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設定と管理
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設定

電話
通信やオプションサービスに関する設定を行います。

1. スタート ＞ 設定 ＞ 電話
2. 以下の項目を設定

ネットワーク：「通信事業者を設定する」（P.2-14）を参照
割り込み通話：「割込通話サービスを設定／解除する」（P.4-5）を参照
自動応答：ハンズフリー対応機器利用時の自動応答の設定
自動転送：「転送電話サービスを設定する」（P.4-3）を参照
帯域の選択：「ネットワークの種類を設定する」（P.2-13）を参照
通話のオプション：着信応答時のキー設定やUSIMカードに登録されて
いる連絡先の表示についての設定
発信者番号通知：「発信者番号通知サービスを設定する」（P.4-9）を参照
発信先固定：指定した電話番号のみに発信できる機能に関する設定
発着信制限：「発着信規制サービスを設定する」（P.4-8）を参照
留守番電話：「留守番電話サービスを設定する」（P.4-4）を参照

サウンド
着信音やアラーム音などを種類ごとに設定します。

1. スタート ＞ 設定 ＞ サウンド
2. 種類ごとに着信音やアラーム音を選択 ＞ 完了
■着信音やアラーム音を削除する場合
＞ メニュー ＞ サウンドの削除 ＞ 着信音やアラーム音を反転表示 ＞
選択 ＞ はい

注意
･ サウンドの削除では、お買い上げ時に登録されているサウンドも削除
可能です。削除する際は、ご注意ください。
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プロファイル
プロファイルごとに、着信音・アラーム音の通知方法や音量が設定されてい
ます。また、設定値を変更することもできます。

プロファイルを変更する

1. スタート ＞ 設定 ＞ プロファイル
プロファイルの一覧画面が表示されます。
現在設定されている項目の右端には、チェックが付いています。

2. 以下の項目から選択
通常モード：標準的な設定です。
サイレント：着信時に振動でお知らせする設定です。
マナーモード：スピーカーから出る音を鳴らさないようにする設定で
す。着信は振動でお知らせします。
アウトドア：屋外でも聞こえるように、音量が最大の設定です。
自動切替：予定表と連動し、自動的に通常モードとマナーモードが切り
替わります。

プロファイルを編集する

1. スタート ＞ 設定 ＞ プロファイル
2. 編集する項目を反転表示 ＞ メニュー ＞ 編集
3. 以下の項目を編集

名前：プロファイルの名前を設定します。
着信通知の種類／着信音の音量：着信音の鳴りかたや音量を設定しま
す。
アラーム（時計）の種類／音量：「時計とアラーム設定」（P.6-4）で設
定したアラームの鳴りかたや音量を設定します。

補足
･ キーパッド制御で「トーン」を選択した場合、電話番号入力時のみ制
御音が鳴ります。
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アラーム（Outlook）の種類／音量：予定表や仕事で設定したアラーム
の鳴りかたや音量を設定します。
通知の種類／音量：メール受信時の通知音の鳴りかたや音量を設定しま
す。
システム サウンドの音量：警告やエラー時の通知音の音量を設定しま
す。

4. 完了
■編集したプロファイルを初期値に戻す場合
＞ 元に戻す項目を反転表示 ＞ メニュー ＞ 既定にリセット

ホーム
ホームのレイアウトや背景イメージなどを設定します。

1. スタート ＞ 設定 ＞ ホーム画面
2. それぞれの値を設定 ＞ 完了

マイピクチャからホームの背景を設定する
マイピクチャに保存されている画像をホームの背景イメージに設定できま
す。ホーム画面で背景イメージに設定したい画像が表示されない場合などは、
画像とビデオから設定してください（P.12-17）。

時計とアラーム

現在時刻を設定する
画面に表示される日付や時刻を設定します（P.1-24）。

アラーム時刻を設定する

1. スタート ＞ 設定 ＞ 時計とアラーム ＞ アラーム
2. それぞれの値を設定 ＞ 完了
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接続
接続や通信に関する設定を行います。

1. スタート ＞ 設定 ＞ 接続
2. 以下の項目を設定

Comm Manager：「Comm Manager」（P.8-2）を参照
ビーム：着信ビームの受信設定
Bluetooth：「Bluetooth®」（P.8-11）を参照
ダイヤルアップ：ダイヤルアップ接続時の電話番号やユーザー名などの
設定
GPRS：GSMのパケットデータ通信の方式での接続先やユーザー名な
どの設定
プロキシ：「その他の設定」（P.8-7）を参照
VPN：「その他の設定」（P.8-7）を参照
ワイヤレスLANの設定：「ワイヤレスLAN（無線LAN）の設定」
（P.8-4）を参照
SMSサービス：SMSを使用するためのサービスをGPRS、GSMから
設定
PCへのUSB接続：USBケーブルを使用して、パソコンと本端末を接続
するときの接続形式の設定（チェックを付けるとLAN接続となります。）

■詳細な設定をする場合
＞ メニュー ＞ 詳細設定

セキュリティ
1. スタート ＞ 設定 ＞ セキュリティ
2. 以下の項目を設定

項目 説明

デバイスのロック 端末を何も操作しない状態が一定時間続いたときに、
ボタン操作ができないようにロックできます。

SIMカード暗証番号
（PIN）を有効にする

USIMカードを本端末に取り付けて電源を入れたと
きに、PIN1コードの入力が必要になります。
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※SIMカード暗証番号（PIN）を有効にするを設定している場合のみ表示さ
れます。

プログラムの削除
お客様が後からインストールしたプログラムを削除します。本端末にあらか
じめインストールされているプログラムは削除できません。

1. スタート ＞ 設定 ＞ プログラムの削除
2. 削除するプログラムを反転表示
3.  メニュー ＞ 削除 ＞ はい ＞ OK

SIMカード暗証番号
（PIN）の変更※

PIN1コードを変更します。

暗証番号（PIN）2を
変更する

PIN2コードを変更します。

証明書 本端末に登録されている証明書を確認します。

暗号化 ファイルをメモリカードに保存する際、ファイルを暗
号化するよう設定できます。

発着信規制用暗証番
号を変更する

発着信規制用暗証番号を変更します。

注意
･ デバイスのロックでは、お客様ご自身がロック解除用のパスワードを
設定するため、パスワードはお忘れにならないようご注意ください。
万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要になります。詳しく
は、お問い合わせ先（P.16-21）までご連絡ください。

補足
･ 本端末で暗号化されたファイルは、本端末でのみ開くことができます。
他の端末（X02HTも含む）やパソコンなどで開くことはできません。

項目 説明
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パワーマネージメント

バックライトの設定を行う
バックライトの点灯／消灯について設定します。

1. スタート ＞ 設定 ＞ パワーマネージメント
2. バッテリ使用時のバックライトのタイムアウトでバッ
クライトが消える時間を選択 ＞ 完了

■充電中のバックライトの設定を行う場合
＞ AC使用時のバックライトのタイムアウトでバックライトが消える
時間を選択

電池パックの消費を抑えるには
何も操作しない時間が続いた場合、自動的にディスプレイの表示が消えるよ
うに設定できます。

1. スタート ＞ 設定 ＞ パワーマネージメント
2. ディスプレイのタイムアウトでディスプレイの表示が
消える時間を選択 ＞ 完了

■ライトセンサーを使用するかどうかを設定する場合
＞ ライトセンサーを使用でオン／オフを選択

ユーザー補助
ユーザー操作にともなう各種設定をします。

1. スタート ＞ 設定 ＞ ユーザー補助
2. 以下の項目を設定
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ロック解除時の時計表示
キーロック解除の画面に時計を表示するかどうかを設定します。

1. スタート ＞ 設定 ＞ ロック解除の時計表示
2. 必要な項目にチェックを付ける ＞ 完了
GPRS認証方式
GPRS認証方式を設定します。
●GPRSとは、GSMのパケットデータ通信の方式です。日本国内では使用
できません。

1. スタート ＞ 設定 ＞ GPRS認証
2. 以下の項目から選択

PAP認証：認証プロトコルをPAP（パスワード認証プロトコル）にし
ます。
CHAP認証：認証プロトコルをCHAP（チャレンジハンドシェイク認
証プロトコル）にします。

3. 完了
CSDラインの種類
CSD（Circuit Switch Data）接続を行うときに使用する回線の種類を設定
します。
● CSD とは、GSM の回線交換データ通信方式です。日本国内では使用できま
せん。

●接続を確立できない場合を除き、通常は設定を変更する必要はありません。

1. スタート ＞ 設定 ＞ CSDラインの種類
2. それぞれの項目を設定 ＞ 完了
デバイス情報
本端末のプロセッサの種類やディスプレイ解像度などの情報を確認します。

1. スタート ＞ 設定 ＞ デバイス情報
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3. 完了

地域
地域や言語（English）、日付の形式などを設定します。

1. スタート ＞ 設定 ＞ 地域
2. 以下の項目を設定

言語、地域、短い日付の形式、長い日付の形式、時刻の形式、正の値、
負の値、正の通貨、負の通貨

3. 完了

オーナー情報
本端末の所有者の名前や電話番号、電子メールアドレスなどを設定します。

1. スタート ＞ 設定 ＞ オーナー情報
2. 各項目を入力 ＞ 完了

項目 説明

確認タイムアウト 確認メッセージ（ダイアログ）が表示された際、設定
した時間を過ぎると、カーソルが当たっている項目が
自動的に選択されます（確認メッセージ（ダイアロ
グ）によっては動作しない場合があります）。

着信通知の音量 通話中に着信があった場合の通知音の音量を設定し
ます。

補足
･ 言語または地域を変更した場合、再起動が必要であることを示すメッ
セージが表示されますので、本端末の電源を一度切ってから、電源を
入れ直してください。
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バージョン情報
本端末のオペレーティングシステムのバージョンやメモリの容量などの情報
を確認します。

1. スタート ＞ 設定 ＞ バージョン情報
エラー報告／カスタマフィードバック
本端末で重大なエラーが発生した場合のエラー発生時の情報や、システムの使用
状況に関する匿名情報をマイクロソフト社に送信するかどうかを設定します。

1. スタート ＞ 設定 ＞ エラー報告またはカスタマフィー
ドバック

2. 無効または有効 ＞ 完了

JOGGR
JOGGRの有効／無効や、JOGGRをどの機能で使用するかなどを設定します。

1. スタート ＞ 設定 ＞ JOGGR
2. JOGGRの有効／無効を設定

有効にするには、「JOGGRを有効にする」にチェックを付けます。
以降の操作3、4は、有効にした場合に設定します。

3. 使用する機能を選択
スクロール、音量調整、音量調整（通話中およびWindows Media専
用）から選択します。

4. その他の項目を設定
ダブルクリックの速度、スクロールの速度、スクロールサウンドの有効
／無効、チュートリアルの表示／非表示を設定します。

5. 完了
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JOGGRの使いかた
JOGGR（ジョガー）は、ノートパソコンのタッチパッド（スライドパッド）
のように、指でなぞったりタップして使います。

補足
･ 音量の調整については以下のとおりです。
･ スクロールを選択したときは、通話中の音量を調整できます。
･ 音量調整を選択したときは、通話中の音量およびスピーカーからの
音量を調整できます。
･ 音量調整（通話中およびWindows Media専用）を選択したときは、
通話中の音量およびWindows Media® Player Mobileの再生音量
を調整できます。

注意
･ スクロール機能に設定している場合、指が触れて意図しない項目が選
択されたり、カーソルが移動することがありますのでご注意ください。

スクロール機能に設定時、軽く二度タップ（ダ
ブルタップ）すると、前の画面に戻ります。

音量調整機能に設定時、上下になぞると音量調
整できます。また、スクロール機能に設定時、
上下になぞると画面をスクロールし、ダブル
タップすると項目を選択できます。

スクロール機能に設定時、ダブルタップすると
SoftBank メールを起動します。
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タスクマネージャ

不要なプログラムを終了させる
起動中のプログラムを一覧表示して、不要なプログラムを終了します。

1. スタート ＞ ツール ＞ タスクマネージャ
起動中のプログラムが一覧表示されます。

2. 対象のプログラムを反転表示
3. メニュー ＞ 終了
■起動中のプログラムを表示させる場合
＞ 対象のプログラムを反転表示 ＞ 開く

■起動中のプログラムをすべて終了する場合
＞ メニュー ＞ すべて終了 ＞ OK

■起動中のプログラムのうち特定のプログラム以外を終了する場合
＞ 終了しないプログラムを反転表示 ＞ メニュー ＞ 選択したアイテム
以外すべて終了

メモリ残量を確認する
本端末のメモリ情報や起動中のプログラムなどを確認できます。

1. スタート ＞ ツール ＞ タスクマネージャ
空き領域と起動中のプログラムが表示されます。

■詳細なメモリ情報を確認する場合
＞ メニュー ＞ システム情報

補足
･ ホームボタン（ ）を1秒以上押してもタスクマネージャを起動で
きます。
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メモリの空き容量を確保する

データ記憶用メモリを確保する
データ記憶用メモリの確保には以下のような方法があります。
･ ファイルのバックアップ（P.6-14）
･ 不要なファイルの削除
･ Internet Explorer® Mobileでインターネット一時ファイルを削除
（P.9-5）
･ 本端末のデータを初期化する（P.6-16）

プログラム実行用メモリを確保する
プログラム実行用メモリの確保には以下のような方法があります。
･ 不要なプログラムを終了する（P.6-12）
･ 不要なプログラムを削除する（P.6-6）

メモリに関するご注意
本端末のメモリには、各種ファイル、画像、メールを保存するための「デー
タ記憶用」とプログラムを実行するための「プログラム実行用」がありま
す。なお、データ記憶用のメモリが減少すると以下の動作となりますの
で、「メモリの空き容量を確保する」（P.6-13）を参照いただき、データ
記憶用メモリの空き容量を確保してください。
･ データ記憶用メモリが0.5Mバイト以下になると、警告のポップアップ
画面が表示され、各種ファイルおよび画像の保存ができなくなります
（SMS、S!メール、インターネットメールの保存は可能です）。
･ データ記憶用メモリがいっぱいになると、SMS、S! メール、インター
ネットメールはプログラム実行用メモリに保存されます。ただし、受信
メールとしては表示されず、この状態で電源を切ると、これらのデータ
は完全に消去されますのでご注意ください（データ記憶用メモリの空き
容量が確保されると、自動的にデータ記憶用メモリへ移行され、受信
メールとして表示されます）。
･ データ記憶用メモリとプログラム実行用メモリがいっぱいになると、
SMS、S!メール、インターネットメールが受信できなくなります（メー
ルサーバーで保管されます）。
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ファイルのバックアップ
端末の故障・修理やその他の取り扱いによって、端末内のデータが変化・消
失する場合があります。万一に備え、必要なデータはメモを取ったり、デー
タをバックアップすることをおすすめします。
●本端末とパソコンとで情報の同期を行う場合は、「情報／データの同期
（ActiveSync）」（P.11-1）を参照してください。

パソコンにファイルをコピーする

メールにファイルを添付する
画像ファイルなどは、メールに添付してパソコンに送付することができます
（P.10-7、P.10-25）。

Bluetooth®通信でファイルを送信する
Bluetooth®通信機能を利用して、本端末とパソコンとでデータのやりとり
ができます。
●あらかじめ本端末とパソコンとの間で、Bluetooth®のペアリングを設定
しておく必要があります（P.8-12）。

1. スタート ＞ ファイルエクスプローラ
2. 対象のファイルを反転表示
3. メニュー ＞ ビーム

送信先の検索がはじまります。

4. ビーム
ファイルが送信されます。
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メモリカードに保存する
メモリカードの取り付けについてはP.7-8を参照してください。

1. スタート ＞ ファイルエクスプローラ
2. 対象のファイルを反転表示
3. メニュー ＞ 編集 ＞ コピー
4. メニュー ＞ メモリカード

ストレージカードフォルダに移動します。

5. メニュー ＞ 編集 ＞ 貼り付け
メモリカードにファイルがコピーされます。
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データを初期化する
登録されているデータを削除し、各種機能の既定値をすべてリセットします。

1. スタート ＞ 設定 ＞ ストレージをクリア
2. 表示されている文字列を入力欄に入力 ＞ はい

注意
･ ストレージをクリアすると、本端末はお買い上げ時の状態に戻ります。
この場合、本端末にインストールしたプログラム、入力したデータ、
カスタマイズした設定などはすべて失われます。必要に応じてメモを
取ったり、データをバックアップすることをおすすめします。
･ 暗号化（P.6-5）を設定している状態でストレージをクリアすると、
本端末で使用されたメモリカードは一切読み出すことができなくなり
ます。メモリカードを取り外しておいても同様です。ストレージをク
リアする際は、必ず暗号化の設定を解除してから行ってください。

補足
･ 削除されるデータは以下のとおりです。
･ Outlook、SoftBank メールに保存されているメッセージ
･ 連絡先、仕事、予定表の内容
･ お客様が撮影し、本体メモリに保存されている静止画／動画
･ お客様がインストールしたプログラム
･ その他、お買い上げ以降に登録されたすべてのデータおよび設定内
容

･ USIMカードに登録されている連絡先やSMSは削除されません。


