必ず本機に挿入したメモリカードと同期してください。メ
モリカードをメモリカードリーダーに挿入して同期を行わないでくだ
さい。また本機の内部メモリ (RAM) とも同期しないでください。
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コンテンツを本機に自動同期させるには
1. PCでWindows Media Playerを起動してください。
2. 本機に32MB以上のメモリカードを挿入し、本機とPCを接続して
ください。
3. 本機とPCの間に同期が設定されていない場合は、PCで設定ウィ
ザードが開きます。
4. このウィザードで自動をクリックし、同期させる再生リストを指
定するを選択し、同期したい再生リストを選択してください。
5. 完了をクリックしてください。
ファイルが本機に同期されます。 次回本機と、Windows Media Player の
デスクトップ版が起動されているPCを接続すると、自動的に同期が開始
されます。

メモ

本機に手動で同期、コピーするには
1. 「8.3 Windows Media Playerの使い方」の「コンテンツを本機
に自動同期させるには」の手順1から3までの手順を行い、ウィ
ザードで手動同期を選択してください。
2. 次の手順で本機に同期、コピーするファイルを選択してください。
•

ライブラリタブをクリックしてください。

•

右端のドロップダウンリストをクリックし、同期リストを選
択してください。

•

左端の再生リストで任意の再生リストを選択してください。

•

中央のファイルリストからファイルを選択し、同期リストに
ドラッグしてください。

•

同期リストの下にある同期の開始ボタンをクリックしてくだ
さい。
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再生リスト
注意

ファイルリスト

同期リスト

本機にコピーされたオーディオファイルの音質を自動的に調整するよう
にデスクトップのプレーヤーが設定されていると、オーディオファイル
が速くコピーされます。詳細は、PCデスクトップのプレーヤーヘルプ
を参照してください。

