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プログラムをインストールする
パソコンでインターネットに接続してダウンロードしたプログラム
を、ActiveSyncを使ってIS02にインストールすることができます。
また、Marketplaceからプログラムをインストールすることもできま
す。詳しくはP.160を参照してください。
詳しいインストール方法については、各プログラムの提供者の説明に
従ってください。
• プログラムのインストールは、安全であることを確認のうえ、自己責
任において実施してください。ウイルスヘの感染やデータの破壊な
どが起きる可能性があります。

• 万が一、お客様がインストールを行ったプログラムなどにより動作
不良が生じた場合、当社では責任を負いかねます。この場合、保証期
間内であっても有償修理となります。

• お客様がインストールを行ったプログラムなどによりお客様ご自身
または第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負いかねま
す。

• プログラムによってはインターネットに接続し、自動で通信を行う
ものがあります。パケット通信料金が高額になる場合がありますの
でご注意ください。

◎ マスタークリア（▶P.169）を行うと、お買い上げ後にインストールしたプ
ログラムはIS02から削除されます。必要なプログラムは、microSDカード
などに保存されることをおすすめします。

プログラムを削除する

1  →「設定」→「一般設定」→「プログラムの削除」
• H→「設定」→「システム」→「プログラムの削除」でも操作できます。

2 削除したいプログラムを選択→「削除」→「はい」

メモリの使用量を確認する
IS02およびIS02に取り付けた外部メディア（microSDカードや
USBメモリ機器）のメモリ使用状況を確認できます。

IS02のメモリ空き容量を確認する
IS02のデータ記憶用メモリとプログラム実行用メモリの使用状況を
確認できます。
• IS02の動作が遅くなったり、プログラムの動作が不安定になったり
した場合は、実行中のプログラムを終了するなどしてプログラム実
行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の空き容量が極度に低下すると、連絡先などへ
の登録や、ファイルやフォルダーの操作ができなくなることがあり
ます。不要なファイルを削除してください。

1  →「設定」→「一般設定」→「メモリ」→「メイン」
• H→「設定」→「システム」→「メモリ」→「メイン」でも操作できます。

◎ メモリ画面下部に表示されている「サイズの大きいファイルを検索できま
す。」の「検索」をタップして、64KBより大きいファイルを検索できます。

IS02.indb   166IS02.indb   166 10.5.10   0:32:44 PM10.5.10   0:32:44 PM



167

端
末
管
理

外部メディアのメモリ空き容量を確認する
microSDカードやUSBメモリ機器など、IS02に取り付けた外部メ
ディアのメモリ使用状況を確認できます。

1  →「設定」→「一般設定」→「メモリ」→「メモリ カード」
• H→「設定」→「システム」→「メモリ」→「メモリ カード」でも操作で
きます。

2 ▼ をタップして、「Storage Card」または「ハード ディス
ク」をタップする
• microSDカードのメモリ使用状況を確認するには、「Storage 
Card」を選択します。USBメモリ機器のメモリ使用状況を確認する
には、「ハード ディスク」を選択します。

メモリの空き容量を増やす
以下の方法で利用可能なメモリの空き容量を増やすことができます。
• 現在使用していないプログラムを終了する（▶P.51、▶P.58）
• Internet Explorer Mobileの一時ファイルや履歴を削除する 
（▶P.109）
• 不要なファイルを削除する（▶P.130）
• 使用していないプログラムを削除する（▶P.166）

ボタンの操作を変更する
ボタンの割り当てを変更する

お買い上げ時 サーチ：Windows Live
タスク：タスク マネージャー

を押したときや、 を押してから を押したときに起動するプ
ログラムの割り当てを変更できます。

1 H→「設定」→「個人」→「ボタン」→「プログラム ボタン」
2 「ボタンの選択」で割り当てを変更するボタンをタップする
3 「プログラムの割り当て」の ▼ をタップして割り当てる
プログラムを選択する

4  をタップする

上／下カーソルキーの操作を調整する
／ を長く押したときの移動開始時間や移動速度を調整できま

す。

1 H→「設定」→「個人」→「ボタン」→「上／下コントロール」
2 「移動開始までの待ち時間」／「移動速度」のスライダーを
左右にスライドして、待ち時間／速度を調整する

3  をタップする
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バージョン情報や端末情報を確認する
IS02のオペレーティングシステムのバージョンやソフトウェアの
バージョン、デバイス名、無線LAN用のMACアドレスなどを確認でき
ます。

1  →「設定」→「一般設定」→「バージョン情報」
• H→「設定」→「システム」→「バージョン情報」でも確認できます。

2 必要な項目を確認／入力し、  をタップする
「バージョン」画面 オペレーティングシステム（Windows 

Mobile® 6.5 Professional）のバージョン
などを確認できます。

「デバイスID」画面 パソコンとの同期やBluetooth®通信で使
用されるデバイス名を変更したり説明を入
力することができます。

「著作権」画面 この製品の著作権について確認できます。
「バージョン情報」
画面

会社名やソフトウェアのバージョン、無線
LANへの接続に必要なMACアドレス、PRL
（ローミングエリア情報）のバージョンなど
を確認できます。

カスタマーフィードバックについて
ソフトウェアの改善に役立てるため、マイクロソフト社にソフトウェ
ア使用状況に関する匿名情報を送信するかどうかを設定します。

1 H→「設定」→「システム」→「カスタマー フィードバック」
2 「フィードバックを送信する（推奨）」または「フィードバッ
クを送信しない」をタップする

3  をタップする

◎ フィードバック情報は、ActiveSyncまたはWindows Mobileデバイスセ
ンターでパソコンと同期中または無線LAN接続中に送信されるため、パ
ケット通信料は発生しません。

エラー報告について
エラー報告を有効にすると、プログラムエラーが発生したとき、マイク
ロソフト社のテクニカルサポートセンターに匿名でエラー情報を送信
することができます。

1 H→「設定」→「システム」→「エラー報告」
2 「エラー報告を有効にする（推奨）」または「エラー報告を無
効にする」をタップする

3  をタップする

◎ エラー報告は、ActiveSyncまたはWindows Mobileデバイスセンターで
パソコンと同期中または無線LAN接続中に送信されるため、パケット通信
料は発生しません。
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IS02をリセット（再起動）する
データが正常に表示されなかったり、タップやキー操作が正しく働か
ない場合は、リセット操作を試してみてください。リセットを行うと編
集中のデータは失われますが、保存したデータは失われません。

1 Cを押したままにする
電源OFF確認画面が表示されますが、そのままCを押し続けます（10
秒以上）。
IS02の電源が切れて少したつと、IS02が1回振動し、お知らせLEDが
緑色に点灯します。お知らせLEDの点灯を確認したら、Cから指を離し
てください。
IS02が再起動します。

◎ 電子メール受信後、数分以内にIS02をリセットすると、受信したメールが
IS02に保存されないことがあります。その場合は、再度メールを受信して
ください（▶P.96）。

◎ プログラムのインストールや設定変更の直後にIS02をリセットすると、プ
ログラムがインストールされないことや設定変更されないことがあります。
その場合は、再度プログラムのインストールや設定変更を行ってください。

登録データを一括して削除する
IS02をお買い上げ時の状態に戻します（マスタークリア）。
• この操作を行うと、ご購入後にIS02にお客様がインストールしたプ
ログラムや登録したデータはすべて削除され、設定はお買い上げ時
の状態に戻りますので、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。

• この操作を行うと、microSDカードに保存されている暗号化 
（▶P.133）されたファイルは一切読み出すことができなくなりま
す。この操作を行う前に、ActiveSyncまたはWindows Mobileデ
バイスセンターを利用して、暗号化されたファイルをパソコンにコ
ピーすると、暗号化が解除されてコピーされます。

■ マスタークリアで削除されるデータ
• メールに保存されているメッセージ
• メールアカウントの設定
• 連絡先、仕事、予定表、メモの登録内容
• お客様がIS02で撮影し保存した静止画や動画
• お客様がコピー／ダウンロードして保存したファイル
• お客様がインストールしたプログラム
• パソコンとの同期設定
• その他、お買い上げ以降に登録・変更されたすべてのデータおよび設
定内容

1  →「設定」→「一般設定」→「マスタークリア」
• H→「設定」→「システム」→「マスタークリア」でも操作できます。

2 コード入力欄に「1234」を入力し、「リセット」をタップ
する
マスタークリアが完了して少したつと、IS02が再起動します。
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ソフトウェアを更新する
ソフトウェア更新について

インターネット上のダウンロードサイトからIS02の修正用ファイル
をダウンロードし、ソフトウェアの更新を行います。インターネット
を利用したソフトウェア更新には、ActiveSyncなどを使ってパソコ
ン経由でダウンロードしたファイルをIS02に取り込んで行う方法と
IS02だけで行う方法があります。
• ソフトウェア更新は、IS02に登録された連絡先、カメラ画像、ダウン
ロードデータなどのデータを残したまま行えますが、お客様のIS02
の状態によってはデータの保護ができない場合がありますので、あ
らかじめご了承ください。必要なデータはバックアップを取っていた
だくことをおすすめします。ただし、ダウンロードデータなどバック
アップが取れない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
• ソフトウェア更新中は電池パックを外さないでください。更新に失
敗し、操作できなくなることがあります。
• ソフトウェア更新は、電池残量が十分にある状態（タイトルバーに

が表示されている状態）で実行してください。
• 以下の場合はソフトウェア更新を実行できません。
- 電池残量が十分でないとき
- メモリ空き容量が不十分
- 圏外のとき（IS02だけで更新する場合）
- ワイヤレスマネージャーの「電話」がオフの場合（IS02だけで更新
する場合）
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合（IS02だけで更新
する場合）。ただし、無線LANで接続してブラウザを利用できると
きは、更新できます。

• ソフトウェア更新（ダウンロード、更新ファイルのインストール）に
は時間がかかる場合があります。
• ソフトウェア更新ファイルのインストール中は、電話の発着信を含
めすべての機能を利用できません。

• ソフトウェア更新に失敗するなどして一切の操作ができなくなった
場合は、auショップもしくはPiPit（一部ショップを除く）にお持ちく
ださい。

ソフトウェア更新の前に必要な確認と準備
ソフトウェア更新の前に以下の準備を行います。
• IS02のソフトウェアバージョンを確認する（▶P.168）
• IS02のデータ記憶用メモリの空き領域を確認する（▶P.166）
• IS02で実行中のすべてのプログラムを終了する（▶P.51、▶P.58）
• IS02で起動中の通信機能をワイヤレスマネージャーでオフにする
（▶P.42）
• IS02を充電する（▶P.32）

◎ ソフトウェア更新の際には、はじめにSPB Backup（▶P.138）のシステム
データ以外のバックアップを取ってからソフトウェア更新を実施し、ソフ
トウェア更新直後にシステムデータを含むバックアップを取るようにして
ください。

◎ ソフトウェア更新後に、ソフトウェアを更新したことを通知するため、お客
様のIS02の製造番号が自動的にサーバへ送信されます。
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IS02だけで更新する
• 接続形態や接続環境によってはダウンロードに時間がかかる場合が
あります。

• ソフトウェア更新は、電波が強くアンテナマークが3本表示されて
いる状態（ ）で、移動せずに実行することをおすすめします。ソフト
ウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロードが
中止された場合は、再度電波状態のよい場所でソフトウェア更新を
行ってください。

• ほかのアプリケーションによるパケット接続中は更新できないこと
があります。終了またはオフにしてから、ソフトウェアの更新を行っ
てください。

1  →「設定」→「一般設定」→「ソフトウェア更新」
ダウンロードサイトへの接続を確認する画面が表示されます。
• H→「設定」→「システム」→「ソフトウェア更新」でも更新できます。

2 「OK」をタップする
ダウンロードサイトに接続します。

3 必要な更新ファイルを選択してダウンロードする
• ダウンロードのしかたについては、「Webページからデータをダウン
ロードする」（▶P.109）を参照してください。

4 「My Documents」を開いて、ソフトウェア更新ファイ
ルを表示する

5 ソフトウェア更新ファイルをタップして実行する
メモリの空き容量や電池残量などのチェックを行ったあと、インス
トールを確認する画面が表示されます。

6 「今すぐインストール」をタップする
起動中の機能が終了してIS02が再起動し、ソフトウェア更新ファイル
のインストールが開始されます。
ソフトウェア更新が完了すると、IS02が再起動します。

7 「完了」をタップする

パソコン経由で更新する
1 ダウンロードサイトから、ソフトウェア更新ファイルをパ
ソコンにダウンロードする
• 東芝のホームページからダウンロードできます。
 東芝のホームページ：
 http://www.toshiba.co.jp/product/etsg/cmt/

2 ActiveSyncまたはWindows Mobileデバイスセン
ターを使ってIS02の「My Documents」へソフトウェ
ア更新ファイルをコピーする
• ActiveSyncおよびWindows Mobileデバイスセンターについて詳
しくは、P.140を参照してください。

3 IS02で「IS02だけで更新する」（▶P.171）の操作4以
降を行う
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