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ブラウザを利用する

ブラウザを使うための準備
IS02では、ブラウザとしてInternet Explorer Mobileを利用できま
す。ほかのアプリケーションからインターネットに接続するときは、ブ
ラウザが自動的に起動します。

Webページを表示するまでの流れ
IS02では、パケット通信または無線LANによる接続でブラウザを利
用できます。

■ パケット通信で接続する

はい
いいえ

いいえ

はい

ブラウザでWebページを表示する（▶P.106）

日本国内で利用する

PacketWIN対応プロバイダを利用する

PacketWIN対応プロバイダを利用する
ための設定をする（▶P.183）

PacketWIN対応プロバイダに加入して
いる

IS NET／ au.net
を利用する

はい
いいえ

いいえ

はい

ブラウザでWebページを表示する（▶P.106）

日本国内で利用する

PacketWIN対応プロバイダを利用する

PacketWIN対応プロバイダを利用する
ための設定をする（▶P.183）

PacketWIN対応プロバイダに加入して
いる

IS NET／ au.net
を利用する

◎ IS NETに加入していない場合にIS NET／au.netを利用すると、au.NET
のご利用料金（▶P.182）がかかります。

◎ インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存
在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされた
り、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意くださ
い。

◎ 画像を含むホームページの閲覧など、データ量の大きい通信を行うと通信
料が高額となりますので、パケット通信料割引サービスのご加入をおすす
めします。ただし、海外でのパケット通信は、パケット通信料割引サービス
の対象外となります。

■ 無線LANで接続する
• 詳しくは、「無線LAN機能を利用する」（▶P.174）を参照してください。

利用形態を決める

無線 LANの設定を行う（▶P.174）

ブラウザでWebページを表示する（▶P.106）

公衆無線 LANサービ
スで接続する
サービス提供者と契約
して接続に必要な情報
を入手する

家庭内など個人環境で
接続する
アクセスポイントを設
置して取扱説明書など
から接続に必要な情報
を入手する

社内 LANに接続する
ネットワーク管理者に
問い合わせて接続に必
要な情報を入手する

利用形態を決める

無線 LANの設定を行う（▶P.174）

ブラウザでWebページを表示する（▶P.106）

公衆無線 LANサービ
スで接続する
サービス提供者と契約
して接続に必要な情報
を入手する

家庭内など個人環境で
接続する
アクセスポイントを設
置して取扱説明書など
から接続に必要な情報
を入手する

社内 LANに接続する
ネットワーク管理者に
問い合わせて接続に必
要な情報を入手する
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Webページ表示中の画面操作

■ ページを縦表示／横表示にする
縦／横画面表示を切り替えると（▶P.53）、ページの縦表示／横表示も
切り替わります。

■ 画面表示を拡大／縮小する
以下の2通りの方法でWebページの表示を拡大／縮小できます。
ズームバー をタップしてズームバーを表示します。または、画

面を1秒以上タップしてポップアップメニューを表
示し、「ズーム」をタップしてズームバーを表示しま
す。
ズームバーの「＋」／「－」をタップするか、スライ
ダーを上下にスライドして拡大／縮小します。

画面のダブル
タップ

拡大したい場所をダブルタップ（2回続けてタップ）
して拡大します。拡大前の表示に戻す場合は、再度ダ
ブルタップします。

■ スクロール／パンする
画面を上下左右にスクロールまたは全方向にドラッグして見たい部
分を表示します。スクロール中またはパン中に表示されるナビウィン
ドウで、ページ全体のどの部分が表示されているかを確認できます
（▶P.45）。

ナビウィンドウナビウィンドウ
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Internet Explorer Mobileを利用する
Internet Explorer Mobileを使って、インターネットの携帯向けサイ
トやPCサイトを閲覧できます。
• Webページによっては、表示できない場合や、正しく表示されない場
合があります。

Internet Explorer Mobileを起動する

1  →「Internet Explorer」
au one トップが表示されます。
• H→「Internet Explorer」でも起動できます。

◎ 起動したブラウザは、ほかのアプリケーションに切り替えたり、「×」をタッ
プしたりして画面を閉じても、しばらくは実行中のままになっています（そ
の後、自動で終了します）。この間に再度ブラウザを立ち上げると、閲覧して
いたWebページが再表示されます。

◎ ブラウザの実行中にパケット通信回線を切断しても、インターネットに自
動的に再接続される場合があります。電池の減りを防ぐためにも、インター
ネットのご利用が終わったら、タスクマネージャーなどでブラウザを終了
させてください（▶P.51、▶P.58）。

◎ ブラウザを終了しても、パケット通信回線を切断するかタイムアウトにな
らない限り、インターネットに接続されたままになっています。パケット通
信回線を切断するには、P.110を参照してください。

◎ 東芝ホーム画面→「インターネット」→「Internet Explorer」をタップして
も起動できます。

URLを入力してWebページを表示する

1 Webページ表示中に をタップする
アドレスバーが表示されます。

2 アドレスバーをタップする
3 URLを入力し、 をタップする

◎ アドレスバー右端の をタップして、以前表示したWebページのURLリス
トから選択することもできます。

◎ マルチファンクションパッドを使ってアドレスバーにカーソルを移動する
ことはできません。

◎ Webページがうまく表示されないときや動作が遅いときは、インターネッ
トの一時ファイル（キャッシュ）を削除して、データ記憶用メモリを空けて
ください。

履歴からWebページを表示する

1 Webページ表示中に、 → →「履歴」
履歴画面が表示されます。

2 表示したいWebページの履歴をタップする

アドレスバーアドレスバー
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Internet Explorer Mobileのボタンと
コントロール

Webページは通常、全画面で表示されています。画面右下の をタッ
プすると、Webページを操作するためのボタンとコントロールが表示
されます。

アイコン／名称 説明
① お気に入りを表示します。
② アドレスバーに入力されているURLにアクセ

スし、表示を最新の情報に更新します。
③ アドレスバー URLを入力します。
④ ズームバー ページを拡大／縮小します。
⑤ ボタンとコントロールを表示します。

スタートメニューを表示します。
1つ前のページに戻ります。
文字入力パッドを表示します。
メニューを表示します。
東芝ホーム画面またはWindows Mobileの
ホーム画面に戻ります。

③

①

②

④

⑤

③

①

②

④

⑤

お気に入りに登録してすばやく表示する

■ お気に入りにリンクを登録する
1 登録したいWebページを表示して、 → →

お気に入りの追加画面が表示されます。

2 名前（タイトル）を確認／変更し、  をタップする

◎ Webページを1秒以上タップしてポップアップメニューを表示し、「お気に
入りに追加」をタップして登録することもできます。

◎ あらかじめお気に入りにフォルダーを追加しておくと、操作 2 でリンクを
登録するフォルダーを選択できます。

■ お気に入りにフォルダーを追加する
1 Webページ表示中に、 → →

フォルダーの追加画面が表示されます。

2 フォルダー名を入力し、  をタップする

■ お気に入りからWebページを表示する
1 Webページ表示中に、 →

お気に入り画面が表示されます。

2 表示したいWebページのタイトルをタップする
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■ お気に入りの名前を変更する
1 Webページ表示中に、 →

お気に入り画面が表示されます。

2 名前を変更したいタイトル／フォルダーを1秒以上タッ
プする
ポップアップメニューが表示されます。

3 「編集」をタップする
お気に入りの編集画面／フォルダーの編集画面が表示されます。

4 名前を変更し、  をタップする

■ お気に入りからリンクを削除する
1 Webページ表示中に、 →

お気に入り画面が表示されます。

2 削除したいタイトル／フォルダーを1秒以上タップする
ポップアップメニューが表示されます。

3 「削除」→「はい」

Webページの表示方法を変更する

1 Webページ表示中に、 → →「表示」

2 「モバイル」または「デスクトップ」をタップする

■ 文字サイズを変更する
1 Webページ表示中に、 → →「表示」→「文字サイズ」

2 「最大」／「大」／「中」／「小」／「最小」をタップする

WebページのURLを送信する

1 Webページ表示中に、 → →「ツール」
→「リンクを送る」
メッセージ作成画面が表示され、表示中のWebページのURLが、本文
に挿入されます。
• 「アカウントの選択」画面が表示されたときは、アカウントをタップし
ます。

2 宛先などを入力し、  をタップする

Webページに表示されている画像を保存する

1 Webページ表示中に、保存したい画像を1秒以上タップ
する
ポップアップメニューが表示されます。

2 「イメージを保存」をタップする
「画像の保存」画面が表示されます。

3 名前を確認／変更し、保存するフォルダーと種類（ファイ
ル形式）、保存する場所を選択する
• 「メイン メモリ」を選択すると、IS02のMy Documentsフォルダの
中のMy Pictureフォルダに保存されます。

4 「保存」をタップする

Webページ中のテキストをコピーする
コピーしたテキストは、ほかのアプリケーションなどで貼り付けて利
用できます。

1 Webページ表示中に、 → →「コピー／貼り付け」
→「選択」
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2 コピーしたいテキストを指でなぞる
選択したテキストが反転表示されます。

3 「コピー」をタップする

◎ 以下の操作でテキストをコピーすることもできます。
 Webページを1秒以上タップしてポップアップメニューを表示→「選択」→
テキストを選択→「コピー」

Webページからデータをダウンロードする

1 Webページ表示中に、ダウンロードしたいデータのリン
ク（ファイル名や「ダウンロード」など）をタップする
データをダウンロードする確認画面が表示されます。

2 「はい」をタップする
• データをダウンロードする確認画面で「メニュー」→「名前を付けて保
存」をタップすると、データを任意の場所に保存できます。

◎ アプリケーションをダウンロードした場合、続いてインストールを行いま
す。画面の指示に従って操作してください。

◎ インストール中、「このプログラムの発行者は不明です。発行者が信頼でき
る場合のみインストールしてください。続行しますか？」というメッセージ
が表示された場合は、問題なければ「はい」をタップします。

表示しているWebページをホーム（起動時のペー
ジ）に設定する

お買い上げ時 ユーザー設定のページ
（http://auone.jp/?lid=00100-01001）

1 Webページ表示中に、 → →「ツール」→「オプション」
→「ホーム ページ」→「現在のページ」→ 
• 「既定のホーム ページ」を選択すると、Internet Explorer Mobileの
初期画面がホームに設定されます。

■ ホームに設定されているWebページを表示する
1 Webページ表示中に、 → →「ホーム ページ」

履歴やキャッシュを削除する
Webページの表示動作が遅くなったときは、インターネットの一時
ファイル（キャッシュ）を削除して、データ記憶用メモリを空けてくだ
さい。

1 Webページ表示中に、 → →「ツール」→「オプション」
→「閲覧の履歴」

2 「一時ファイル」／「Cookie」／「履歴」→「クリア」
→「はい」

セキュリティを設定する

1 Webページ表示中に、 → →「ツール」→「オプション」
→「プライバシーとセキュリティ」
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2 項目を設定する
スクリプトを有効に
する

チェックを外すと、安全性をより高める
ことができます。

Cookieを有効にする チェックを外してCookieを受信しない
ようにすると、安全性をより高めること
ができます。

セキュリティ保護の
ないページに移動す
るときに警告する

セキュリティ保護のため、チェックを外
さないことをおすすめします。

3  をタップする

◎ Cookieを有効にすると、同じWebページに再度アクセスしたとき、前回入
力した情報がCookieによって取り出されるため、同じ情報を再び入力する
手間が省けます。また、ページが表示されるまでの時間が短縮されるなどの
利便性が得られます。Cookieを無効にすると、一部のWebサービスが利用
できなくなる場合がありますのでご注意ください。

ブラウザの高速化を設定する
お買い上げ時 ブラウザ高速動作：有効

Internet Explorer Mobileの動作を速くする設定をします。

1 H→「設定」→「システム」→「ブラウザ設定」
2 「ブラウザ高速動作」にチェックを付ける

• 明るさ・省電力設定（▶P.162）のCPU速度の設定と関わりなく、
CPU速度を最高にして高速化します。ただし、バッテリーを多く消費
します。

3  をタップする

パケット通信回線を切断する
ブラウザやメールなど、インターネット接続が必要なアプリケーショ
ンは、インターネットをご利用後にアプリケーションを終了しても、パ
ケット通信回線を切断するかタイムアウトになるまでインターネット
に接続されたままになっています。パケット通信回線を切断するには、
以下の操作をしてください。

1 タイトルバーをタップして をタップする

2 「切断」をタップする

◎ ブラウザの実行中にパケット通信回線を切断しても、インターネットに自
動的に再接続される場合があります。電池の減りを防ぐためにも、インター
ネットのご利用が終わったら、タスクマネージャーなどでブラウザを終了
させてください（▶P.51、▶P.58）。

◎ インターネットの接続中にIS02がスリープモードに入っても、インター
ネット接続はバックグラウンドで継続します。電池の減りを防ぐためにも、
インターネットのご利用が終わったら、パケット通信回線切断を行ってく
ださい。

◎ 無線LANでインターネットに接続している場合は、必要に応じて無線LAN
機能をオフにしてください（▶P.175）。
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Windows Liveを利用する

Windows Liveについて
Windows Liveは、マイクロソフト社が提供するオンラインサービス
です。電子メールやブログを利用したり、Messengerでチャットをし
たりすることができます。
Windows Liveには以下のような機能があります。

機能 説明
Bing ウェブ、画像、ニュース、地図などの情報を検索

します。
Windows Live 
Messenger

デスクトップ、オンライン、モバイルで、友人や
家族とチャットできるサービスです。

Windows Live 
Mail

Hotmailおよびサードパーティのアカウントを
含むすべての電子メールアカウントを管理でき
ます。1か所から複数の電子メールアカウント
を参照し、返信できます。

Windows Live 
Hotmail

電子メールメッセージ、カレンダー、連絡先管
理、スパム対策などのサービスを利用できます。

Windows Live 
プロフィール

自分のプロフィールを登録できるページです。
登録したプロフィールの情報は、Messengerや
フォト、ブログから閲覧できます。

Windows Live 
Spaces

自分だけのスペースを利用できる無料ブログ
サービスです。

■ Windows Live IDについて
Windows Live IDでは、一般のプロバイダから提供されている個人で
ご利用の電子メールアドレスや、お勤め先でご利用の電子メールアド
レスをそのままアカウント名として利用できます。また、Hotmailなど
のインターネット上で提供される無料の電子メールアドレスを使用す
ることもできます。
• IS02からWindows Liveのアカウント（ID）を取得する方法につい
ては、「Windows Liveにサインインする」（▶P.111）を参照してく
ださい。

◎ Windows Liveをご利用になる際は、IS02をインターネットに接続する必
要があります。インターネットヘの接続方法は、「webページを表示するま
での流れ」（▶P.104）を参照してください。

◎ Windows Live IDについて詳しくは、以下のホームページをご覧ください。
 http://www.microsoft.com/japan/mscorp/liveid/default.mspx

Windows Liveにサインインする
はじめてWindows Liveをご利用になる際は、Windows Live ID
（お手持ちのWindows Live MailまたはHotmailのメールアドレス）
を使ってサインインします。Windows Liveにサインインすると、
Windows Liveメール（Hotmail）をメールアカウントの1つとして使
用することができます。メールアカウントに「Hotmail」が表示されま
す。

1  →「Windows Live」
• H→「Windows Live」でも起動できます。

2 「ここをクリックしてサインインします。」をタップする
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3 Windows Liveの使用条件とMicrosoftオンライン プ
ライバシーに関する声明を読んだあと、「承諾」をタップ
する

4 ご利用のWindows Live ID（電子メールアドレス）また
はHotmailアドレスとパスワードを入力し、「パスワード
を保存する」にチェックを付け、「次へ」をタップする
• メールアドレスをお持ちでない場合は、「Windows Live IDの作成」
をタップし、画面の指示に従ってアカウント（ID）を取得してくださ
い。

5 「次へ」をタップする
• 「Windows Liveサービス」にチェックを付けてから「次へ」をタップ
すると、Windows Mobileのホーム画面にWindows Liveが表示さ
れます。本機能は、ホーム画面をWindows Mobileのホーム画面に切
り替えたときに有効です（▶P.164）。

6 IS02と同期させる情報を選択する
■「Windows Liveの知り合いの連絡先情報を携帯電話のアドレ
ス帳に保存する」を選択した場合
Windows Liveの連絡先が、IS02の連絡先とLive Messengerの両
方に追加されます。

■「電子メールを同期する」を選択した場合
Windows Live MailまたはHotmailの受信トレイにあるメッセー
ジが、IS02にダウンロードされます。

7 「次へ」をタップする
8 同期が完了したら「完了」をタップする

Windows Liveのインターフェース
Windows Liveのメイン画面には検索バー、ナビゲーションバー、カス
タマイズエリアが表示されます。
ナビゲーションバーを利用して、Windows Live Messenger、同期ス
テータス、Live Mailを切り替えます。カスタマイズエリアには、自分の
画像を表示することができます。

Messengerを利用する
Windows Live Messengerを使用すると、オンラインでインスタン
トメッセージを送受信できます。
パソコンのWindows Live Messengerと同様、以下の機能を利用で
きます。
• 文字や音声のインスタントメッセージ
• 複数のユーザー同士の会話
• 絵文字
• オンライン状態が表示される知り合いリスト
• 画像などのファイルの送受信
• オンライン状態や表示名の変更
• オンライン状態、グループなどで知り合いを分類表示
• 知り合いがオフラインのときでも電子メールを送信

検索バー

カスタマイズエリア

ナビゲーションバー

検索バー

カスタマイズエリア

ナビゲーションバー
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Windows Live Messengerを開く

1  →「Messenger」
Windows Live Messenger画面が表示されます。
• H→「Messenger」でも起動できます。
■サインインする場合
Windows Live Messenger画面で「サインイン」をタップします。
※ セットアップ完了後、はじめてサインインするときに、Messengerの知り合いのアド
レス帳に追加されたことを知らせるメッセージが表示されることがあります。画面の
指示に従って操作してください。

■サインアウトする場合
「メニュー」→「サインアウト」をタップします。

会話を始める

1 サインイン後のMessenger画面でオンラインの知り合
いを選択し、「メッセージの送信」をタップする
メッセージ画面が表示されます。

2 文字入力欄に文字メッセージを入力する
• 絵文字を挿入する場合は、「メニュー」→「絵文字の追加」をタップし、
絵文字一覧から選択します。

3 「送信」をタップする
4 会話を終了するには、「メニュー」→「会話を終了」をタップする

◎ ファイルを送信するには「メニュー」→「送信」をタップし、ファイルの種類
を選択します。

◎ 進行中の会話にほかの知り合いを招待するには、「メニュー」→「オプショ
ン」→「参加者の追加」をタップします。

◎ Windows Live Messengerの詳細については、以下のホームページをご
覧ください。

 http://messenger.live.jp/

Windows Liveの知り合いを追加する
Windows Live MessengerまたはIS02の連絡先から、Windows 
Liveの知り合いを追加できます。

■ Windows Live Messengerの知り合いを追加する
場合
1 サインイン後のMessenger画面で「メニュー」
→「新しい知り合いの追加」

2 知り合いの電子メールアドレスを入力し、「OK」をタップ
する

■ 連絡先から知り合いを追加する場合
1 H→「連絡先」
2 追加したい連絡先を選択し、  →「Windows Liveに追
加」

3 「アドレス帳とMessenger」→「次へ」
• アドレス帳にのみ追加する場合は、「アドレス帳のみ」→「追加」をタッ
プします。

4 相手のWindows Live IDである知り合いの電子メール
アドレスを選択し、「選択」をタップする
• その他のメールアドレスを追加する場合は、「（新しいインスタントメッ
セージのアドレス）」→「次へ」をタップし、メールアドレスを入力します。

◎ アドレス帳にのみ追加した連絡先は、あとから以下の操作でMessengerの
知り合いに追加できます。

 H→「連絡先」→追加したい連絡先を選択→  →「Messengerに追加」→
メールアドレスを選択→「選択」
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Windows Live Hotmailを利用する
Windows LiveにサインインするときにHotmailアドレスを入力した
場合、Windows Live Hotmailを利用できます。

1  →「電子メール」
• H→「電子メール」でも操作できます。

2 「Hotmail」をタップする
3 メールの操作を行う

◎ Hotmailサービスの詳細については、以下のホームページをご覧ください。
 http://windowslive.jp.msn.com/mail.htm

Windows Liveのオプション設定

1  →「Windows Live」→「メニュー」→「オプション」
• H→「Windows Live」→「メニュー」→「オプション」でも設定できま
す。

2 必要な項目を設定し、「完了」をタップする
［Today］画面の
オプション

Windows Mobileのホーム画面にWindows 
Liveを表示するかどうかを設定します。

同期オプション • Windows Liveの知り合いの連絡先情報
をIS02の連絡先に保存するかどうかを設
定します。

• 重複する連絡先情報を結合するかどうか
を設定します。

 同期スケジュール 同期の頻度と時間を設定します。
同期の状態 同期の結果を表示します。

ローミング ローミング時にWindows Liveを有効にす
るかどうかを設定します。

電子メール メッセージプレビューのサイズ、すぐに
メッセージを送信するかどうか、返信／転
送時に元のメッセージを含めるかどうかを
設定します。

Messenger 音声メモを自動再生するかどうか、またメ
モの通知方法や使用するフォントを設定し
ます。

バージョン情報 Windows Liveのバージョン情報を表示し
ます。
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