CAT® S60 スマートフォン
ユーザーマニュアル
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はじめにお読みください
安全に関する注意事項
スマートフォンを正しく使用できるように、安全に関する注意事項をよくお読みください。
スマートフォンを叩く、投げる、落とす、押しつぶす、曲げる、穴をあけるといった行為は避けてく
ださい。
浴室など、湿気の多い環境でスマートフォンを使用しないでください。スマートフォンを故意に
液体に浸したり、洗浄したりしないでください。
スマートフォンの使用が禁止されているとき、
または電波障害または危険を引き起こす可能性
があるときは、
スマートフォンのスイッチをお切りください。
運転中は、
スマートフォンを使用しないでください。
病院および医療施設では、規則または指示に従ってください。医療機器の近くでは、
スマートフ
ォンの電源をお切りください。
航空機内では、
スマートフォンの電源をお切りください。スマートフォンが、航空機の制御機器
に障害を引き起こす可能性があります。
精密機器の近くでは、
スマートフォンの電源をお切りください。スマートフォンが、
これらの機器
の性能に影響を与える可能性があります。
スマートフォンまたはその付属品を分解しないでください。バッテリーの交換は危険を伴いま
すのでおやめください。
強い電磁場のあるコンテナ内に、
スマートフォンまたは付属品を置かないでください。
スマートフォンの近くに磁気記録媒体を置かないでください。保存された情報が消去される可
能性があります。
高温になる場所にスマートフォンを収納したり、
ガソリンスタンドなどの可燃性ガスのある場所
で使用しないでください。
スマートフォンまたはその付属品は、お子様の手の届かないところに保管してください。お子様
にスマートフォンを使用させるときは、事前に使い方を教えてください。
安全のため、付属の充電器・ケーブルをお使い下さい。
また、付属の充電器・ケーブルは本機以
外の機器と接続して使用しないでください。
無線機器の使用時には、法律を順守してください。無線機器を使用しているときは、他のユーザ
ーのプライバシーおよび法的権利を尊重してください。
スマートフォンを航空機内、病院、
ガソリンスタンド、
または、修理工場で使用しないでください。
医療用機器 (心臓ペースメーカー、インスリン器具など) をご使用の患者の方は、
スマートフォン
をこれらの機器から 15 cm 以上離してください。
USB ケーブルを使用するときは、本マニュアルの手順を厳守してください。スマートフォンまた
は PC が損傷する可能性があります。
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通知
ここで説明する製品およびその付属品の一部の機能は、インストールされたソフトウェア、ローカ
ルネットワークの容量と設定に依存しており、有効化されなかったり、ローカルネットワーク運営
者またはネットワークサービスプロバイダにより、制限されたりする場合があります。したがって、
ここでの説明は、購入された製品またはその付属品と正確に一致しない可能性があります。
当社は、事前の通知なしにまたはお客様の承諾なしに、本マニュアルに含まれる情報または仕
様を変更・修正することが出来るものとします。
当社は、
テキスト、画像、音楽、動画、著作権保護を有する非内蔵ソフトウェアなど、
このスマートフ
ォンを通してアップロードまたはダウンロードされた製品の合法性および品質に責任を負いま
せん。このスマートフォンに関して前述の製品のインストールまたは使用から生じる不具合は、
お客様の負担となります。

保証適用外項目
本マニュアルの内容は、本製品出荷時の状態となります。すべての機能について、動作を保証す
るものではありません。機能追加等による不具合については法律等により定められている場合を
除き、データ消失、損失損害等のいかなる保証も致しかねます。

輸出入に関する規制
お客様は、
ソフトウェアおよび技術データを含め、本マニュアルで記載される製品を輸出、再輸出
または輸入するために、該当するすべての法律および規制に準拠し、その国の許可およびライセ
ンスを取得するものとします。
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Cat® S60 スマートフォンにようこそ
S60 スマートフォンは、屋外用に設計されており、厳しい環境に耐えられる機能を備えています。内蔵 FLIR
サーマルカメラの、
クリアな赤外線映像と複数のスポットメーターにより、画像内の温度の正確な測定が
可能です。堅牢性に対するもっとも高い業界規格である IP68 認定を受けており、最大 5 メールトの深さ
で、60 分間耐えることができ、水中写真およびビデオ撮影をお楽しみ頂けます。また、手袋および濡れた指
に対応するタッチ画面をサポートします。ガラスはひっかき傷に強く防塵機能を有しており、1.8 m の高さ
からの落下に耐えることができます。

基本機能
スマートフォンの外観
正面図
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

フロントカメラ
受話口
ロックダウンスイッチ
スピーカー
最近使用したアプリボタン
メニューキー
戻るボタン
ヘッドセットジャック
USB ポート
SOS ボタン
プログラマブルキー
電源キー
13MP カメラ
赤外線カメラ
マイク
SIM/SD ドア
SIM/SDドアのラッチ
フラッシュ
音量アップ/ダウンキー
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注意:
通常使用中は、
ロックダウンスイッチ (3) を 5m ではなく、2m に設定して
ください。
スピーカー音声が聞きづらくなります。

蓋が開いた状態では水やほこりが内部に侵入し故障の原因となります。USB端子、SIM/SDドア、ヘッドホン端子
の蓋はしっかりと閉じた状態でご使用ください。
また、蓋が開いた状態で激しい衝撃を加えると破損・故障の原
因となります。
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主な機能
電源キー

•
•
•
•

メニューキー

• 押してホーム画面を表示します。
• メニューキーを長押しして、Google™ アイコンを表示します。画面のアイコンにタッ
チして、Google 検索または Google Now™ を起動します。
• スマートフォンがスリープ状態のとき、
ダブルタップして、画面を復帰させます。

最近使用したアプリボ
タン

押して、最近使用したアプリを一覧表示します。

戻るボタン

• 押して、作業していた前の画面を表示します。
• オンスクリーンキーボードを閉じるために使用します。

２秒長押しすると、
スマートフォンが起動します。
起動中に１秒長押しすると、オプションメニューが開きます。
起動中に短く１回押すと、
スリープ/スリープ解除になります。
起動中に１０秒長押しすると、強制シャットダウンします

また、音量 (下) キーを押して音量
音量アップ/ダウンキー • 音量 – 音量 (上) キーを押して音量を上げます。
を下げます。
• スクリーンショット – 電源および音量 (下)キーを同時に1秒長押しします。
• カメラアプリから音量 (上/下) キーを押すと、瞬時に写真が撮影されます。また、
カ
メラアプリが使用されていないとき、音量 (上/下) キーには、別の機能もあります。
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入門
nano SIM カードの取り付け
1. 指先を使って黄色のバーを右にスライドし、SIM/SD ドアを開きます。
2. nano SIM を SIM カードスロットに接点を下向きにして挿入します。

reset

SIM2 カードスロット

SIM1 カードスロット

注意:
· 複数の SIM カードを使用する場合は、同じ手順を繰り返して、別な nano SIM カードを取り付けます。
· SIM2 カードスロットから nano SIM カードを取り外す前に micro SD カードは必ず取り外してください。
SIM2 を取り外す場合は、
スロットのイラストに従って取り外しレバーを操作してください。
· SIM１ スロットから nano SIM カードを取り外すときは、
スロット奥の切欠きから指先で SIM カードを押し
出してください。

メモリカードの挿入
1. 指先を使って黄色のバーを右にスライドし、SIM/SD ドアを開きます。

G
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カードカバーのラッチ

2. micro SD カードをメモリカードスロットに接点を下向きにして挿入します。

reset

注意:
· micro SD カードを取り外すには、
メモリカードの端を引っ張り、
スロットから取り外します。
· micro SD カードを無理やり押し込まないでください。micro SD カードまたはスロットが損傷する可能性
があります。

Cat® S60 スマートフォンユーザーマニュアル

3

バッテリーを充電する
S60 には、バッテリーが内蔵されています。バッテリーを充電するには以下の手順に従います。
1. 付属の USB ケーブルをACアダプターに接続します。
注意:
付属の充電器とケーブル以外を使用しないでください。デバイスが破損したり、バッテリーが破裂したり
することがあります。
2. USB ポートのカバーを開きます。USB ケーブルをスマートフォンの USB ポートに接続します。
注意:
USB ケーブルを差し込むときは、過度な力をかけないように注意してください。
プラグの方向が正しいことに注意してください。コネクタを誤って挿入しようとすると、破損する可能性
があります。誤挿入による破損は、保証の対象とはなりません。

SOS

3. USB を付属の AC アダプターに接続し充電します。
4. 充電が完了したら、
コネクタを本機から取り外し、ACアダプターを取り外します。

バッテリーに関する重要な情報
バッテリーが完全に放電した場合、充電を開始しても、すぐに電源が入らないことがあります。スマートフ
ォンの電源をオンに切り替える前に、バッテリーを数分間充電してください。この間、画面の充電アニメー
ションが表示されない場合があります。
バッテリーの充電にかかる時間は、環境温度およびバッテリーの使用期間により異なります。
バッテリーが不足すると、
スマートフォンは警報を鳴らし、警告を表示します。バッテリーがほぼ放電され
ると、
スマートフォンは自動的に電源オフに切り替わります。
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スマートフォンの電源をオンにする
スマートフォンの電源をオンにする
電源キー ( ) を押します。
初めてスマートフォンの電源をオンにするとき、設定ウィザード画面が表示されます。ご希望の言語を選択
し、開始アイコン ( ) にタッチして設定ウィザードを続行します。
注意:
SIM カードで個人識別番号 (PIN) 保護が有効になっている場合、設定ウィザード画面の前に、PIN の入力を
求められます。セットアッププロセスを完了するには、Wi-Fi またはデータ接続が必要です。
現在の Google アカウントを使ってサインインするか、
または、新しいアカウントを設定し、設定ウィザードを
完了するように指示されます。
注意:
アカウント設定プロセスをスキップし、後で行うことができます。本機で提供される Google サービスの中に
は、その利用にGoogle アカウントが必要となるものもあります。

スマートフォンの電源をオフにする
1. 電源キーを長押しして、
スマートフォンのオプションメニューを開きます。
2. 電源を切るをタッチします。
※電源が切れない場合、電源ボタンを10秒長押しして強制シャットダウンをお試しください。

タッチ画面
タッチ画面の操作
タッチ: 指を使ってタッチして、
アイテムの選択、選択の確認、
または、
アプリケーションの起動を行います。
タッチアンドホールド:指でアイテムをタッチし、
スマートフォンが応答するまで、押し続けます。例えば、
アクテ
ィブ画面に対するオプションメニューを開くには、画面にタッチし、
メニューが表示されるまで押し続けます。
スワイプ:画面で指を垂直方向または水平方向に動かします。例えば、左または右にスワイプして画像を切り
替えます。
ドラッグ: 指を使って、希望のアイテムをタッチアンドホールドします。アイテムを画面の任意の場所にドラッ
グします。アイコンをドラッグして、移動または削除することができます。

ホーム画面
サインインした後、
またはスマートフォンの電源をオンにしたとき、ホーム画面が開きます。ホーム画面は、
ス
マートフォンの全機能にアクセスするための開始ポイントです。
ここには、
アプリケーションアイコン、
ウィジェ
ット、
ショートカット、およびその他の機能が表示されます。様々な壁紙を使ってホーム画面をカスタマイズし
たり、必要なアイテムを表示したりすることができます。
ホーム画面には、起動アイコン( )が表示されます。
これにタッチすることにより、
インストールされたアプリ
ケーション (アプリ) が表示・起動します。
注意:
ホーム画面の何も表示されていない場所を長押しすると、壁紙、
ウィジェットおよび設定に対するショート
カットが起動します。
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画面をロックおよびロック解除する
画面をロックする
スマートフォンの電源がオンのとき、電源キーを押して画面をロックします。画面がロックされているときで
も、
メッセージおよび電話を受信することができます。
スマートフォンをしばらく使わずにおくと、画面は自動的にロックされます。

画面をロック解除する
電源キーを押すことで、画面のスリープが解除されます。次に、
ロックアイコン( )を上方向にドラッグして、
画面をロック解除します。必要に応じて、パターンまたは PIN コードを入力します。
ロック画面から直接カメラ機能を使用するには、
カメラアイコン(
ラアプリが起動します。

)を上方向にドラッグします。すると、
カメ

ロック画面から直接 Google 音声検索機能を使用するには、音声検索アイコン (
す。すると、Google 音声検索アプリが起動します。

) を上方向にドラッグしま

注意:
画面ロックを設定している場合、画面をロック解除するように指示されます。詳細については、
「画面ロック
を使ってスマートフォンを保護する」(36 ページ) を参照してください。
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表示
表示レイアウト
通知およびステータス情報
ステータスバーは、あらゆる画面の上部に表示されます。ここには、不在着信またはメッセージの受信など
の通知アイコン(左側)、およびバッテリーステータスなどの電話ステータスアイコン(右側)が現在時刻と共に
表示されます。

通知アイコン

ステータスアイコン

ステータスアイコン
4G モバイルネットワークに接続済み

信号無し

LTE モバイルネットワークに接続済み

バイブレーションモード

3G モバイルネットワークに接続済み

GPS測位中

GPRS モバイルネットワークに接続済み

バッテリーが十分に充電されている状態

EDGE モバイルネットワークに接続済み

バッテリーが充電中

HSDPA モバイルネットワークに接続済み

FM ラジオ受信中

HSPA+ モバイルネットワークに接続済み

機内モード

ローミング

Wi-Fi ネットワークに接続済み

モバイルネットワークの信号強度

Bluetooth 機器に接続済み

通知アイコン
新規メールメッセージ

不在着信

アラーム設定中

スピーカーフォン作動中

次回のイベント

電話マイク消音

データの同期中

データのダウンロード中

サインインまたは同期に問題有り

USB ケーブルを介して接続済み

スクリーンショットの捕捉

新規テキストメッセージ

ヘッドフォン接続済み

Cat® S60 スマートフォンユーザーマニュアル
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通知パネル
新規メッセージを受信したりイベントが有ったりするとき、
スマートフォンから通知があります。また、通知
パネルは、
アラームおよび設定について通知します。通知パネルを開いて無線ネットワーク事業者を確認
したり、
メッセージ、
リマインダ、イベント通知を表示したりします。

通知パネルを開く
1. 新規通知アイコンが通知バーに表示されたら、通知バーをタッチし、下にドラッグして、通知パネルを開き
ます。
2. 通知にタッチし、関連するアプリケーションを開きます。

通知パネルを閉じる
直接通知を閉じる (表示なしにする) には、通知をタッチアンドホールドし、画面の左/右にドラッグします。
通知パネルを閉じるには、パネルの下部を上方向にスライドします。

ショートカットアイコン
新規画面アイテムを追加する
1. ホーム画面から、

にタッチして、全てのアプリケーションを表示します。

2. アイテムを追加するには、
アプリケーションアイコンを特定のホーム画面にドラッグします。

画面アイテムを移動する
1. アイコンが拡大されるまで、ホーム画面のアプリケーションアイコンをタッチアンドホールドします。
2. 指を付けたまま、
アイコンを画面の希望に位置にドラッグし、指を離します。
注意:
アイコンを現在のホーム画面パネルにフィットさせるには、十分なスペースがなければなりません。

画面アイテムを削除する
1. アイコンが拡大されるまで、ホーム画面のアプリケーションアイコンをタッチアンドホールドします。
2. 指を付けたまま、そのアイテムを削除までドラッグします。次に、指を離し、ホーム画面から削除します。
3. また、手順 1 および 2 に従い、
アプリケーションを画面上部のアンインストールにドラッグすることにより、
ア
プリケーションをアンインストールすることができます。
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ウィジェット
ウィジェットを使用することで、
プレビュー表示を行ったり、
アプリケーションを使用したりすることができます。
ウィジェットをホーム画面に、
アイコンまたはプレビューウィンドウとして配置することができます。
ウィジェット
には、
デフォルトでスマートフォンにインストールされているものもあります。その他のウィジェットは、Google
Play でダウンロードできます。

ウィジェットを追加する
1. ホーム画面をタッチアンドホールドします。
2. ウィジェットにタッチして、利用可能なウィジェットを表示します。
3. アイテムを追加するには、希望のウィジェットを特定のホーム画面にドラッグします。

ウィジェットを削除する
1. アイコンが拡大されるまで、ホーム画面のウィジェットアイコンをタッチアンドホールドします。
2. 指を付けたまま、そのアイテムを削除までドラッグします。次に、指を離し、ホーム画面から削除します。

フォルダー
フォルダーを作成する
アプリケーションアイコンまたはショートカットをドラッグし、他のアプリケーションの上でドロップします。

フォルダーを名称変更する
1. フォルダーにタッチして、開きます。
2. フォルダーのタイトルバー上で、新規フォルダー名を入力します。
3. 完了したら、戻るボタンを押します。

壁紙
壁紙を変更する
1. ホーム画面をタッチアンドホールドします。
2. 壁紙にタッチします。
3. 利用可能なオプションをスクロールし、希望の壁紙を選択します。
4. 壁紙の設定にタッチして、希望の画像をホーム画面の壁紙として設定します。

Cat® S60 スマートフォンユーザーマニュアル
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メディアをスマートフォンに、
またスマートフォンから転送する
メディアデバイス MTP モードに入っているとき、
スマートフォンと PC 間ですべてのお気に入りの音楽およ
び画像を転送できます。
1. USB ケーブルを使って、
スマートフォンを PC に接続します。
2. 下にドラッグして、通知パネルを開きます。USB を充電に使用をタッチします。次に、
ファイル転送にタッ
チして、MTP モードを有効化します。
3. スマートフォンは、ポータブル メディア プレーヤーとして表示され、内部ストレージを表示します。
また、
メモリカードが挿入されている場合、micro SD カードも表示されます。希望のファイルをスマートフォン
にコピーします。
注意:
MAC を使用している場合は、以下からドライバーをダウンロードする必要があります。http://www.android.
com/filetransfer/

機内モードを使用する
一部の場所では、
スマートフォンの無線接続をオフに切り替える必要もあります。スマートフォンの電源をオ
フにする代わりに、機内モードに設定することができます。
1. 電源キーを長押しします。
2. オプションメニューで、機内モードにタッチします。
または、設定アプリケーションを使用して、
もっと見るメニューにアクセスし、機内モードスイッチを右にスラ
イドさせ (
) て、機能を有効化します。
また、ホーム画面から、通知パネルを下に引き、機内モードにアクセスすることができます。
注意：航空機搭乗中はアナウンスおよび客室乗務員の指示に従ってください。
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電話
通話を行うには、いくつか方法があります。番号をダイヤルしたり、連絡先リストの番号を選択したり、Web
ページで、
または、電話番号を含む文書から電話をかけたりすることができます。通話中にかかってきた電
話に応答したり、留守番電話に転送したりすることができます。

電話をかける
電話をかけるには、電話アプリケーションを使用するか、連絡先または呼び出しログから電話番号を選択す
ることができます。
通話中にメニューキーを押してホーム画面に戻り、他の機能を使用することができます。通話画面に戻るに
は、通知バーを下にドラッグし、現在の通話にタッチします。

ダイヤラーを使って電話をかける
1. ホーム画面で、

にタッチします。

にタッチして、
ダイヤラーを表示します。

2. 適切な数字キーにタッチして、電話番号を入力します。
ヒント: スマートフォンがスマートダイヤル機能をサポートしている場合、
ダイヤラーの数字にタッチす
ると、
スマートフォンが自動的に連絡先から検索し、一致する結果を一覧表示します。キーパッドを閉じ
ると、可能性のある一致がさらに表示されます。
3. 数字を入力するか、連絡先を選択した後、

にタッチします。

連絡先から電話をかける
1. ホーム画面から、 > 連絡先 ( ) をタッチして、連絡先リストを表示します。既にダイヤラー内にいる
場合は、 タブにタッチして、連絡先リストを表示します。
2. リストで、呼び出す連絡先にタッチします。
3. 呼び出す連絡先の電話番号をタッチします。

呼び出しログから電話をかける
1.

> 電話 ( ) > タブにタッチします。最新の呼び出しのリストが表示されます。希望の連絡先が見
つからない場合は、通話履歴をすべて表示にタッチして、全ての通話履歴を表示します。

2. リストの連絡先にタッチし、 にタッチして電話をかけます。

Cat® S60 スマートフォンユーザーマニュアル
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呼び出しに応答または拒否する
電話に出ると、着信呼び出し画面が発信者 ID および連絡先に入力された追加情報と共に開きます。
• 呼び出しに応答するには、

にタッチし、右 (

) にドラッグします。

• 呼び出しを拒否するには、 にタッチし、左 (
) にドラッグします。
• 呼び出しを拒否し発信者に直接メッセージを送信するには、 にタッチして上 ( ) にドラッグし、利用
可能なテンプレートメッセージオプションのどれかを選択するか、
カスタム返信を作成...にタッチしてメ
ッセージを作成します。

通話を終了する
通話中に

にタッチして、電話を切ります。

通話中に行うその他の操作
呼び出しを切り替える
既に通話中に新規呼び出しがあった場合、2 つの呼び出しを切り替えることができます。
1. 2 つの通話を行っているとき、画面左下隅の連絡先の名称または電話番号にタッチします。
2. 現在の通話が保留になり、他の呼び出しに接続されます。
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連絡先
連絡先アプリケーションにより、連絡先の電話番号および住所などの情報を保存・管理することができます。
スマートフォンに連絡先情報を保存すると、会話する人物に簡単にアクセスできるようになります。

連絡先アプリケーションを開く方法
新しいスマートフォンを入手し、連絡先を追加していない場合、連絡先には、
スマートフォンへの連絡先の
追加を開始する方法に関するメッセージが表示されます。
アプリケーションを開くには、次のいずれかを行います。
•

にタッチし、次に、連絡先 (
示します。

• ホーム画面の

) にタッチします。全ての連絡先タブにタッチして、連絡先リストを表

にタッチし、次に、 タブにタッチして、連絡先リストを表示します。

連絡先をコピーする
連絡先を、SIM カードまたは内部ストレージからコピーすることができます。
1. 連絡先リストで、 > インポート/エクスポートにタッチします。
2. 次のいずれかを行います。
• 連絡先を SIM カードからインポートするには、以下の手順に従います。
SIM カードの連絡先を管理する >

> 全てインポートにタッチして、全連絡先をインポートします。

• 連絡先を内部ストレージからインポートするには、以下の手順に従います。
.vcf ファイルからインポートにタッチして。連絡先をインポートする場所を選択し、*.vcf ファイルにタ
ッチして、連絡先をインポートします。

連絡先をバックアップする
連絡先を SIM カードまたは内部ストレージに、
コピーすることができます。
1. 連絡先リストで、 > インポート/エクスポートにタッチします。
2. 次のいずれかを行います。
• 連絡先を SIM カードにエクスポートするには、以下の手順に従います。
SIM カードにエクスポートするにタッチして、全連絡先をコピーします。
• 連絡先を内部ストレージにエクスポートするには、以下の手順に従います。
.vcfファイルにエクスポートするにタッチします。連絡先を保存する場所を選択し、保存にタッチします。

連絡先を追加する
1. 連絡先リストで、

にタッチして、新規連絡先を追加します。

2. 連絡先の名称を入力してから、電話番号または住所などの詳細情報を追加します。
3. 完了したら、 にタッチして、連絡先情報を保存します。
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連絡先をお気に入りに追加する
1. お気に入りに追加する連絡先にタッチします。
2. 名称の隣りの

にタッチします。
アイコンが白色 (

) に変わります。

連絡先を検索する
1. 連絡先リストで、

にタッチして、連絡先を検索します。

2. 検索する連絡先の名称を入力します。入力する際、検索ボックスの下に名称と一致する連絡先が表示され
ます。

連絡先を編集する
連絡先に対して保存した情報をいつでも変更することができます。
1. 連絡先リストで、編集する情報の連絡先にタッチします。
にタッチします。

2.

3. 連絡先情報に対して、必要な変更を行ってから、 にタッチします。連絡先情報に対して行った全変更を
キャンセルするには、戻るボタンを押します。

連絡先と通信する
全ての連絡先またはお気に入りタブから、連絡先のデフォルト電話番号に素早く電話をかけたり、
テキストメ
ッセージ (SMS)またはマルチメディアメッセージ (MMS) を送信したりすることができます。また、詳細を開い
て、
その連絡先と通信するすべての方法を表示することができます。
このセクションでは、連絡先リストを表示
するとき、連絡先に通信する方法を説明します。

連絡先と通信する
1. 連絡先リストで、通信する連絡先にタッチします。
2. 連絡先の詳細画面で、次のいずれかを行います。
• 電話番号にタッチして、電話をかけます。
•

にタッチして、
メッセージを送信します。

連絡先を削除する
1. 連絡先リストで、削除する連絡先にタッチします。
2.

> 削除にタッチします。

3. OK にタッチして、連絡先の削除を確認します。
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オンスクリーンキーボードを使用する
キーボードパネルを表示する
テキストを入力するには、
スクリーンキーボードを使用します。
アプリケーションによっては、
自動的にキーボ
ードを開くものもあります。それ以外のアプリケーションは、
テキストフィールドにタッチするとキーボードが
開きます。
キーボードを開くには、
テキストを入力するスペースにタッチします。戻るボタンを押して、
キーボードを非表
示にします。

横向きキーボードを使用する
キーボードが不便であるとか使いにくいとか感じる場合は、
スマートフォンを横向きにしてください。画面に
はキーボードが横向きに表示され、広くなったキーボードレイアウトが利用できます。

キーボード設定をカスタマイズする
1.

> 設定 (

) > 言語と入力にタッチします。

2. 次のいずれかを行います。
• Google 日本語入力にタッチして、Google キーボード設定を構成します。
• Google 音声入力にタッチして、Google 音声入力設定を構成します。

Wi-Fi
スマートフォンで Wi-Fiを使用するには、無線アクセスポイント(ホットスポット) にアクセスする必要がありま
す。Wi-Fi 信号をブロックする障害物があると、信号強度が低下します。

Wi-Fi をオンに切り替え、無線ネットワークに接続する
1.

> 設定 (

) にタッチします。

2. 無線とネットワークで、Wi-Fi にタッチし、
スイッチを右にスライドさせ (

)、機能を有効化します。

3. 検出された Wi-Fi ネットワークのリストが表示されます。接続する Wi-Fi ネットワークを選択します。
4. オープンネットワークを選択すると、
自動的にネットワークに接続されます。安全なネットワークを選択
し初めて接続する場合、パスワードを入力し、接続にタッチします。
注意:
既に使用したことがある安全な無線ネットワークに接続する場合、
スマートフォンを工場出荷時の設定
にリセットしない限り、
または、Wi-Fi パスワードを変更しない限り、再度パスワード入力を求められるこ
とはありません。
ヒント: Wi-Fi 設定画面で、 > ネットワークを追加にタッチして、新しい Wi-Fi ネットワークを追加します。
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SMS および MMS
メッセージングを開く
アプリケーションを開くには、次のいずれかを行います。
• ホーム画面の
•

> メッセージ (

にタッチします。
) にタッチします。

テキストメッセージを作成・送信する
ウィンドウが開きます。
ここで、新規メッセージを作成したり、進行中のメッセージスレッドを開いたりすること
ができます。
1.

にタッチして、新規テキストメッセージやマルチメディアメッセージを開始します。
または、現在のメッセ
ージスレッドにタッチして開きます。

2. 電話番号を宛先フィールドに入力します。電話番号を入力すると、一致する連絡先が表示されます。提案
された宛先にタッチしたり、電話番号の入力を続けることができます。
3. テキストボックスにタッチして、
メッセージ入力を開始します。
メッセージの作成中に戻るボタンを押すと、
メッセージリストに下書きとして保存されます。作成を再開す
るには、
メッセージにタッチします。
4. 完了したら、

にタッチします。

注意:
ウィンドウに応答が表示されます。応答を表示して追加メッセージを送信すると、
メッセージスレッドが作
成されます。

マルチメディアメッセージを作成・送信する
1. メッセージ画面で、

にタッチします。

2. 電話番号を宛先フィールドに入力したり、

にタッチして、電話番号を連絡先リストから追加します。

3. テキストボックスにタッチして、
メッセージ入力を開始します。
4.

> 件名を追加にタッチして、
メッセージの件名を追加します。.

5. 件名を入力します。
スマートフォンは、マルチメディアメッセージモードになっています。
6.

にタッチして、
メッセージに添付するメディアファイルの種類を選択します。

7. 完了したら、
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にタッチします。
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メッセージを開く・返信する
1. メッセージリストで、テキストまたはマルチメディアメッセージスレッドにタッチして開きます。
2. テキストボックスにタッチして、
メッセージを作成します。
3.

にタッチします。

メッセージ設定をカスタマイズする
メッセージリストで、 > 設定にタッチして、
メッセージ設定をカスタマイズします。以下から選択します。
• SMS が有効: デフォルトの SMS アプリケーションを指定します。
• 古いメッセージを削除: 制限に達したとき、古いメッセージを削除するには、チェックボックスにチェック
を入れます。
• テキストメッセージの制限件数: 会話当たりのテキストメッセージの最大制限を設定します。
• マルチメディアメッセージの制限件数: 会話当たりの MMS の最大制限を設定します。
• SIM1/SIM2 の配信レポート: SIMカードから送信した各メッセージに対する配信レポートを要求するには、
チェックボックスにチェックを入れます。
• メッセージテンプレート: メッセージテンプレートを編集します。
• SIM1 カードのメッセージを管理する: SIM1 カードのメッセージを管理します。
• SIM1/SIM2 の SMS 有効期間: SIM カードに対する SMS の有効期間を設定します。
• SMS 署名: SIM カードから送信した各メッセージに対して、
カスタマイズされた署名を含めるには、チェッ
クボックスにチェックを入れます。
• SMS 署名を編集する: 署名を編集します。
• グループメッセージング: 複数の受信者がいるとき、単一メッセージを送信するために MMS を使用する
には、チェックボックスにチェックを入れます。
• 受取確認通知：メッセージの受取確認を要求するには、チェックボックスにチェックを入れます。
• 開封確認レポート: 送信した各メッセージに対する開封確認レポートを要求するには、チェックボックス
にチェックを入れます。
• 自動で取得: 自動的にメッセージを取得するには、チェックボックスにチェックを入れます。
• ローミング時に自動取得: ローミング中に自動的にメッセージを取得するには、チェックボックスにチェ
ックを入れます。
• SIM1/SIM2 の MMS 有効期間: SIM カードに対する MMS の有効期間を設定します。
• 通知:ステータスバー上に新しいメッセージ通知を表示するには、
チェックボックスにチェックを入れます。
• 着信音: 新規メッセージに対する着信音を設定します。
• バイブレーション:新規メッセージに対して、
デバイスを振動させるには、
チェックボックスにチェックを入れ
ます。
• SIM1/SIM2 の SMSC 番号を設定する: SIM カードに対する SMSC 番号設定します。
• WAPPUSHサービスを有効にする:サービスメッセージの受信を有効化するには、
チェックボックスにチェッ
クを入れます。

Cat® S60 スマートフォンユーザーマニュアル
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Bluetooth
S60には Bluetooth 機能が搭載されており、他の Bluetooth デバイスと無線接続を確立し、友人とファイルを
共有したり、Bluetooth ヘッドセットを使ってハンズフリー通話を行ったり、
スマートフォンの写真を PC に転
送したりすることができます。
Bluetooth を使用している場合は、他の Bluetooth デバイスから 10 メートル以上離れるようにしてください。
壁または他の電子機器などの障害物が、Bluetooth 接続を妨害しないように注意してください。

Bluetooth をオンに切り替える
1.

> 設定 (

) にタッチします。

2. 無線とネットワークで、Bluetooth にタッチし、
スイッチを右にスライドさせ (
)、機能を有効化します。
Bluetooth がオンになっているとき、Bluetooth アイコンが、通知バーに表示されます。

Bluetooth デバイスをペアリング・接続する
Bluetooth により、以下を行うことができます。
• ハンズフリー Bluetooth デバイスを使用すること。
• モノラルおよびステレオ Bluetooth ヘッドセットを使用すること。
• Bluetooth ヘッドセットを通して再生する内容をリモートで制御すること。
Bluetoothを使用する前に、次のように、
スマートフォンを別のBluetoothデバイスとペアリングする必要があり
ます。
1. スマートフォンの Bluetooth 機能が有効であることを確認します。
2. スマートフォンが、範囲内の Bluetooth デバイスを検索します (または、 > 更新にタッチします)。
3. スマートフォンとペアリングするデバイスにタッチします。
4. 画面上の指示に従い、接続を完了します。
注意:
ペアリングが完了すると、Bluetooth デバイスに再接続するとき、パスワードの入力は必要ありません。

Bluetooth を介してファイルを送信する
Bluetooth を使えば、画像、動画、音楽ファイルを友人や家族と共有することができます。
Bluetooth を介してファイルを送信するには、以下の手順に従います。
1. 送信するファイルにタッチします。
2.
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> Bluetooth にタッチし、ペアリングされたデバイスを選択します。
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Bluetooth デバイスを切断またはペアリング解除する
> 設定 (

1.

) にタッチします。

2. 無線とネットワークで、Bluetooth にタッチします。
3. 接続されたデバイスのオプションで、

にタッチし、削除にタッチして、切断を確認します。

写真の撮影・動画の録画を行う
カメラを開く
アプリケーションを開くには、次のいずれかを行います。
• ホーム画面の
> カメラ (

•

にタッチします。
) にタッチします。

戻るボタンまたはメニューキーを押して、
カメラを閉じます。

写真を撮影する
1.

> カメラ ( ) にタッチします。
デフォルトでは、
カメラモードになっています。そうなっていない場合は、
ドに切り替えます。

にタッチして、
カメラモー

注意:
フロントカメラと 13MP カメラの間を切り替えるには、それぞれ、

および

にタッチします。

2. 写真キャプチャ画面内で、写真を構成します。
• 画面にタッチして、画面の特定の領域に焦点を合わせます。
• ピンチして、被写体にズームイン/ズームアウトします。
•
3.

にタッチして、
カメラ設定を変更します。
にタッチして、写真を撮影します。

注意:
カメラアプリが起動しているとき、および 音量 (上/下) キーを押して、写真を撮影することができます。

写真を表示する
写真を表示するには、以下の指示に従います。
• カメラビューが起動しているとき、 キーの隣りの最近撮影された写真のサムネイルにタッチします。
注意:
カメラビューに戻るには、戻るボタンを押すか、再度、キャプチャ画面が表示されるまでスワイプします。
•

> フォト (

) にタッチして、すべての写真と動画を表示します。

Cat® S60 スマートフォンユーザーマニュアル
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写真を編集・共有する
写真を閲覧しているとき、次のオプションが利用可能になります。
• 編集:

にタッチし、利用可能な幅広いオプションを使って写真を編集します。

• 共有:

にタッチし、デバイスで利用可能な様々なアプリケーションを通して、写真を共有します。

• 削除:

にタッチし、不要になった写真を削除します。

動画を撮影する
1.
2.

> カメラ (

) にタッチします。

にタッチし、

を選択して、動画モードに切り替えます。

注意:
フロントカメラと 13MP カメラの間を切り替えるには、それぞれ、
3.

および

にタッチします。

にタッチして、録画を開始します。

4. 録画中に、次のいずれかを行います。
• ピンチして、被写体にズームイン/ズームアウトします。
•
にタッチして、録画を一時停止します。再開するには、 にタッチします。
• 画面にタッチして、写真を撮影します。
5.

にタッチして、録画を停止します。

動画を表示する
動画を録画した後、
を再生します。

の隣りの最近録画した動画のサムネイルにタッチします。

にタッチして、動画

パノラマ写真を撮影する
1.

> カメラ (

) にタッチします。

2.

にタッチし、

を選択してパノラマモードに切り替えます。

3.

にタッチして、写真の撮影を開始します。

4. 方向を決定します。次にゆっくりとデバイスを希望の向き (左または右) に動かします。
5. 撮影ガイドを終点に到達すると、撮影が終了します。手動で撮影を停止するには、
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にタッチします。

フォトを使用する
フォトアプリケーションは、
スマートフォンまたはメモリカードに保存された画像や動画を自動的に検索す
ることができます。アルバム/フォルダーを選択し、
スライドショーとして再生したり、他のアプリケーション
と共有するためのアイテムを選択したりします。

フォトを開く
> フォト ( ) にタッチして、
アプリケーションを開きます。フォトアプリケーションは、保存場所ごとに、
画像および動画を分類し、
これらのファイルをフォルダーに格納します。フォルダーにタッチして、内部の画
像または動画を表示します。

写真を表示する
1. 表示する画像を含むフォルダーにタッチします。
2. 画像にタッチして、全画面表示モードで表示します。画像を全画面表示モードで表示しているとき、画像の
左または右をフリックして、前の画像または次の画像を表示します。
3. 画像でズームインするには、
ズームインする画面の位置で、2 本の指がそれぞれ離れるように動かします。
ズームモードで、指を上または下、および、左または右にスワイプします。
ヒント: 画像ビュワーは、
自動回転機能をサポートします。スマートフォンを回転すると、画像がその回転に
適応します。

写真内の画像をトリミングする
1. 画像を表示中に、 >

にタッチします。

2. トリミングにタッチし、
トリミングツールを使って、
トリミングする画像の一部を選択します。
• トリミングツールの内側からドラッグして、選択した画像を移動します。
• トリミングツールのエッジまたはコーナーをドラッグして、画像をサイズ変更します。
3.

> 保存にタッチして、
トリミングされた画像を保存します。
• 変更を破棄するには、戻るボタンを押し、破棄にタッチします。

ヒント: また、 > 破棄にタッチすることにより、変更を破棄することができます。

Cat® S60 スマートフォンユーザーマニュアル
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赤外線カメラを使用する
注意:
Cat S60 により表示される温度は、常に、計算された推定値であり、実際の測定値として考えることはできま
せん。
表示される温度は、多くの要因、特に観測する物体の放射率および物体までの距離により影響を受けま
す。温度は、時刻、天候条件、目的の物体に反射する可能性のある近傍の高温または低温の物体により、影
響をうける恐れがあります。

赤外線カメラを開く
アプリケーションを開くには、次のいずれかを行います。
• ホーム画面の
•

にタッチします。

> MyFLIR (

) にタッチします。

戻るボタンまたはメニューキーを押して、
カメラを閉じます。

写真を撮影する
1.

> MyFLIR (

) にタッチします。

デフォルトでは、写真モードになっています。そうなっていない場合は、
て、写真モードに切り替えます。

にタッチして、 を選択し

2. 写真キャプチャ画面内で、写真を構成します。
•

にタッチして、
カラーパレットを変更します。

•

にタッチして、
カメラ設定を変更します。

•

にタッチして、
スポットメーターモードを追加します。

•
3.

にタッチして、手動で画像を構成します。
にタッチして、写真を撮影します。

動画を撮影する
) にタッチします。

1.

> MyFLIR (

2.

にタッチし、 を選択し、動画モードに切り替えます。

3.

にタッチして、録画を開始します。撮影を停止するには、 にタッチします。

パノラマ写真を撮影する
) にタッチします。

1.

> MyFLIR (

2.

にタッチし、 を選択し、パノラマモードに切り替えます。

3.

にタッチして、写真の撮影を開始します。

4. 方向を決定します。次にゆっくりとデバイスを希望の向き (左または右) に動かします。
5. 撮影ガイドを終点に到達すると、撮影が終了します。手動で撮影を停止するには、 にタッチします。
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コマ撮り動画を作成する
) にタッチします。

1.

> MyFLIR (

2.

にタッチし、 を選択して、
コマ撮りモードに切り替えます。

3.

にタッチし、
コマ撮り設定メニューを開きます。次に、必要な設定を行います。

4.

にタッチして、録画を開始します。撮影を停止するには、 にタッチします。

撮影した写真または動画を表示する
最後に撮影した写真または動画を開くには、画面の右下隅のサムネイル画像にタッチします。
•
にタッチして、
ライブラリビューに切り替えます。
• 左/右にスワイプして、前/後のファイルを表示します。
•

にタッチして、動画を再生します。

•

にタッチして、写真を編集します。次に、 にタッチして、
スポットメーターモードを変更する、
また
は、 にタッチして、
カラーパレットを変更します。完了後、 にタッチして、変更を保存します。

•

にタッチし、デバイスで利用可能な様々なアプリケーションを通して、選択されたファイルを共有しま
す。

•

にタッチして、選択されたファイルを削除します。次に、OK にタッチして、削除を確認します。

•

にタッチして、
日付、時刻、
カラーパレット、温度、放射率および場所などの記録されたファイルに関す
る詳細情報を表示します。

•

にタッチして、画像を表示・編集するために使用できる FLIR ツールを起動します。このアプリケーシ
ョンがインストールされていない場合、Google Play ストアが開き、FLIR ツールモバイルアプリケーション
をダウンロードすることができます。

（FLIRツールではライブストリーミング機能は対応していません。MyFLIRアプリをご使用ください。）

チューニング
カメラには、内部にメカニカルシャッターが内蔵されており、定期的に有効化され、校正をしたり、画像を
更新したりすることができます。
シャッターが有効化されるとき、画像は、短期間フリーズします。
シャッターの目的は、改善された画像を提供できるようにすることです。S60 は、定期的かつ自動的にチュ
ーニング操作を行います。スポットメーターがオンに切り替わると、チューニングがより頻繁に発生するこ
とに注意してください。

Cat® S60 スマートフォンユーザーマニュアル
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音楽を聴く
PC から micro SD カードまたはスマートフォンのメモリに音楽ファイルを転送し、
スマートフォンで音楽を
聴くことができます。

音楽を micro SD カードにコピーする
1. USB ケーブルを使ってスマートフォンを PC に 接続し、micro SD カードをマウントします。
（通知パネルの
USBを充電に使用をタッチし、
ファイル転送を選択します。）
2. PC で、USB ドライブに移動し micro SDカードを開きます。
3. micro SD カードのルートディレクトリにフォルダー (例えば、音楽) を作成します。
4. PC から作成したフォルダーに、音楽をコピーします。
5. 音楽をコピーした後、
ドライブをマウント解除するかイジェクトし、
スマートフォンを PC から安全に取り
外します。

Google Play Music を開く
メディアライブラリを表示するには、 > Google Play Music ( ) > にタッチし、画面の左上の音楽
カテゴリ選択ボックス
> 音楽ライブラリにタッチします。5 つのタブ (プレイリスト、ジャンル、
アーティ
スト、
アルバムおよび曲) が含まれます。

音楽を再生する
1. 音楽ライブラリ画面で、
カテゴリにタッチします。
2. 再生する曲にタッチします。
ヒント: 音楽を視聴中、戻るボタンを押して、別のアプリケーションを使用します。音楽の再生は継続します。
音楽コントロールに戻るには、通知パネルを開いてから、曲にタッチします。

音楽をプレイリストに追加する
1. 音楽ライブラリ画面で、
カテゴリにタッチします。
2.プレイリストに追加する曲の隣りの にタッチします。オプションメニューでプレイリストに追加にタッチし
ます。
3. プレイリストを選択するか、新しいプレイリストにタッチして、曲を現在のプレイリストに追加します。

プレイリストを再生する
1. 音楽ライブラリ画面で、
プレイリストにタッチします。
2. アクセスするプレイリストにタッチします。
3. 再生する曲にタッチします。
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FM ラジオを聴く
FMラジオでは、
スマートフォンでFM放送を聴くことができます。アプリケーションを開く前に、ヘッドセットを
スマートフォンのオーディオジャックに接続します。
> FM ラジオ (

) にタッチして、
アプリケーションを起動します。

FM ラジオをチューニングする
注意:
すべてのお気に入りの放送局を選択するには、地域の周波数帯が正しく設定されていることを確認する必
要があります。地域を変更するには、 > 設定 > 地域バンドにタッチし、
リストをスクロールして、お住まい
の地域を選択します。
次のオプションから選択します。
• 視聴するラジオ局を選択するには、 または

にタッチします。

• 手動で周波数をチューニングするには、チューニングホイールをスクロールしてラジオ局を選択します。
• 現在視聴しているラジオ局をお気に入りリストに追加するには、(画面の下部にある) をタッチアンドホ
ールドします。現在視聴しているラジオ局が、お気に入りリストバーに表示されます。
• FM を消音するには、

にタッチします。

• 利用可能な全チャンネルをスキャンするには、 > スキャン > All Stationsにタッチします。スキャン
を完了したら、 > 全てのチャンネルにタッチします。
• ラジオをオフに切り替えるには、 にタッチし、戻るボタンを押して、
アプリケーションを終了します。

FM ラジオを録音する
ラジオを録音するには、以下を行います。
• 録音を開始するには、

にタッチするか、 > 記録を開始するにタッチします。

• 録音を停止するには、 にタッチするか、 > 記録を停止するにタッチします。録音されたファイルは、
自動的に保存されます。

Cat® S60 スマートフォンユーザーマニュアル
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Google サービス
Gmail™、Google™ Calendar、および、その他の Google Apps™ を使用するには、Googleアカウントにサインイン
しなければなりません。また、Google Play™でアプリケーションをダウンロードするときにも、Googleアカウン
トにサインインするように求められます。

Google アカウントを取得する
セットアップ中に Google アカウントを作成していない場合は、下記の手順で作成することができます。
1.

> 設定 (

) にタッチします。

2. アカウント > アカウントを追加にタッチします。
3. Google にタッチして、Google アカウントを作成し、画面上の指示に従います。

Gmail を使用する
初めてスマートフォンを設定するとき、現在の Gmail アカウントを使用するか、新規アカウントを作成するに
は、
スマートフォンを構成する必要があります。初めてスマートフォンでGmailアプリケーションを開くと、受信
トレイにWeb の Gmail アカウントからのメッセージが届いています。

Gmail を開く
> Gmail( ) にタッチします。受信トレイのメールリストが表示されます。スマートフォンへの保存を
決定したメールは、受信トレイフォルダーに入ります。

アカウント間を切り替える
別のメールアカウントに切り替えるには、
画面の左上のアカウント選択ボックスにタッチし、
表示するアカウン
トにタッチします。

メールを作成・送信する
1. 受信トレイ画面で、

にタッチします。

2. メッセージ受信者のメールアドレスを宛先フィールドに入力します。
• メールを複数の受信者に送信する場合は、
メールアドレスをコンマで区切ります。
• CCまたはBCCを他の受信者に送信する場合は、 にタッチして、Cc/Bccの追加フィールドを表示しま
す。
3. メールの件名を入力し、
メッセージを作成します。
画像を添付する場合は、
4. メールを作成した後、
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にタッチして、添付する画像を選択します。

にタッチします。
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メールに返信または転送する
1. 受信トレイ画面で、返信または転送するメールにタッチします。
2. 返信 (

)、全員に返信l (

> 全員に返信)、
または転送 (

> 転送) にタッチします。

3. 次のいずれかを行います。
• 返信または全員に返信を選択した場合は、
メッセージを入力します。
• 転送を選択した場合は、
メッセージの受信者を指定し、転送するメッセージに含める追加テキストを入
力します。
4.

にタッチします。

メールを検索する
1. 受信トレイ画面で、

にタッチします。

2. ボックスに検索キーワードを入力し、

にタッチします。

Gmail 設定をカスタマイズする
1. フォルダーカテゴリ画面で、

> 設定にタッチして、
メッセージ設定をカスタマイズします。

2. 全般設定またはメールアカウントを選択します。
3. オプションにタッチして、必要な設定を変更します。

Cat® S60 スマートフォンユーザーマニュアル
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Google Maps™
Google Maps を使えば現在位置を確認したり、
リアルタイムの交通状況を表示したり (お住まいの地域の利
用可能状況によります)、人工衛星、交通量、
またはその他の種類のマップに基づきさまざまな目的地へ行く
詳細な方法を得ることができます。

位置情報を有効にする
マップを開いて場所を見つけたり目的の場所を検索する前に、
位置情報を有効にし、位置情報モードを設定
しなければなりません。
1.

> 設定 (

) にタッチします。

2. 位置情報にタッチします。
3. 位置情報スイッチを右にスライドさせ (

)、機能を有効化します。

4. モードにタッチして、関連するオプションを選択します。
注意:
ナビゲーション機能を使用するには、
モード機能を高精度に設定しなければなりません。

マップを開く
> マップ (

) にタッチして、
アプリケーションを開きます。

行先を検索する
1. マップの表示中に、画面上部の検索ボックスに検索する場所を入力し、 にタッチします。
注意:
また、提案リストから 1 つのオプションを選択することもできます。
2. 検索結果が表示されます。マーカー ( ) にタッチすると、場所の名前が表示されます。
3.

にタッチして、マップの上に現在位置を表示します。

行き方を知る
1. マップの表示中に、

にタッチします。

2. 車、公共交通機関、
または行き方のアイコンにタッチします。
3. 、現在位置から行先までの最短経路が自動的に表示されます。
注意:
手動で現在位置および/または行先を入力した場合、現在位置または行先にタッチして、関連情報を入
力してください。
4.

にタッチします。

注意:
にタッチして、現在位置および行先に切り替え、経路方向を共有し、マップ上に交通情報および/または
衛星画像を表示し、経路オプションを構成します。

28

Cat® S60 スマートフォンユーザーマニュアル

Google Play ストアを使用する
Play ストアは、
アプケーションおよびゲームに直接アクセスします。
これにより、
スマートフォンにダウンロ
ード・インストールすることができます。

Google Play ストアを開く
1.

> Play ストア (

) にタッチします。

2. 初めて、Play ストアを開くとき、概要ページが表示されます。開始するにタッチして、続行します。

アプリケーションを検索する
Play ストアホーム画面には、
アプリケーションを検索するための方法が以下のように、いくつかあります。
• カテゴリごとのアプリケーションのリスト:希望するカテゴリにタッチし、下にスクロールして隠れていた
アプリを表示します。
• 検索機能: ボックスに検索キーワードを入力し、
インストール済アプリケーションを表示するには、

にタッチします。
> マイアプリ＆ゲームにタッチします。

アプリケーションをインストールする
1.

> Play ストア (

) にタッチします。

2. カテゴリにタッチし、
ダウンロードするアイテムにタッチします。
全体的な評価、ユーザーのコメントを含むアプリケーションに関する詳細を読みます。開発者情報セクシ
ョンまで下にスクロールすると、同じ開発者からの他のアプリケーション、
または開発者のWebサイトへの
リンクが表示されます。
3.アイテムをインストールするには、
インストールにタッチします。画面が必要な権限を表示するように切り替
わったら、承諾にタッチします。
注意:
ダウンロードの進捗状況を確認するには、通知パネルを開きます。インストールにかかる時間は、
アプリケ
ーションのサイズおよびデータ接続速度によって決まります。

アプリケーションをアンインストールする
1. Play ストアホーム画面上で、

> マイアプリにタッチします。

2. アンインストールするアプリケーションにタッチし、
アンインストールにタッチします。
3. 確認画面が表示されたら、OK にタッチしてスマートフォンからアプリケーションを削除します。
注意:
また、
アプリケーションは、設定 ( ) >アプリにタッチすることにより管理することができます。
または、
アプリ
上に指を保持し、次に、画面上部のアンインストールオプションにドラッグすることにより、直接、
アンインスト
ールすることができます。
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情報を同期する
スマートフォンの一部のアプリケーション(例えば、Gmail) はコンピュータに追加、表示および編集できる同じ
個人情報にアクセスできます。Web のこれらのアプリケーションで、情報を追加、変更または削除した場合、
更新された情報がスマートフォンに表示されます。
これにより、無線データ同期が可能になります。処理はバックグランドで行われ、
スマートフォンの使用を妨
げません。スマートフォンの同期中、データ同期アイコンが通知バーに表示されます。

アカウントを管理する
スマートフォンにインストールされたアプリケーションに応じて、
スマートフォンの連絡先、
メールアドレスお
よびその他の情報を複数の Google アカウントまたは他のアカウントと同期させることができます。
例えば、個人用 Google アカウントを追加することにより、個人用のメールアドレス、連絡先およびカレンダ
ーが常に利用可能になります。仕事用のアカウントを追加することもできるため、仕事関連のメールアド
レス、連絡先およびカレンダーの入力が便利になります。

アカウントを追加する
1.

> 設定(

) にタッチします。

2. アカウント > アカウントの追加にタッチします。画面に、現在の同期設定と現在のアカウントのリストが表
示されます。
注意:
場合によっては、ネットワーク管理者サポートからアカウント詳細の取得が必要となることがあります。
例えば、
アカウントのドメインまたはサーバーアドレスを知る必要があるかもしれません。
3. 追加するアカウントの種類にタッチします。
4.画面の手順に従い、
アカウントに関する必須および任意の情報を入力します。ほとんどのアカウントはユー
ザー名とパスワードを必要としますが、詳細は接続しているサービスのアカウントの種類と構成によって
決まります。
5.アカウントを構成します。
アカウントの種類によっては、
スマートフォンに同期するデータの種類を構成した
り、
アカウントを命名したり、他の情報を求められたりする場合があります。完了したら、
アカウントはアカウ
ント設定画面のリストに追加されます。

アカウントを削除する
スマートフォンからメールアドレス、
連絡先、
設定などを含め、
アカウントおよびそれに関連するすべての関連
情報を削除することができます。
しかし、初めてスマートフォンにサインインしたときのアカウントなど、一部
のアカウントは削除できません。特定のアカウントを削除しようとすると、
それに関連する全ての個人情報が
削除されることにご注意ください。
1. アカウント設定画面で、
アカウントの種類にタッチします。
2. 削除するアカウントにタッチします。
3.

> アカウントの削除にタッチします。

4. アカウントの削除にタッチし、
アカウントの削除を確認します。
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アカウントの同期をカスタマイズする
スマートフォンの全アプリケーションに対して、
バックグランドデータの使用および同期オプションを構成する
ことができます。また、各アカウントに対して、
どの種類のデータを同期するかを構成することもできます。連
絡先および Gmail などの一部のアプリケーションは、複数のアプリケーションからのデータを同期することが
できます。カレンダーなど他のアプリケーションは、
スマートフォンで最初にサインインしたGoogleアカウント
からのデータ、
または、
このアプリケーションに特に関連するアカウントからのデータにのみ同期することがで
きます。一部のアカウントの場合、同期は双方向であり、
スマートフォンの情報に行った変更はWebのその情
報のコピーに反映されます。
アカウントには、一方向の同期のみをサポートするものもあります。
スマートフォ
ンの情報は、読み取り専用です。

アカウントの同期設定を変更する
1. アカウント設定画面で、
アカウントの種類にタッチします。
2.その同期設定を変更したいアカウントにタッチします。データおよび同期画面が開き、
アカウントを同期で
きる情報の種類のリストが表示されます。
3. それぞれのデータスイッチを右にスライドさせることにより (
)、項目の継続的な同期を有効化します。
データの自動同期を無効化するには、それぞれのデータスイッチを左にスライドさせます (
)。

他のアプリケーションを使用する
カレンダーを使用する
カレンダーを使用すると、
イベント、会議および約束を作成・管理することができます。同期設定によっては、
スマートフォンのカレンダーがWeb のカレンダーに同期され続ける場合があります。

カレンダーを開く
> カレンダー( ) にタッチして、
アプリケーションを開きます。
定オプションを表示します。

にタッチして、様々なビューおよび設

イベントを作成する
1. カレンダービューで、

> にタッチして、予定の追加を開始します。

2. 予定のタイトル、場所、
または、連絡先を入力します。
• 開始および終了日時ラインにタッチし、イベントの対応する日付と期間を選択します。
• 誕生日または1日の予定などの特殊なケースの場合は、終日スイッチを右にスライドさせ (
を有効化します。

)、機能

3. 適切なタイムゾーンを選択します。
4. 予定の繰り返しを指定します。
5. 予定のリマインダ時刻を設定し、ゲストを招待し、
カラーを設定し、
メモまたは添付ファイルを追加しま
す。
6. 全ての設定が完了したら、保存にタッチします。
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予定リマインダを設定する
1. カレンダービューで、詳細または予定概要を表示する予定にタッチします。
2.

にタッチして、予定の編集を開始します。

3. リマインダセクション ( ) にタッチして、
リマインダを必要とする予定までの時刻を設定します。その時
間になると、予定に関する通知が届きます。
注意:
通知無しにタッチすると、そのイベントのリマインダが削除されます。
4. 保存にタッチして、変更を保存します。

アラームを使用する
新しいアラームを設定したり、現在のアラームを変更したりすることができます。

アラームを開く
> 時計( ) >
にタッチして、
スマートフォンアラームを使用します。現在のアラーム詳細リストはこ
こに表示されます。

アラームを追加する
1. アラームリスト画面で、

にタッチして、
アラームを追加します。

2. アラームを設定するには、以下を行います。
• 時間および分を設定し、OK にタッチします。
• 繰り返しモードを設定するには、繰り返しチェックボックスにチェックを入れます。1つ以上のオプション
にタッチします。
• 着信音を設定するには、

にタッチします。オプションにタッチし、OK にタッチします。

• アラームが鳴る時、バイブレーションさせるには、バイブレーションチェックボックスにタッチします。
• アラームラベルを追加するには、
ラベル にタッチします。ラベルに入力し、OK にタッチします。
注意:
デフォルトで、
アラームは自動的にアクティブ化されます。

電卓
S60 には、標準および詳細モードの電卓が装備されています。

電卓を開く
> 電卓(

) にタッチして、
アプリケーションを開きます。

詳細電卓モードにアクセスするには、
スマートフォンを横向きモードに切り替えます。自動回転が有効である
ことを確認します (参照: 表示を設定する)。
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Speaker Dry アプリケーションを使用する
通常、
ご利用のスマートフォンは、完全に水に浸漬した後、完全に乾燥し、サウンド機能を復元するには、最
大 24 時間かかる場合があります。Speaker Dry アプリケーションを使用することにより、様々な周波数で振
動させ、
スピーカーの乾燥処理をスピードアップします。
1.

> Speaker Dry(

) にタッチして、
アプリケーションを開きます。

2. 2 分、6 分、
または、10 分の間から、乾燥サイクルの期間を選択します。
3. START にタッチして、乾燥サイクルを開始します。
注意:
スピーカーの乾燥を促進するため、乾燥サイクル中は、必ず、音量を最大レベルに設定してください。
4. 乾燥サイクルが完了する (100%) まで待機します。次に、YES にタッチして、続行します。
5. スマートフォンのサウンドが十分に改善されない場合は、別のサイクルで手順 2 〜 4 を繰り返してくださ
い。

スマートフォンを管理する
スマートフォンを構成するには、

> 設定(

) にタッチします。

日付および時刻を設定する
初めてスマートフォンを起動するとき、
ネットワークにより提供される時間を使って、
自動的に時刻および日付
を更新するかどうかを尋ねられます。
注意:
自動的にネットワークにより提供される時間を使用する場合、
日付、時刻およびタイムゾーンを設定できま
せん。
1. 設定画面で、
日付と時刻にタッチします。
2. 日付と時刻の自動設定スイッチを左にスライドさせ (
3. タイムゾーンの自動設定スイッチを左にスライドさせ (

)、機能を無効化します。
)、機能を無効化します。

4. 日付設定にタッチします。日付設定画面で、希望の日付にタッチし、設定が完了したらOK にタッチしま
す。
5. 時刻設定にタッチします。時刻設定画面で時または分フィールドにタッチし、ポインターを上または下に
動かして時刻を設定します。設定が完了したらOK にタッチします。
6.タイムゾーンの選択にタッチし、
リストから希望のタイムゾーンを選択します。
リストをスクロールして、隠れ
ているタイムゾーンを表示します。
7. 24 時間表示を有効化または無効化して、24 時間または 12 時間表示を切り替えます。
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表示を設定する
画面の輝度を調整する
1. 設定画面で、
ディスプレイ > 明るさのレベルにタッチします。
2. スライダーを左にドラッグすると画面は暗くなり、右にドラッグすると画面は明るくなります。
3. スライダーから指を離すと、
自動的に設定が保存されます。
注意:
明るさの自動調節スイッチを右にスライドさせ (
ます。

) を周囲光に応じて、
自動的に画面の輝度を調整させ

画面の自動回転
端末が回転したときにタッチし、設定を画面のコンテンツを回転するに設定し、
スマートフォンを横向きと縦
向きの間で回転させるとき、表示を回転します。

画面をオフに切り替えるまでの時間を調整する
スマートフォンがある期間アイドルになっている場合、バッテリー電力を節約するため画面をオフに切り替え
ます。アイドル時間を長くまたは短く設定するには、以下を行います。
1. 設定画面で、
ディスプレイ > スリープにタッチします。
2. 画面をオフする時間を選択します。

スマートフォンの着信音を設定する
サイレントモードをオンに切り替える
1. 電源キーを長押しします。
2. にタッチして、サイレントモードを有効化します。メディアおよびアラームを除く、すべてのサウンドが消
音になります。

着信音の音量を調整する
ホーム画面または任意のアプリケーション画面 (通話中あるいは音楽または動画を再生しているときを除
く) で、着信音の音量を調整することができます。音量 (上/下) キーを押し、着信音の音量を希望のレベル
に調整します。また、設定画面で着信音の音量を調整することもできます。
1. 設定画面で、音と通知にタッチします。
2. 着信音の音量で、
スライダーをドラッグして音量レベルを調整します。

スマートフォンの着信音を変更する
1. 設定画面で、音と通知にタッチします。
2. 着信音にタッチします。
3. 使用する着信音を選択します。
4. OK にタッチします。
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着信呼び出し用に、
スマートフォンをバイブレーションするよう設定する
設定画面で、音と通知にタッチし、着信時もバイブレーションONスイッチを右にスライドさせ (
にスマートフォンをバイブレーションさせます。

)、着信時

注意:
また、音量 (下) キーを使って、
これを有効化することができます。

プログラマブルキーを構成する
プログラマブルキーを押したとき、
さまざまな機能を実行するように、機能を割り当てることができます。1
ページを参照してください。
1. 設定画面で、
プログラマブルキーにタッチします。
2. ボタンの押下方法を選択します。リストから、
プログラマブルキーに割り当てるアクションにタッチします。
3. OK にタッチします。

ユーザーガイドおよびオプションを使用する
デバイスの使用方法に関するチュートリアルを表示し、画面を復帰させためのメニューキーを割り当て、
ま
たは、警告アニメーションを有効化します。
1. 設定画面で、S60ヘルプアニメーションにタッチします。
2. S60 の紹介にタッチし、希望のトピックを選択し、視覚的なガイドを表示します。
3. 警告アニメーションを有効化するには、以下を行います。
• 防水メッセージスイッチを右にスライドさせ (
)、
この機能を有効化します。有効にすると、
カバーを
開くたびに、画面上に防水警告アニメーションが表示されます。
• 水センサーメッセージスイッチを右にスライドさせ (
)、
この機能を有効化します。有効にすると、デ
バイスが最大深さを超えるとき、画面上に警告メッセージが表示されます。ロックダウンスイッチの
説明 (1 ページ) を参照してください。

スマートフォンのサービスを設定する
データローミングをオンに切り替える
1. 設定画面上で、
もっと見る > モバイルネットワークにタッチし、データローミング機能を適用する SIM カー
ドを選択します。
2. データローミングスイッチを右にスライドさせ (

)、データローミング機能を有効化します。

注意:
ローミング中にデータサービスにアクセスすると、かなりの追加料金が発生する場合があります。データロ
ーミング料金については、ネットワークサービスプロバイダに確認してください。
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データサービスを無効化する
設定画面上で、
データ使用量にタッチし、
モバイルデータスイッチを左にスライドさせ (
ス機能を無効化します。

)、データサービ

スマートフォンを保護する
SIM カードの PIN を有効化する
1. 設定画面で、
セキュリティ > SIM カードロック設定にタッチします。
2. PIN ロック機能を適用する SIM カードを選択します。
3. SIM カードをロックスイッチを右にスライドさせ (

)、機能を有効化します。

4. SIM カードの PIN を入力し、OK にタッチします。
SIM カードの PIN を変更するには、SIM PIN の変更にタッチします。
注意:
スマートフォンから、緊急電話番号にいつでも電話をかけることができます。

画面ロックを使って、
スマートフォンを保護する
データをより安全に保護するには、
スマートフォンがスリープモードから復帰するたびに、画面をロックする
か、画面ロック解除パターンを要求するようにします。
1. 設定画面で、
セキュリティ > 画面ロックにタッチします。
2. 利用可能なオプションのいずれかを選択します。
• スワイプ: ロックアイコンにスワイプして、
スマートフォンをロック解除します。
• パターン: 画面の正しいロック解除パターンをトレースして、
スマートフォンをロック解除します。
• PIN: PIN 番号を入力し、
スマートフォンをロック解除します。
• パスワード: パスワードを入力し、
スマートフォンをロック解除します。
3. 選択した方法の画面上の指示に従って、設定を完了します。

NFC を使用する
NFC対応のデバイスが 2 台あって、両方のデバイスが触れ合うか、数センチほどしか離れていない場合、NFC
ではそのデバイス間でデータを交換することができます。

NFC 機能を有効化する
1. 設定画面で、
もっと見るにタッチします。
2. NFC スイッチを右にスライドさせ (
)、機能を有効化します。
Android ビーム 機能も自動的にオンに切り替わります。
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NFC を介してコンテンツを共有する
1. NFC および Android ビーム機能を有効にします。
2. 共有するコンテンツを開きます。Web サイトのコンテンツ、YouTube 動画、連絡先などを共有することが
できます。
3. 両方のデバイスの背面を互いに合わせて、画面にタッチします。アプリケーションでは、何を共有するか
を決定します。

G
THERMAL IMAGIN
5m
2m

OOF
5m WATERPR

5m
2m

SOS キーを使用する
SOS ボタンカバーを開き、以下の図のように、SOS ボタンを 1.5 秒間押し続けます。

SOS

工場出荷時の設定では、SOS キーにより、現在位置を含むあらかじめ設定された SMS メッセージを最大 3
つのあらかじめ設定された連絡先に、Location Alertアプリを通して送信することができます。
現在位置情報は、
スマートフォンにより取得され、指定したメッセージ受信者に対してのみ送信されます。
位置情報の精度、SMS を送信する能力は、ネットワークの状態により異なります。
また、携帯電話の利用範
囲外の領域では、
この機能は使用できません。また、位置情報機能 (設定 > 位置情報) を有効化し、
ロケーシ
ョンアラートチェックボックスにチェックを入れていることを確認しなければなりません (設定 > SOS キー)。
セキュリティ上の理由により、
この機能を動作させるため、本機をロック解除する必要があります。危険な
領域において、
この機能を使用する場合、長くロック解除されたままになるよう、長い表示スリープ時間を
設定する (設定 > ディスプレイ > スリープ) ことを推奨します。
または、一時的に画面ロックを無効化すること
ができます (設定 > セキュリティ > 画面ロック)。

Cat® S60 スマートフォンユーザーマニュアル
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Location Alert を開く
アプリケーションを開くには、次のいずれかを行います。
• SOS ボタンを 1.5 秒間押します。
•

> Location Alert (

) にタッチします。

設定を行う
1.

> Location Alert (

) にタッチします。

2. Location Alert を開くと、免責事項ページが表示されます。OK にタッチして、続行します。
3. SETTINGSを選択して、設定を行います。:
• Message Content フィールドにタッチし、Edit Message ポップアップで、受信者に送信するメ
ッセージを編集し、OK にタッチします。
ご注意：SMSを用いて、予め登録した相手に位置情報を含めたメッセージを送信します。
Message Content と位置情報の文字数の合計が、通信事業者の制限を超えた場合は送信できませ
ん。
文字数の制限についてはご契約の通信事業者へお問い合わせください。
• ADD NEW CONTACTにタッチして、新規連絡先を登録します。名前および電話番号を入力しま
す。次に、OK にタッチします。Emergency Contacts リストに新規連絡先が表示されます。
ヒント: ADD EXISTING CONTACTにタッチして、デバイスに既に保存されている連絡先を受信
者として追加します。
注意:
最大 3 件の連絡先を追加することができます。
• 前画面に戻るには、 にタッチするか、戻るボタンを押します。
4. SAFETY TIMER にタッチし、Location Alert 機能を有効化し、
プリセット時間の経過後に警報メッセー
ジを送信します。タイマーを設定し、SET にタッチします。
注意:
機能を有効化した後、停止ボタンにタッチしない限り、
タイマーがゼロになったとき、指名した受信者に
警報メッセージが送信されます。
5. SEND LOCATION ALERT NOW にタッチして、直ちにテキストメッセージを緊急連絡先に送信しま
す。

アプリケーションを管理する
インストール済みアプリケーションを表示する
1. 設定画面で、
アプリにタッチします。
2. アプリケーションリストで、次のいずれかを行います。
•

にタッチして、
アプリ設定を行います。

•

> システムを表示にタッチして、
システムアプリを表示します。

•

> アプリの設定をリセット > アプリをリセットにタッチして、
アプリの環境設定をデフォルト設定にリセ
ットします。

• アプリケーションにタッチして、
その情報を直接表示します。

38

Cat® S60 スマートフォンユーザーマニュアル

インストール済みアプリケーションを削除する
1. 設定画面で、
アプリにタッチします。
2.アプリケーションにタッチし、
アンインストール>OKにタッチし、
スマートフォンからアプリケーションを削除
します。
注意:
プリインストールされたアプリケーションを削除することはできません。

スマートフォンをリセットする
設定をバックアップする
Googleアカウントを使って、
スマートフォンの設定を Google サーバーにバックアップすることができます。ス
マートフォンを交換する場合、バックアップした設定はGoogleアカウントを使って初めてサインインする新し
いスマートフォンに保存されます。
1. 設定画面で、バックアップとリセットにタッチします。
2. データのバックアップ スイッチを右にスライドさせ (

)、機能を有効化します。

工場出荷設定にリセット
スマートフォンを工場出荷設定にリセットすると、Google アカウントに関する情報、他のアカウント、
システ
ムおよびアプリケーション設定、
ダウンロード済みアプリケーションを含め、
スマートフォンの内部ストレー
ジから、個人データがすべて削除されます。スマートフォンをリセットしても、
ダウンロードしたシステムソ
フトウェアの更新、
または micro SD のファイルは消去されません。
1. 設定画面で、バックアップとリセット > データの初期化にタッチします。
2. 確認画面が表示されたら、携帯端末をリセットにタッチし、次に、
すべての消去にタッチします。スマート
フォンは、工場出荷時設定にリセットされ、再起動します。

機器のハードウェアリセット
このデバイスには、バッテリーが内蔵されているため、ACアダプターを取り外しても、ハードウェアをリセッ
トすることはできません。ハードウェアをリセットする必要がある場合、以下の手順に従ってください。充
電できない場合、
このアクションが要求される場合があります。
デバイスをリセットするには、2 つの方法があります。
• リセット穴にアクセスするには、
カードカバーを開き、
クリップをリセット穴に挿入し、デバイスをリセッ
トします。

reset

リセット穴

• 電源がオフに切り替わるまで、音量 (上) および電源キーを押します。電源オフした後、電源をオンにし
ます。
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規制情報(Eラベル)を表示する
スマートフォンに関する規制情報を表示するには、以下を行います。
1. ホーム画面から、

> 設定(

) にタッチします。

2. 設定画面で、端末情報 > 規制情報 にタッチします。
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付録

Cat® S60 スマートフォンユーザーマニュアル

41

42

Cat® S60 スマートフォンユーザーマニュアル

Cat® S60 スマートフォンユーザーマニュアル

43

44

Cat® S60 スマートフォンユーザーマニュアル

Cat® S60 スマートフォンユーザーマニュアル

45

RF 暴露に関する情報 (SAR)
本デバイスは、国の無線波に対する暴露の技術基準及び電波防護の国際ガイドラインに適合しています。
また本機は、米国政府の連邦通信委員会により規定される無線周波数 (RF) エネルギーへの暴露に対す
る放射制限（FCC SAR)を超えないように設計・製造されています。
体に装着して操作する場合、本デバイスはテストされており、金属を含まない付属品と共に使用するため
の FCC RF 暴露ガイドラインを満たしています。本機を体から少なくも 1 cm 離して使用してください。他
の付属品を使用すると、FCC RF 暴露ガイドラインへの準拠が保証されない可能性があります。
FCC により規定される SAR 制限は、1.6W/kg です。
国際ガイドラインのSAR制限値は2.0W/kgです。
JP SKU :
頭 SAR: 0.347 W/kg
体 SAR: 1.432 W/kg
また国際基準に準拠して測定された SAR 値は以下の通りです:
頭 SAR: 0.609 W/kg
体 SAR: 0.429 W/kg

放射線に対する暴露レベルを低減するには、以下を行ってください:
(i) 良好な受信条件において、
スマートフォンを使用してください
(ii) ハンズフリーキットを使用してください。
(iii) 妊娠中の女性は、
スマートフォンをその腹部から離してください
(iv) 生殖器から離して、
スマートフォンを使用してください

本機は EN 50332-1 および EN 50332-2 規格で定められた音圧レベルに適合することが試験によって確
認されています。イヤフォンやヘッドフォンを大音量で長時間使用すると、永久的な聴力障害につながる
ことがあります。
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Google
Android、Google、Google Play およびその他のマークは、Google Inc. の商標です。
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S60 MyFLIR の仕様
カメラモジュール
MSX 付き赤外線および視覚カメラ
赤外線センサー
17mm ピクセルサイズ、8 – 14 mm スペクトル範囲
赤外線解像度
80x60
視覚解像度
640x480
HFOV / VFOV
46°± 1°/ 35°± 1°
フレームレート
8.7Hz
フォーカス
固定 15cm 〜無限大
内蔵シャッター
自動/手動
充電器の出力定格
DC 5V 3A
放射測定
シーンダイナミックレンジ
-20°
C – 120°
C
±5°
C または ±5%
周囲温度とシーン温度の差の割合。
装置が、15°
C 〜 35°
C 内にあり、
シーンが、10°
C 〜 120°
C の範囲内にあ
る場合、起動後 60 秒間適用可能です。

精度
赤外線感度 (MRDT)
MyFLIR
ライブ画像

150mK
赤外線 (MSX)

画像の保存

赤外線 (MSX) および映像
(radiometric jpeg)

動画の保存 (mpeg)
VIS へのスワイプ

赤外線 (MSX) (mpeg として)
はい

パレット

Iron, Black hot, White hot, Rainbow, Contrast, Arctic, Lava, Coldest,
Hottest

IR スケール

自動、ロック可能 (最小/最大)、編集可能 (最小/最大)

赤外線画像分析

- 最大 3 つの可動スポットメーター
- 全画像 ROI
- 保存した画像において編集可能

放射率の設定

マット: 95%、半マット: 80%、半光沢: 60%、
光沢: 30%

タイマー
コマ撮り動画撮影
パノラマ
GPS 位置は画像に保存されます

オフ、3 秒、10 秒
遅延時間、
フレーム間隔、再生レート
はい
はい

他の FLIR Reporting ソフトウェアへの
はい
エクスポート
ユーザーの配置
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