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電卓を使う
電卓を利用して、四則演算（＋、−、×、÷）やパーセント計算などができ
ます。

1	 	→「電卓」

2	計算する
M 入力値をメモリに保存します。

入力した数字を右から1桁ずつ消去します。
C 現在の計算を中止し、表示されている数字を消去します。
MC メモリに保存された数値を消去します。
MR メモリに保存された数値を表示します。
M＋ 入力値をメモリの数値に加算します。
1／x 逆数計算をします。
％ パーセント計算をします。
√ 平方根計算をします。
＋／− 入力した数字の＋／−を切り替えます。

◎	電卓画面で「編集」→「コピー」をタップすると、入力値をコピーできます。ま
た、「編集」→「貼り付け」をタップすると、電卓や他のアプリケーションでコ
ピーした数値を入力できます。

ゲームで遊ぶ
あらかじめソリティアがインストールされています。

ソリティア
裏向きに積み重ねられたトランプの山からカードをめくり、同じ種類
のカードをAからKまで並べていくゲームです。

1	 	→「ゲーム」→「ソリティア」

◎	「メニュー」→「オプション」をタップして、ゲームのルールやカードの模様
を変更できます。
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GPSを利用する
E31Tでは、GPS機能を利用できます。GPS機能に対応したソフト
ウェアを使用すると、現在地の確認や目的地までのルート検索などを
行うことができます。
•	Internal	GPS（▶P.149）を利用すると、GPS測位をよりすばやく
行うことができます。

GPSの利用にあたって
•	GPSシステムのご利用には十分ご注意ください。システムの不具合
などにより損害が生じた場合、当社では一切の責任を負いかねます
のであらかじめご了承ください。

•	E31Tの故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因（電池切
れを含む）によって、測位（通信）結果の確認などの機会を逸したため
に生じた損害などの純粋経済損害につきましては、当社は一切その
責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

•	E31Tは、航空機、車両、人などの航法装置として使用できません。そ
のため、位置情報を利用して航法を行うことによる損害が発生して
も、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承くだ
さい。

•	高精度の測量用GPSとしては使用できません。そのため、位置の誤差
による損害が発生しても、当社は一切その責任を負いかねますので
あらかじめご了承ください。

•	GPSは米国国防総省により運営されておりますので、米国の国防上
の都合により、GPSの電波の状態がコントロール（精度の劣化、電波
の停止など）されることがあります。

•	ワイヤレス通信製品（携帯電話やデータ検出機など）は、衛星信号を
妨害するおそれがあり、信号受信が不安定になることがあります。

•	各国・地域の法制度などにより、取得した位置情報（緯度経度情報）に
基づく地図上の表示が正確ではない場合があります。

■	受信しにくい場所
GPSは人工衛星からの電波を利用しているため、以下の条件では、電
波を受信できない、または受信しにくい状況が発生しますのでご注意
ください。また、GPSアンテナのあるカメラ付近を手でおおわないよ
うにしてお使いください。
•	建物の中や直下
•	かばんや箱の中
•	密集した樹木の中や下
•	自動車、電車などの室内
•	E31Tの周囲に障害物（人や物）
がある場合

•	地下やトンネル、地中、水中
•	ビル街や住宅密集地
•	高圧線の近く
•	大雨、雪などの悪天候

GPS測位補助情報を取得する
GPS測位補助情報をインターネットから取得すれば、GPS機能に対応
したソフトウェアを使用した場合でも測位時間を短縮することができ
ます。

1	 	→「設定」→「システム」→「Internal	GPS」
Internal	GPS設定画面が表示されます。

2	「Download」→「OK」→「ok」→	 	
•	GPSデータの取得を自動で更新する場合は、「自動でGPSデータを
アップデートする」にチェックを付け、「アップデート間隔」で日にち
を選択します。
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外付けGPSモジュールを使用する
E31Tは、市販の外付けGPSモジュールに対応しています。外付け
GPSモジュールを使用する場合は、以下の設定をしてください。

1	 	→「設定」→「システム」→「外付け	GPS」
GPS設定画面が表示されます。

2	「プログラム」→「GPS	プログラム	ポート」で、プログラ
ムが使用するポートを選択する
•	GPS接続にCOMポートまたはGPDポートを使用するすべてのプロ
グラムが、このポートと通信するよう設定する必要があります。

•	詳細については、プログラムのマニュアルをご参照ください。

3	「ハードウェア」→「GPS	ハードウェア	ポート」で、GPS
モジュールを接続するハードウェアポートを選択し、
「ボー	レート」で通信速度を選択する
•	詳細については、GPSモジュールの製造元のマニュアルをご参照く
ださい。

4	「アクセス」画面で、「GPS	を自動的に管理する（推奨）」に
チェックを付ける
•	「GPS	を自動的に管理する（推奨）」を実行することをおすすめしま
す（お買い上げ時は有効に設定されています）。Windows	Mobileは、
GPSデバイスへのアクセスを管理し、複数のプログラムが同時に
GPSデータを取得できるようにします。

5	 	をタップする

Windows	Marketplace	for	Mobileを	
利用する

Windows®	Marketplace	for	Mobileは、Windows	Phone向けのア
プリケーション配信サービスです。
Marketplaceを使えば、ゲームからビジネス、便利なツール、地図ソフ
ト、さまざまなカテゴリのアプリケーションを、どこにいてもダウン
ロード・インストールすることができます。

1	 	→「Marketplace」
サービスのインストールを確認するメッセージが表示されます。

2	「はい」をタップし、Marketplaceをインストールする
規約とプライバシーに関する声明へのリンクが表示されます。

3	「承諾」をタップする
Marketplace画面が表示されます。

4	「メニュー」→「サインイン」
5	ご利用のWindows	Live	IDとパスワードを入力し、	
「サインイン」をタップする
•	Windows	Live	 IDを取得していない場合は、「Windows	Live	 IDの
作成（オンライン）」をタップし、画面の指示に従ってWindows	Live	
IDを取得してください。
■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。

6	検索欄をタップし、閲覧したいアプリケーションのキー
ワードを入力する
•	人気のアプリケーション順、アプリケーションの更新情報、カテゴリ
別に閲覧することもできます。
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7	 をタップする
該当するアプリケーションが表示されます。

8	内容を確認したいアプリケーションをタップする
9	「インストール」をタップする

アプリケーションがE31Tにインストールされます。
•	有料のアプリケーションで支払い方法を設定していない場合は、画面
の指示に従って設定してください。

◎	Marketplace画面で「アプリケーション」をタップすると、購入済みのアプ
リケーションを確認したり、削除したりできます。

◎	Windows	Marketplace	for	Mobileについて詳しくは、「Windows	Mobile
の製品情報について」（▶P.216）を参照してください。

拡大鏡機能を利用する
拡大鏡機能を利用すると、画面全体を拡大して見ることができます。
画面の文字が見づらかったり、アイコンがタップしづらかったりした
ときに便利です。

1	タイトルバーをタップする
タイトルバーに	 	のアイコンが表示されます。

2	 	をタップする
画面全体が大きく表示されます。

3	画面を指でなぞり、見たい画面へ移動する
拡大した画面を解除する場合は、画面右上の	 	をタップします。

指定時刻にアラームを鳴らす
お買い上げ時 オフ

曜日ごとに時刻を指定してアラームを鳴らすことができます。
•	 	をタップするとアラームが止まります。

1	 	→「アラーム」→「アラーム」
アラーム画面が表示されます。

①	アラーム名称
②	アラームの有効／無効の設定
③	アラームを鳴らす時刻
④	アラームを鳴らす曜日
⑤	スピーカー音量が「バイブ」ま

たは「オフ」のときのアラーム
音再生の有効／無効の設定

2	設定したいアラーム表示欄をタップし、アラーム時刻など
を設定する

3	 	をタップする

④

②

③

①

⑤
④

②

③

①

⑤

E31T.indb   151 10.8.24   2:55:32 PM



���

便
利
な
機
能

◎	スピーカー音量を「レベル0」にしているときは、指定した時刻になってもア
ラーム音は鳴りません。スピーカー音量を調節してください（▶P.69）。

◎	スピーカー音量が「レベル0」でも、「デバイスがサイレントまたはバイブに設
定されていてもアラーム音を再生する」にチェックを付けるとアラーム音が
鳴ります（マナーモード設定中は除く）。

効果音のオン／オフを設定する

お買い上げ時

各種イベント（警告、システムイベントなど）：オン
プログラム：オン
通知（アラーム、予定など）：オン
画面をタップしたとき：オフ（大）
ボタンを押したとき：オフ（大）

アラーム通知やE31Tを操作するときの効果音のオン／オフを設定します。

1	 	→「設定」→「音と通知」→「サウンド」
サウンド設定画面が表示されます。

2	アラーム通知や効果音のオン／オフを設定し、 	をタッ
プする

電話着信などのお知らせ方法を設定する
電話の着信音やメールの受信音などの各種イベント発生時の通知音を
設定します。音のほかにメッセージの表示やお知らせLEDの点滅、バイ
ブの設定などを行うこともできます。
•	音量の調節のしかたについては、「着信音量やスピーカー音量を調節
する」（▶P.69）を参照してください。

•	対象イベントは以下のとおりです。
	 電話：着信通知／ActiveSync：同期開始／ActiveSync：同期終了／
IM：シェイク※／IM：新しいインスタントメッセージ※／アラーム／
ビーム：自動受信／メール：新着Cメールメッセージ／メール：新着
電子メールメッセージ／ワイヤレスネットワークの検出／接続の確
立／接続の終了／電話：不在着信通知
※	Messenger初回起動後に追加されるイベントです。

1	 	→「設定」→「音と通知」→「通知」
通知設定画面が表示されます。

2	「イベント」欄で設定したいイベントを選択する
3	必要な項目を設定し、 	をタップする
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省電力の設定を行う

お買い上げ時

エコモード設定
　	エコモードを有効にする：オフ（30）
バックライト
　	バックライトを消すまでのアイドル時間：オン
（10秒）
　	ボタンを押したとき又は画面をタップしたとき
にバックライトをつける：オン

　明るさ自動：オン（明るさ指定：レベル5）
スリープモード
　	指定時間無操作で電源OFF：オン（1分）
Wi–Fi設定：省電力優先
　	サスペンドしない：オフ
　	WOW有効（通知によりサスペンド解除）：オフ
CPU速度：高
　	バッテリが少ない時にパフォーマンスを下げる：
オフ

電池を節約する設定をします。

1	 	→「設定」→「明るさ・省電力設定」

2	必要な項目を確認／設定し、 	をタップする
エコモード設定 設定した電池残量（％）以下になると、「明る

さ・省電力設定」で設定した内容に関係なく、
電池の消費を抑える設定（バックライトを消
すまでのアイドル時間を10秒、スリープモー
ドをオン、Wi–Fi設定を省電力優先、CPU速度
を低など）に切り替わります。

バックライト バッテリ使用時のバックライトの明るさや、
バックライトを消すまでの時間などを設定し
ます。
•	外部電源使用時のバックライトの設定は、

	→「設定」→「システム」→「バックライト」
→「外部電源」で行います。

スリープモード バッテリ使用時にスリープモードになるまで
の時間を設定します。
•	外部電源使用時のスリープモードの設定は、

	→「設定」→「パワー	マネージメント」	
→「詳細設定」で行います。

Wi–Fi設定 無線LAN機能の省電力に関する設定を変更し
ます。
▶P.165「無線LAN機能の省電力設定」

CPU速度 CPUの処理速度を選択します。

◎	スリープモードによってディスプレイの表示が消えたときは、Iを押すと
ディスプレイを再表示します。

◎	「バックライト」で設定した内容は、 	→「設定」→「システム」→「バックラ
イト」→「バッテリ」に反映されます。

◎	「スリープモード」で設定した内容は、 	→「設定」→「パワー	マネージメン
ト」→「詳細設定」の「バッテリ使用時」に反映されます。

◎	「Wi–Fi設定」で設定した内容は、 	→「設定」→「パワー	マネージメント」→
「Wi–Fi」に反映されます。
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画面表示を変更する
画面デザインをカスタマイズする

お買い上げ時 テーマ：E31T_Sky
この画像を背景に使用する：オフ

スタートメニューとホーム画面の背景イメージや、カーソルなどの配
色を、テーマごとに変更できます。

1	 	→「設定」→「ホーム」→「デザイン」

2	「デバイスのテーマを選択」の一覧からテーマを選択する
•	背景イメージをテーマ以外の画像にしたいときは、「この画像を背景
に使用する」にチェックを付けてから「参照」をタップして、画像ファ
イルを指定します。

3	 	をタップする

画面を調整する
1	 	→「設定」→「システム」→「画面」

2	必要な項目を設定し、 	をタップする
「ClearType」画面 チェックを付けると、画面の文字の縁を滑

らかにします。
「文字サイズ」画面 スライダーを左右にスライドして、文字の

大きさを調整します。

地域設定を変更する
お買い上げ時 日本語（日本）

地域設定を変更すると、E31Tで表示する数値、通貨、時刻、日付が、選
択した地域の表示に変更されます。

1	 	→「設定」→「システム」→「地域」

2	「地域」画面で、リストの中から地域を選択する
自動的にほかの画面の設定も変更されます。詳細設定を行う場合は、該
当画面をタップして変更してください。

3	 	をタップする

◎	地域設定を変更しても、E31Tのオペレーティングシステムの言語は変更
されません。

◎	設定を変更すると、再起動を促すメッセージが表示されますので、電源を一
度切ってから、再度電源を入れてください。

ホーム画面をカスタマイズする
ホーム画面に、好みの機能を箇条書きのように表示させることができ
ます。

1	 	→「設定」→「ホーム」→「アイテム」

2	ホーム画面に表示したい項目にチェックを付ける
•	「Windows標準」以外の項目にチェックを付けると、「Windows
標準」のチェックが外れ、「Windows標準」にチェックを付けると、
「Windows標準」以外の項目のチェックが外れます。
■項目を並べ替える場合
「日付」以外の項目を選択し、「上へ移動」／「下へ移動」をタップします。

3	 	をタップする
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