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著作権・肖像権について
E31Tを利用して撮影または録音したものを著作権者に無断で複
製、改変、編集などすることは、個人で楽しむなどの目的を除き、著
作権法上禁止されていますのでお控えください。また、他人の肖像
を無断で使用、改変などすると、肖像権の侵害となる場合がありま
すのでお控えください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人で
楽しむなどの目的であっても、撮影または録音が禁止されている場
合がありますのでご注意ください。

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を
行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

マルチメディア
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カメラを利用する

カメラをご利用になる前に
E31Tに内蔵されているカメラを使って、静止画を撮影できます。撮影
した静止画は、マイ	ピクチャフォルダーに保存され、「画像とビデオ」
（▶P.115）などで閲覧できます。また、保存先をmicroSDカードに設
定することもできます。

カメラの利用にあたって

■	撮影するときのご注意
•	カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常に明るく
見えたり、暗く見えたりする点や線が存在する場合があります。ま
た、特に光量が不足している場所での撮影では、白い線やランダムな
色の点などのノイズが発生しやすくなりますが、故障ではありませ
んので、あらかじめご了承ください。

•	カメラを起動したとき、画面に縞模様が出ることがありますが、故障
ではありませんので、あらかじめご了承ください。

•	カメラで撮影した静止画は、実際の被写体と色味や明るさが異なる
場合があります。

•	太陽やランプなどの強い光源を撮影しようとすると、画面が暗く
なったり、撮影画像が乱れたりする場合があります。

•	暗い場所での撮影では、ノイズが増え、ざらついた静止画などになる
可能性があります。

•	レンズに指紋や油脂などが付くと、鮮明な静止画を撮影できなくな
ります。撮影する前に、柔らかい布などでレンズをきれいに拭いてく
ださい。

•	撮影するときは、E31Tが動かないようにしっかり手に持って撮影
してください。撮影時にE31Tが動くと、撮影画像がぶれる原因にな
ります。

•	不安定な場所にE31Tを置いてセルフタイマ撮影を行うと、着信な
どでバイブレータが振動するなどしてE31Tが落下するおそれがあ
ります。

•	撮影するときは、レンズに指や髪などがかからないようにしてくだ
さい。

•	カメラ利用時は電池の消費が多くなります。電池残量が少ない状態
で撮影を行った場合、画面が暗くなったり、撮影画像が乱れたりする
ことがありますのでご注意ください。

•	マナーモード設定中でも静止画撮影のシャッター音は鳴りますので
ご注意ください。

•	接写をするときは、約10cmまで被写体に近付いて撮影できます。
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カメラ機能について
撮影画面の見かた

①	解像度：	撮影するサイズを表示します（「カメラのオプションを設定
する」（▶P.114）の表）。アイコンをタップしてjを押す
と設定を変更できます。

②�撮影モード：	アイコンをタップしてjを押すと設定を変更できます。

	通常 通常の静止画を撮影します。
	タイマ 設定時間が経過すると自動的にシャッターが

切れます。
	連写 1回のシャッターで9枚連続の静止画を撮影し

ます。

④ ⑥⑤
《撮影画面》

① ③②

④ ⑥⑤
《撮影画面》

① ③②

③	ズームバー：	スライダーをスライドして倍率を変更します。
撮影モードや解像度によって選択できる倍率が異なり
ます。

サイズ320×240 最大ズーム倍率約3.2倍（12段階）
サイズ640×480 最大ズーム倍率約1.6倍（7段階）
サイズ1280×960 最大ズーム倍率約1.6倍（7段階）
サイズ1600×1200 最大ズーム倍率約1.2倍（4段階）
サイズ2048×1536 ズーム不可

④	オートフォーカス：グレー（調整中）／緑（成功）／赤（失敗）
⑤	シャッター
⑥	メニュー

撮影モード 撮影モードを設定します（▶P.113）。
設定 撮影モードごとにオプション設定を行います

（▶P.114）。
バージョン情報 カメラの情報を表示します。
終了 カメラを終了します。
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静止画を撮影する

お買い上げ時

保存先：本体
撮影後にプレビューする：オン
フォーマット：jpg（変更不可）
画質：ノーマル
解像度：640×480
セルフタイマ：5秒

1	 	→「カメラ」

2	撮影モードアイコンをタップして、jで （通常）を選択
する

3	被写体にカメラを向ける→
ピントが合うとオートフォーカスアイコンが緑色に変わります。

4	 	／c
シャッター音が鳴り、撮影した静止画がプレビュー表示されます。
•	静止画を削除する場合は、 →「削除」→ をタップします。
•	「撮影後にプレビューする」（▶P.114）を無効にしている場合は、プ
レビュー表示されずに自動保存されます。

•	 →「送信」をタップすると、撮影した静止画をメールに添付できます。

5	 をタップする
撮影した静止画が保存されます。

◎	撮影した静止画はJPEG形式で保存されます。
◎	カメラを起動した状態で約1分間何も操作をしないと、カメラは終了します。

カメラのオプションを設定する
静止画を撮影する前に、撮影モードごとにカメラのオプションを設定
します。

1	カメラの撮影画面で	 →「設定」
2	必要な項目を設定し、	 	をタップする

「基本設
定」画面

保存先 撮影した静止画の保存先を「本体」／
「SDカード」から選択します。

撮影後にプレ
ビューする

撮影後、静止画のプレビュー表示の有
効／無効を設定します。

「フォト」
画面

フォーマット jpg固定となります。
画質 静止画の画質を「エコノミー」／「ノー

マル」／「ファイン」から選択します。
解像度（通常、
タイマ）

撮影するサイズを「320×240」／
「640×480」／「1280×960」／
「1600×1200」／「2048×1536」
から選択します。

解像度（連写） 撮影するサイズを「640×480」／
「2048×1536」から選択します。

セルフタイマ 自動でシャッターが切れるまでの時
間を「5秒」／「10秒」／「15秒」から
選択します。
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静止画や動画を表示する
「画像とビデオ」を利用して、E31TやmicroSDカードに保存されてい
る静止画や動画を閲覧することができます。
E31Tが対応しているファイルの種類と拡張子は以下のとおりです。

種類 ファイル形式
画像 BMP、GIF、JPG、PNG、TIFF
ビデオ 3GPP、MP4、Windows	Media	Video

1	 	→「画像とビデオ」
「マイ	ピクチャ」フォルダーのファイル一覧が表示されます。

2	表示／再生したいファイルをタップする
•	動画は、Windows	Media	Playerで再生されます（▶P.116）。

フォルダー内の
静止画／動画を
表示／再生

メニューを表示

並べ替える順番を
変更

表示対象のフォルダーを
変更
• 動画を再生するとき
は、「マイ ピクチャ」 
→「My Documents」
→「マイ ビデオ」を
タップします。 フォルダー内の

静止画／動画を
表示／再生

メニューを表示

並べ替える順番を
変更

表示対象のフォルダーを
変更
• 動画を再生するとき
は、「マイ ピクチャ」 
→「My Documents」
→「マイ ビデオ」を
タップします。

画像とビデオのメニュー

■	静止画／動画の一覧でファイルを選択しているとき
項目 説明

送信 選択中の静止画／動画が添付された新
規メールを作成します。

ビーム 選択中の静止画／動画を、Bluetooth®

通信で送信します。
連絡先に保存※1 選択中の静止画を連絡先に登録します。
削除 選択中の静止画／動画を削除します。
編集 切り取り 選択中の静止画／動画を切り取ります。

コピー 選択中の静止画／動画をコピーします。
貼り付け コピーまたは切り取った静止画／動画

を貼り付けます。
新しいフォルダー 新規フォルダーを作成します。

スライドショーの再生※1 フォルダー内の静止画をスライドショー
で表示します。
•	再生中に画面をタップすると、以下の
操作アイコンが表示されます。
：表示の回転
／ ：再開／一時停止
／ ：	前の静止画を表示／次の静止

画を表示
：終了

［Home］の背景に設定す
る※1※2

選択中の静止画をスタートメニューと
ホーム画面の背景イメージに設定しま
す。

移動 マイピクチャ マイピクチャフォルダーが表示されま
す。

マイデバイス マイデバイスフォルダーが表示されま
す。

フォルダー 閲覧するフォルダーを選択します。
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項目 説明
ツール プロパティ 静止画／動画のプロパティを表示しま

す。
並べ替え 名前／日付／サイズ順に並べ替えます。
オプション 静止画をメールに添付するときの画像

サイズや回転するときの方向の設定、ス
ライドショー再生時の設定をします。

※1	静止画を選択しているときのみ利用できます。
※2	選択しているファイルによっては、設定できない場合があります。

■	静止画を表示しているとき
項目 説明

ズーム※1 表示中の静止画をズーム表示します。
スライドショーの再生 フォルダー内の静止画をスライドショー

で表示します。
［Home］の背景に設定す
る※2

表示中の静止画をスタートメニューと
ホーム画面の背景イメージに設定しま
す。

画像のビーム 表示中の静止画をBluetooth®通信で送
信します。

保存 連絡先に保存 表示中の静止画を連絡先に登録します。
名前を付けて保存 表示中の静止画を別の名前を付けて保

存します。
編集 静止画をトリミングしたり回転したり

します。
プロパティ 静止画のプロパティを表示します。
オプション 静止画をメールに添付するときの画像

サイズや回転するときの方向の設定、ス
ライドショー再生時の設定をします。

※1	選択しているファイルによっては、ズームできない場合があります。
※2	選択しているファイルによっては、設定できない場合があります。

音楽や映像を楽しむ

•	マナーモード設定中は、各プレイヤーを利用して音楽や映像を再生
しても音は鳴りません（ステレオイヤホン（別売）接続時を除く）。

Windows	Media	Playerを利用する
Windows	Media	Playerを使って音楽や動画を再生することができ
ます。
•	E31Tのデータ記憶用メモリの空き容量がなくなると、Windows	
Media	Playerを起動できません。メモリ使用量を確認し、E31Tの
データ記憶用メモリの空き容量を確保してください。

再生できるファイル形式
Windows	Media	Playerで再生できるファイル形式は以下のとおり
です。ただし、楽曲／動画によっては再生できるファイル形式であって
も再生できない場合があります。
●音楽ファイル

ファイル形式／コーデック 拡張子
Windows	Media	Audio、MP3、
AAC、AMR

wma、mp3、aac、mp4、m4a、
3gp、amr

●動画ファイル
ファイル形式／コーデック 拡張子

Windows	Media	Video、
MPEG–4	Simple	Profile、
H.264

wmv、asf、mp4、3gp、3g2
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Windows	Media	Playerを開く

1	 	→「Windows	Media」
ライブラリ画面が表示されます。
•	ライブラリ画面が表示されない場合は、「メニュー」→「ライブラリ」を
タップします。

2	カテゴリ（「マイ	ミュージック」／「マイ	ビデオ」／	
「マイ	テレビ」／「再生リスト」）をタップし、再生したいア
イテムをタップする
•	保存したファイルが表示されない場合は、「メニュー」→「ライブラリ
の更新」をタップします。

3	「再生」をタップする
再生画面が表示され、楽曲／動画の再生が始まります。

画面とメニュー
Windows	Media	Playerには、以下の3種類の画面があります。

初期画面 説明
再生画面 再生コントロール（再生／一時停止、次へ、前へ、

音量など）とビデオウィンドウが表示される画
面です。

プレイビュー画面 再生中のファイルおよび再生リストを一覧表示
します。

ライブラリ画面 この画面で楽曲や動画を選択して、再生します。
楽曲／動画は、マイミュージック、マイビデオな
どのカテゴリに分類されています。

再生画面の操作
再生画面では、以下の操作が行えます。

①	再生の進行状況を表示します。スラ
イダーを動かして、任意の位置から
再生できます。

②	動画を全画面表示します。
③	WindowsMedia.comの ホ ーム

ページへ接続します。
④	再生中のファイルの先頭、または前

のファイルを再生します。
⑤	ファイルを再生／一時停止します。
⑥	次のファイルを再生します。
⑦	音量のオン／オフを切り替えます。
⑧	音量を調節します。
⑨	5段階レベルで評価をタップします。

※	★マークは「ライブラリ」に追加されている
ファイルを再生した場合に、表示されます。

ライセンス保護されたファイルについて
保護されたファイルをパソコンからE31Tにコピーする場合、パソコ
ンのWindows	Media	Playerを使ってE31Tと同期させてください。
同期により保護されたファイルは、ライセンスとともにコピーされま
す。ファイルの同期について詳しくは、パソコンのWindows	Media	
Playerのヘルプをご覧ください。

② ⑧
⑦

⑨

①

③

④ ⑤ ⑥

② ⑧
⑦

⑨

①

③

④ ⑤ ⑥
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パソコンのライブラリと同期する
Windows	Media	Playerのライブラリとパソコンの楽曲／動画を同
期させることができます。
•	ライセンス保護された楽曲／動画は、著作権情報とともにE31Tに
コピーされます。

•	あらかじめ、ActiveSync（▶P.131）またはWindows	Mobileデバ
イスセンター（▶P.133）でE31Tとパソコンの同期の設定を行って
おく必要があります。

•	あらかじめUSB接続の設定をActive	Syncモードにしてください。
同期を行う際は、「パソコンの動作環境」（▶P.131）をご参照くださ
い。

例：パソコン側がWindows�Media�Player11の場合

1	 E31Tの外部接続端子キャップを開け、付属の東芝
microUSB-USB変換ケーブル01を使用して、E31Tを
パソコンに接続する
•	microUSBプラグは、プラグの向きを確認してE31Tの外部接続端
子に水平に差し込みます。

•	USBプラグは、パソコンのUSBコネクタに直接接続してください。
USBハブやUSB延長ケーブルを介して接続すると、正しく動作しな
いことがあります。

2	パソコンのWindows	Media	Playerを起動する
はじめてE31Tと同期させるときは、デバイスの設定画面が表示されま
す。

microUSBプラグ

外部接続端子
キャップ

東芝microUSB-USB変換ケーブル01

USBプラグ

パソコン

microUSBプラグ

外部接続端子
キャップ

東芝microUSB-USB変換ケーブル01

USBプラグ

パソコン
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3	パソコンのWindows	Media	Playerで、 タブ
をクリックする
•	E31Tに取り付けたmicroSDカードと同期する場合は、 ボ
タンをクリックしてデバイスを切り替えます。

デバイス名
次のデバイス
ボタン

同期タブ

デバイス名
次のデバイス
ボタン

同期タブ

4	同期させる楽曲をライブラリからデバイス側にドラッグ
アンドドロップする

5	 をクリックする
ライブラリの同期が始まります。
Windows	Vista／Windows	7の場合は、ライブラリの同期が終了し
たら、パソコンのタスクバー上にあるハードウェアの取り外しアイコ
ンを選択して、E31Tを表す項目（例：Microsoft	USB	Sync）を選択し
て接続を解除してください。

6	microUSBプラグを持ってまっすぐ引き抜き、外部接続
端子キャップを閉める

◎	パソコンのWindows	Media	Playerの使用方法については、Windows	
Media	Playerのヘルプを参照してください。

◎	パソコンとデータの読み書きをしている間に電池パックや東芝microUSB-
USB変換ケーブル01を取り外したり、電源を切ったりしないでください。
データの消失・故障の原因となります。

同期の開始
ボタン

ドロップする
エリア

同期の開始
ボタン

ドロップする
エリア
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プレイビューを使って再生する
再生したい順番に楽曲／動画をプレイビュー（再生待ちリスト）に登録
することができます。
•	プレイビューは一時的なリストのため、E31Tの電源を切ると、内容
が消去されます。必要に応じて再生リストに登録することをおすす
めします。

■	プレイビューに登録する
1	 	→「Windows	Media」

ライブラリ画面が表示されます。
•	ライブラリ画面が表示されない場合は、「メニュー」→「ライブラリ」を
タップします。

2	カテゴリ（「マイ	ミュージック」／「マイ	ビデオ」／	
「マイ	テレビ」／「再生リスト」）をタップし、登録したい楽
曲／動画をタップする

3	「メニュー」→「再生待ちに追加」
プレイビューに登録されます。
登録したい楽曲／動画の数だけ操作を繰り返します。

■	プレイビューから再生する
1	ライブラリ画面→「メニュー」→「プレイビュー」→「再生」

楽曲／動画の再生が始まります。

再生リストを使って再生する
ここでは、プレイビューから再生リストを作成／再生する操作を説明
します。

■	再生リストを作成する
1	プレイビューに楽曲／動画を登録する

詳しくは、「プレイビューに登録する」（▶P.120）を参照してください。

2	「メニュー」→「プレイビュー」→「メニュー」	
→「再生リストの保存」

3	再生リスト名を入力し、 	をタップする

■	再生リストを使って楽曲／動画を再生する
1	ライブラリ画面→「再生リスト」
2	再生リストを選択し、「再生」をタップする

再生リストの再生が始まります。
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