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Legal Notices 

Copyright and Trademarks 

© 2008-2012, Trimble Navigation Limited. All rights reserved. 

Trimble, the Globe & Triangle logo, GPS Pathfinder, and Juno are 
trademarks of Trimble Navigation Limited, registered in the United 
States and in other countries. GeoBeacon, GPS Analyst, GPScorrect, 
TerraSync, and VRS are trademarks of Trimble Navigation Limited. 

Microsoft, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, Windows, Windows 
Live, Windows Media, Windows Mobile, Windows Vista, and the 
Windows Start logo are either registered trademarks or trademarks of 
Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. 

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, 
Inc. and any use of such marks by Trimble Navigation Limited is under 
license. 

All other trademarks are the property of their respective owners. 

リリースノート 

本書は 2012 年 5 月 リリース（改訂版 B）の Trimble 3B/3Dハ
ンドヘルドユーザガイドです。モデル番号 TNJ31 およ び TNJ32 
を網羅しています。Trimble 3B/3D ハンドヘルドのオペレーティ
ングシステムは、Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5 
Professional オペレーティングシステムに基づいています。 

Limited Warranty Terms and Conditions 

Product Limited Warranty 

Subject to the terms and conditions set forth herein, Trimble Navigation 
Limited (“Trimble”) warrants that for a period of (1) year from date of 
purchase this Trimble product (the “Product”) will substantially 
conform to Trimble's publicly available specifications for the Product 
and that the hardware and any storage media components of the Product 
will be substantially free from defects in materials and workmanship. 

Product Software 

Product software, whether built into hardware circuitry as firmware, 
provided as a standalone computer software product, embedded in flash 
memory, or stored on magnetic or other media, is licensed solely for use 
with or as an integral part of the Product and is not sold.The terms of 
the end user license agreement, as included below, govern the use of the 
Product Software, including any differing limited warranty terms, 
exclusions and limitations, which shall control over the terms and 
conditions set forth in the limited Product warranty. 

Warranty Remedies 

If the Trimble Product fails during the warranty period for reasons 
covered by this limited warranty and you notify Trimble of such failure 
during the warranty period, Trimble will repair OR replace the 
nonconforming Product with new, equivalent to new, or reconditioned 
parts or Product, OR refund the Product purchase price paid by you, at 
Trimble’s option, upon your return of the Product in accordance with 
Trimble's product return procedures then in effect. 

How to Obtain Warranty Service 

To obtain warranty service for the Product, please contact your Trimble 
dealer.Alternatively, you may contact Trimble to request warranty 
service at +1-408-481-6940 (24 hours a day) or email your request to 
trimble_support@trimble.com.Please be prepared to provide: 

–  your name, address, and telephone numbers; 
–  proof of purchase; 
–  a copy of this Trimble warranty 
–  a description of the nonconforming Product including the model 

number; and 
–  an explanation of the problem. 

The customer service representative may need additional information 
from you depending on the nature of the problem. 

Warranty Exclusions and Disclaimer 

This Product limited warranty shall only apply in the event and to the 
extent that (i) the Product is properly and correctly installed, configured, 
interfaced, maintained, stored, and operated in accordance with 
Trimble's applicable operator's manual and specifications, and; (ii) the 
Product is not modified or misused.This Product limited warranty shall 
not apply to, and Trimble shall not be responsible for, defects or 
performance problems resulting from (i) the combination or utilization 

of the Product with hardware or software products, information, data, 
systems, interfaces, or devices not made, supplied, or specified by 
Trimble; (ii) the operation of the Product under any specification other 
than, or in addition to, Trimble's standard specifications for its 
products; (iii) the unauthorized installation, modification, or use of the 
Product; (iv) damage caused by: accident, lightning or other electrical 
discharge, fresh or salt water immersion or spray (outside of Product 
specifications); or exposure to environmental conditions for which the 
Product is not intended; (v) normal wear and tear on consumable parts 
(e.g., batteries); or (vi) cosmetic damage.Trimble does not warrant or 
guarantee the results obtained through the use of the Product or 
Software, or that software components will operate error free. 

NOTICE REGARDING PRODUCTS EQUIPPED WITH 

TECHNOLOGY CAPABLE OF TRACKING SATELLITE SIGNALS 

FROM SATELLITE BASED AUGMENTATION  SYSTEMS (SBAS) 
(WAAS/EGNOS, AND MSAS), OMNISTAR, GPS, MODERNIZED GPS 

OR GLONASS SATELLITES, OR FROM IALA BEACON 

SOURCES:TRIMBLE  IS NOT RESPONSIBLE FOR THE OPERATION 

OR FAILURE OF OPERATION OF ANY SATELLITE BASED  

POSITIONING SYSTEM OR THE AVAILABILITY  OF ANY  

SATELLITE BASED POSITIONING SIGNALS. 

THE FOREGOING LIMITED WARRANTY TERMS STATE TRIMBLE’S 

ENTIRE LIABILITY, AND YOUR EXCLUSIVE REMEDIES, RELATING 

TO THE TRIMBLE PRODUCT. EXCEPT AS OTHERWISE EXPRESSLY 

PROVIDED HEREIN, THE PRODUCT, AND ACCOMPANYING 

DOCUMENTATION  AND MATERIALS ARE PROVIDED “AS-IS” AND 

WITHOUT EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND, BY 

EITHER TRIMBLE OR ANYONE WHO HAS BEEN INVOLVED IN ITS 

CREATION, PRODUCTION, INSTALLATION, OR DISTRIBUTION, 
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 

MERCHANTABILITY  AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, 
TITLE, AND NONINFRINGEMENT.  THE STATED EXPRESS 

WARRANTIES ARE IN LIEU OF ALL OBLIGATIONS OR LIABILITIES 

ON THE PART OF TRIMBLE ARISING OUT OF, OR IN CONNECTION 

WITH, ANY PRODUCT. BECAUSE SOME STATES AND 

JURISDICTIONS  DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON DURATION OR 

THE EXCLUSION OF AN IMPLIED WARRANTY, THE ABOVE 

LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. 

Limitation of Liability 

TRIMBLE'S ENTIRE LIABILITY UNDER ANY PROVISION HEREIN 

SHALL BE LIMITED TO THE AMOUNT PAID BY YOU FOR THE 

PRODUCT. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY 

APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL TRIMBLE OR ITS 

SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, 
OR CONSEQUENTIAL  DAMAGE WHATSOEVER  UNDER ANY 

CIRCUMSTANCE  OR LEGAL THEORY RELATING IN ANYWAY TO 

THE PRODUCTS, SOFTWARE AND ACCOMPANYING 

DOCUMENTATION  AND MATERIALS, (INCLUDING, WITHOUT 

LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, 
BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF DATA, OR ANY OTHER 

PECUNIARY LOSS), REGARDLESS OF WHETHER TRIMBLE HAS 

BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF ANY SUCH LOSS AND 

REGARDLESS OF THE COURSE OF DEALING WHICH DEVELOPS OR 

HAS DEVELOPED BETWEEN YOU AND TRIMBLE. BECAUSE SOME 

STATES AND JURISDICTIONS  DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR 

LIMITATION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL  OR INCIDENTAL 

DAMAGES, THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. 

PLEASE NOTE:THE ABOVE TRIMBLE LIMITED WARRANTY 

PROVISIONS WILL NOT APPLY TO PRODUCTS PURCHASED IN 

THOSE JURISDICTIONS  (E.G., MEMBER STATES OF THE 

EUROPEAN ECONOMIC AREA) IN WHICH PRODUCT 

WARRANTIES ARE THE RESPONSIBILITY  OF THE LOCAL 

DEALER FROM WHOM THE PRODUCTS ARE ACQUIRED. IN 

SUCH A CASE, PLEASE CONTACT YOUR TRIMBLE DEALER FOR 

APPLICABLE WARRANTY INFORMATION. 

Notice to Australian Purchasers 

The Australian Consumer Law 

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the 
Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund 
for a major failure and for compensation for any other reasonably 
foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods 
repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the 
failure does not amount to a major failure. 

Trimble's warranty, as set out in the user manual accompanying this 
statement, or as described in the warranty card accompanying the 
Product you purchased, is in addition to any mandatory rights and 
remedies that you may have under the Australian Consumer Law. 

使用言語  

この使用条件の公用語は英語です。英語の原書と他の言語の

バージョンとの間で内容の不一致があった場合には、英語の

内容が優先します。 

http://www.trimble.com/
mailto:trimble_support@trimble.com


 

End User License Agreement for Product Software 

IMPORTANT, READ CAREFULLY.THIS END USER LICENSE 
AGREEMENT (“EULA”) IS A LEGAL AGREEMENT BETWEEN 
YOU AND Trimble Navigation Limited (“Trimble”) and applies to the 
computer software provided with the Trimble product purchased by you 
(whether built into hardware circuitry as firmware, embedded in flash 
memory or a PCMCIA card, or stored on magnetic or other media), or 
provided as a stand-alone computer software product, and includes any 
accompanying written materials such as a user's guide or product 
manual, as well as any "online" or electronic documentation 
("Software" or “Product Software”).This EULA will also apply to any 
Software error corrections, updates and upgrades subsequently 
furnished by Trimble, unless such are accompanied by different license 
terms and conditions, which will govern their use.You have acquired a 
Trimble Product ("Device") that includes Software, some of which was 
licensed by Trimble from Microsoft Corporation or its affiliates 
(collectively "Microsoft").The Software licensed from Microsoft, as 
well as associated updates, supplements, internet-based services and 
support services, media, printed materials, and "online" or electronic 
documentation ("Microsoft Software"), are protected under this 
EULA.The Software is also protected by copyright laws and 
international copyright treaties, as well as other intellectual property 
laws and treaties.The Software is licensed, not sold. 

BY USING THE SOFTWARE, INCLUDING USE ON THIS 
DEVICE, YOU ACCEPT THESE TERMS.IF YOU DO NOT 
ACCEPT THEM, DO NOT USE THE DEVICE OR 
SOFTWARE.INSTEAD CONTACT TRIMBLE FOR A REFUND OR 
CREDIT.As described below, using some features also operates as your 
consent to the transmission of certain standard computer information 
for Internet-based services. 

WARNING:If the Software contains voice operated technologies, then 
operating this Software requires user attention.Diverting attention away 
from the road while driving can possibly cause an accident or other 
serious consequence.Even occasional, short diversions of attention can 
be dangerous if your attention is diverted away from your driving task 
at a critical time.Trimble and Microsoft make no representations, 
warranties or other determinations that ANY use of this Software is 
legal, safe, or in any manner recommended or intended while driving or 
otherwise operating a motor vehicle. 

This EULA does not grant you any rights with respect to the 
Windows Mobile Device Center, Microsoft ActiveSync or Microsoft 
Outlook 2007 Trial which are subject to the licenses accompanying 
those items. 

1 SOFTWARE PRODUCT LICENSE 

1.1 License Grant.Subject to the terms and conditions of this EULA, 
Trimble grants you a non-exclusive right to use one copy of the 
Software in a machine-readable form only as installed on the 
Device.Such use is limited to use with the Device for which it was 
intended, as set forth in the product documentation.The Device 
Software is licensed with the Device as a single integrated product.The 
Device Software installed in read only memory (“ROM”) of the Device 
may only be used as part of the Device into which it was embedded.You 
may use the installation Software from a computer solely to download 
the Software to one Device.In no event shall the installation Software 
be used to download the Software onto more than one Device.A license 
for the Software may not be shared or used concurrently on different 
computers or Devices. 

1.2 Scope of License.This EULA only gives you some rights to use the 
Software.Trimble and Microsoft reserve all other rights.Unless 
applicable law gives you more rights despite this limitation, you may 
use the Software only as expressly permitted in this EULA.In doing so, 
you must comply with any technical limitations in the Software that 
allow you to use it only in certain ways.Except as expressly provided in 
this EULA, rights to access the Software on this Device do not give you 
any right to implement Microsoft patents or other Microsoft intellectual 
property in software or devices that access this device.You may use 
remote access technologies in the software such as Remote Desktop 
Mobile to access the Software remotely from a computer or server.You 
are responsible for obtaining any licenses required for use of the 
protocols to access other software. 

1.3 Proof of License.If you acquired the Software on the Device, or on 
a disc or other media, a genuine Certificate of Authenticity label with a 
genuine copy of the Software identifies licensed software.To be valid, 
this label must be affixed to the Device, or included on or in the 
software packaging.If you receive the label separately, it is not 
valid.You should keep the label on the device or packaging to prove 
that you are licensed to use the Software.To identify genuine Microsoft 
Software, see http://www.howtotell.com. 

1.4 Connectivity Software.Your Device package may include Windows 
Mobile Device Center or Microsoft ActiveSync technology.If it is 
included, then you may install and use it in accordance with the license 
terms that are provided with it.If no license terms are provided, then 
you may install and use only one (1) copy of the Software on a single 
computer. 

1.5 Digital Certificates.The Software uses digital certificates in X.509 
format.These digital certificates are used for authentication. 

1.6 Phone Functionality.If the Device Software includes phone 
functionality, all or certain portions of the Device Software may be 
inoperable if you do not have and maintain a service account with a 
wireless telecommunication carrier (“Mobile Operator”), or if the 
Mobile Operator’s network is not operating or configured to operate 
with the Device. 

1.7 Upgrade Software.In the event that any upgrades to the Software, 
including Microsoft Software, are provided under this EULA, then the 
following shall apply: you may follow the applicable instructions 
accompanying this Software and install one (1) copy of the Software on 
one (1) Device presently containing a licensed copy of a predecessor 
version of the Software (unless this EULA indicates that this Software 
copy has been licensed for installation on multiple Devices).NO 
REPRESENTATION OR WARRANTY IS MADE BY TRIMBLE OR 
MICROSOFT WITH RESPECT TO THE COMPATIBILITY OF THIS 
SOFTWARE WITH ANY DEVICE OR ANY OTHER EXISTING 
SOFTWARE OR DATA OF ANY KIND CONTAINED ON SUCH 
DEVICES, AND NEITHER TRIMBLE OR MICROSOFT SHALL BE 
RESPONSIBLE IN ANY REGARD WITH RESPECT TO ANY LOSS, 
CORRUPTION, MODIFICATION OR INACCESSIBILITY OF ANY 
DATA, APPLICATIONS OR OTHER SOFTWARE RESULTING 
FROM THE INSTALLATION OF THE SOFTWARE ON ANY 
DEVICE. 

1.8 Internet-Based Services Components.Microsoft provides Internet- 
based services with the software.Microsoft may change or cancel them 
at any time.The Microsoft Software features described below connect to 
Microsoft or service provider computer systems over the Internet.In 
some cases, you will not receive a separate notice when they 
connect.You may switch off some of these features or not use them.For 
more information about these features, visit 
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=81931.By using these features, 
you consent to the transmission of this information.Microsoft does 
not use the information to identify or contact you.You may not use these 
services in any way that could harm them or impair anyone else’s use of 
them.You may not use the services to try to gain unauthorized access to 
any service, data, account or network by any means. 

1.9 Device Information.The following features use Internet protocols, 
which send to the appropriate systems device information, such as your 
Internet protocol address, the type of operating system, browser and 
name and version of the Software you are using, and the language code 
of the Device where you installed the Software.Microsoft uses this 
information to make the Internet-based services available to you. a) 
Update Features:Windows Mobile Update feature provides you the 
ability to obtain and install Software updates on your Device if updates 
are available.You may choose not to use this feature.Trimble and/or 
your Mobile Operator may not support this feature or an update for 
your device. b) Security Updates/Digital Rights Management.Content 
owners use Windows Media digital rights management technology 
(WMDRM) to protect their intellectual property, including 
copyrights.This software and third party software use WMDRM to play 
and copy WMDRM-protected content.If the software fails to protect the 
content, content owners may ask Microsoft to revoke the software's 
ability to use WMDRM to play or copy protected content.Revocation 
does not affect other content.When you download licenses for protected 
content, you agree that Microsoft may include a revocation list with the 
licenses.Content owners may require you to upgrade WMDRM to 
access their content.Microsoft software that includes WMDRM will 
ask for your consent prior to the upgrade.If you decline an upgrade, you 
will not be able to access content that requires the upgrade. 

1.10 Additional Software/Services.The Device Software may permit 
Trimble, Microsoft, their affiliates and/or their designated agent to 
provide or make available to you Software updates, supplements, add- 
on components, or Internet-based services components of the Software 
after the date you obtain your initial copy of the Software 
(“Supplemental Components”). 

1.10.1 If Trimble provides or makes available to you Supplemental 
Components and no other end user license agreement terms are 
provided along with the Supplemental Components, then the terms 
of this EULA shall apply. 

1.10.2 If Microsoft, its affiliates and/or its designated agent makes 
available Supplemental Components, and no other end user license 
agreement terms are provided, then the terms of this EULA shall 
apply, except that the Microsoft entity or affiliate entity providing 
the Supplemental Component(s) shall be the licensor of the 
Supplemental Component(s). 

1.10.3 Trimble, Microsoft and each of their affiliates and/or their 
designated agents reserve the right to discontinue any Internet- 
based services provided to you or made available to you through 
the use of the Device Software. 
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1.11 Links to Third Party Sites.If the Software provides links to third 
party websites, those links are provided to you only as a convenience, 
and the inclusion of any link does not imply an endorsement of the third 
party website by Microsoft or Trimble. 

1.12 Other Rights and Limitations.(1) The Software contains valuable 
trade secrets proprietary to Trimble and its suppliers.To the extent 
permitted by relevant law, you shall not, nor allow any third party to 
copy, decompile, disassemble or otherwise reverse engineer the 
Software, or attempt to do so, provided, however, that to the extent any 
applicable mandatory laws (such as, for example, national laws 
implementing EC Directive 91/250 on the Legal Protection of 
Computer Programs) give you the right to perform any of the 
aforementioned activities without Trimble's consent in order to gain 
certain information about the Software for purposes specified in the 
respective statutes (i.e., interoperability), you hereby agree that, before 
exercising any such rights, you shall first request such information from 
Trimble in writing detailing the purpose for which you need the 
information.Only if and after Trimble, at its sole discretion, partly or 
completely denies your request, may you exercise such statutory 
rights.(2) This Software is licensed as a single product.You may not 
separate its component parts for use on more than one computer nor 
make more copies of the software than specified in this EULA.(3) You 
may not rent, lease, or lend the Software.(4) No service bureau work, 
multiple-user license or time-sharing arrangement is permitted.For 
purposes of this EULA “service bureau work” shall be deemed to 
include, without limitation, use of the Software to process or to generate 
output data for the benefit of, or for purposes of rendering services to 
any third party over the Internet or other communications network.(5) 
You may make one backup copy of the Software.You may use it only to 
reinstall the Software on the Device.(6) You may transfer the Software 
only with the Device, the Certificate of Authenticity label, and these 
license terms directly to a third party.Before the transfer, that party must 
agree that these license terms apply to the transfer and use of the 
Software.You may not retain any copies of the Software including the 
backup copy.(7) The Software is subject to United States export laws 
and regulations.You must comply with all domestic and international 
export laws and regulations that apply to the Software.These laws 
include restrictions on destinations, end users, and end use.For 
additional information see http://www.microsoft.com/exporting.(8) 
Without prejudice as to any other rights, Trimble may terminate this 
EULA without notice if you fail to comply with the terms and 
conditions of this EULA.In such event, you must destroy all copies of 
the Software and all of its component parts.(9) If the Microsoft 
Software includes speech recognition component(s), you should 
understand that speech recognition is an inherently statistical process 
and that recognition errors are inherent in the process.Neither Trimble, 
Microsoft, nor any of their suppliers shall be liable for any damages 
arising out of errors in the speech recognition process.(10) You may not 
publish the Software for others to copy.(11) You may not use the 
Software for commercial software hosting services. 

1.13 Notice Regarding the MPEG-4 Visual Standard.The Software may 
include MPEG-4 visual decoding technology.This technology is a 
format for data compression of video information.MPEG LA, L.L.C. 
requires this notice:USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER 
THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS 
PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) 
DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED 
WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY 
ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR 
PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY 
AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, L.L.C.If you have 
questions about the MPEG-4 visual standard, please contact MPEG LA, 
L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, CO 80206; 
www.mpegla.com. 

1.14 If the Device Software is provided by Trimble separate from the 
Device on media such as a ROM chip, CD ROM disk(s) or via web 
download or other means, and is labeled “For Upgrade Purposes Only” 
you may install one (1) copy of such Device Software onto the Device 
as a replacement copy for the existing Device Software and use it 
accordance with this EULA, including any additional end user license 
agreement terms accompanying the upgrade Device Software. 

1.15 If any software component(s) is provided by Trimble separate 
from the Device on CD ROM disc(s) or via web download or other 
means, and labeled “For Upgrade Purposes Only,” you may (i) install 
and use one (1) copy of such component(s) on the computer(s) you use 
to exchange data with the Device as a replacement copy for the existing 
Companion CD component(s). 

1.16 Copyright.All title and copyrights in and to the Software 
(including but not limited to any images, photographs, animations, 
video, audio, music, text and “applets,” incorporated into the Software), 
the accompanying printed materials, and any copies of the Software are 
owned by Trimble, or Microsoft (including Microsoft Corporation), 
and their respective suppliers.You may not copy the printed materials 
accompanying the Software.All title and intellectual property rights in 

and to the content which may be accessed through use of the Software 
is the property of the respective content owner and may be protected by 
applicable copyright or other intellectual property laws and treaties.This 
EULA grants you no rights to use such content.You shall not remove, 
cover or alter any of Trimble’s patent, copyright or trademark notices 
placed upon, embedded in or displayed by the Software or on its 
packaging and related materials.All rights not specifically granted in 
this EULA are reserved by Trimble, Microsoft, and their respective 
suppliers. 

1.17 U.S. Government Restricted Rights.The Software is provided with 
“RESTRICTED RIGHTS”.Use, duplication, or disclosure by the 
United States Government is subject to restrictions as set forth in this 
EULA, and as provided in DFARS 227.7202-1(a) and 227.7202-3(a) 
(1995), DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) (OCT 1988), FAR 12.212(a) 
(1995), FAR 52.227-19, or FAR 52.227-14(ALT III), as applicable. 

1.18 Microsoft has contractually obligated Trimble to include the 
following terms in this EULA: 

Product Support.The Product support for the Software is not 
provided by Microsoft or its affiliates or subsidiaries.For product 
support, please refer to the Trimble support number provided in the 
documentation for the Device. 

Not fault tolerant.The Software is not fault tolerant.Trimble 
installed the Software on the Device and is responsible for how it 
operates on the Device. 

Restricted user.The Microsoft Software was designed for systems 
that do not require fail-safe performance.You may not use the 
Microsoft Software in any device or system in which a 
malfunction of the Microsoft Software would result in foreseeable 
risk of injury or death to any person.This includes operation of 
nuclear facilities, aircraft navigation or communication systems 
and air traffic control. 

No warranties for the software.Microsoft gives no express 
warranties, guarantees or conditions regarding the Microsoft 
Software.Any warranties you receive regarding the Device or the 
Software do not originate from, and are not binding on, Microsoft 
or its affiliates.When allowed by your local laws, Trimble and 
Microsoft exclude implied warranties of merchantability, fitness 
for a particular purpose and non-infringement. 

LIABILITY LIMITATIONS.You can recover from Microsoft and 
its affiliates only direct damages up to fifty U.S. Dollars (U.S. 
$50.00), or equivalent in local currency.You cannot recover any 
other damages, including consequential, lost profits, special, 
indirect or incidental damages.This limitation applies to: 

–  Anything related to the Software, services, content 
(including code) on third party internet sites, or third party 
programs, and 

–  claims for breach of contract, breach of warranty, guarantee 
or condition, strict liability, negligence, or other tort to the 
extent permitted by applicable law. 

It also applies even if Microsoft should have been aware of the 
possibility of the damages.The above limitation may not apply to 
you because your country may not allow the exclusion or 
limitation of incidental, consequential or other damages. 

2 LIMITED WARRANTY FOR TRIMBLE PRODUCT SOFTWARE. 

2.1 Limited Warranty.Trimble warrants that the Software, exclusive of 
the Microsoft Software, will perform substantially in accordance with 
the accompanying written materials for a period of twelve (12) months 
from the date of purchase.This limited warranty gives you specific legal 
rights; you may have others, which vary from state/jurisdiction to 
state/jurisdiction.The above limited warranty does not apply to Fixes, 
Minor Updates, or Major Upgrades of the Software after expiration of 
the twelve (12) month limited warranty period, all of which are 
provided “AS IS” and without warranty unless otherwise specified in 
writing by Trimble.Because the Software is inherently complex and 
may not be completely free of nonconformities, defects or errors, you 
are advised to verify your work.Trimble does not warrant that the 
Software will operate error free or uninterrupted, will meet your needs 
or expectations, or that all nonconformities can or will be corrected. 

2.2 Software Fixes.During the limited warranty period described in  
section 2.1 above, you will be entitled to receive such Fixes to the  
Product Software that Trimble releases and makes commercially  
available and for which it does not charge separately, subject to the  
procedures for delivery to purchasers of Trimble products generally.If  
you have purchased the Product from an authorized Trimble dealer  
rather than from Trimble directly, Trimble may, at its option, forward  
the software Fix to the Trimble dealer for final distribution to  
you.Minor Updates, Major Upgrades, new products, or substantially  
new software releases, as identified by Trimble, are expressly excluded  
from this update process and limited warranty.Receipt of Software  
Fixes or other enhancements shall not serve to extend the limited  
warranty period.  

http://www.microsoft.com/exporting
http://www.mpegla.com/
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For purposes of this warranty the following definitions shall apply:(1)  
"Fix(es)" means an error correction or other update created to fix a  
previous software version that does not substantially conform to its  
Trimble specifications; (2) "Minor Update" occurs when enhancements 
are made to current features in a software program; and (3) "Major  
Upgrade" occurs when significant new features are added to software,  
or when a new product containing new features replaces the further  
development of a current product line.Trimble reserves the right to  
determine, in its sole discretion, what constitutes a Fix, Minor Update,  
or Major Upgrade. 

2.3 Customer Remedies.Trimble’s and its suppliers’ entire liability, and 
your sole remedy, with respect to the Software shall be either, at 
Trimble’s option, (a) repair or replacement of the Software, or (b) return 
of the license fee paid for any Software that does not meet Trimble’s 
limited warranty.This limited warranty is void if failure of the Software 
has resulted from (1) accident, misuse, abuse, or misapplication; (2) 
alteration or modification of the Software without Trimble’s 
authorization; (3) interaction with software or hardware not supplied or 
supported by Trimble; (4) your improper, inadequate or unauthorized 
installation, maintenance or storage; or (5) if you violate the terms of 
this EULA.Any replacement Software will be warranted for the 
remainder of the original warranty period or thirty (30) days, whichever 
is longer. 

2.4 NO OTHER WARRANTIES.TO THE MAXIMUM EXTENT 
PERMITTED BY APPLICABLE LAW, TRIMBLE AND ITS 
SUPPLIERS DISCLAIM ALL OTHER WARRANTIES, TERMS 
AND CONDITIONS, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, BY 
STATUTE, COMMON LAW OR OTHERWISE, INCLUDING BUT 
NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES, TERMS AND 
CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE, TITLE, AND NONINFRINGEMENT 
WITH REGARD TO THE SOFTWARE, ITS SATISFACTORY 
QUALITY AND THE PROVISION OF OR FAILURE TO PROVIDE 
SUPPORT SERVICES.TO THE EXTENT ALLOWED BY 
APPLICABLE LAW, IMPLIED WARRANTIES, TERMS AND 
CONDITIONS ON THE SOFTWARE ARE LIMITED TO NINETY 
(90) DAYS.Y0U MAY HAVE OTHER LEGAL RIGHTS WHICH 
VARY FROM STATE/JURISDICTION TO STATE/JURISDICTION. 

NO WARRANTIES FOR THE MICROSOFT SOFTWARE.THE 
MICROSOFT SOFTWARE is provided “AS IS” and with all faults, 
AND TRIMBLE PROVIDES NO WARRANTY WITH RESPECT 
THERETO.THE ENTIRE RISK AS TO SATISFACTORY QUALITY, 
PERFORMANCE, ACCURACY AND EFFORT (INCLUDING 
LACK OF NEGLIGENCE) FOR THE MICROSOFT SOFTWARE IS 
WITH YOU.ALSO, THERE IS NO WARRANTY AGAINST 
INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE 
MICROSOFT SOFTWARE OR AGAINST INFRINGEMENT. 

2.5 PLEASE NOTE:THE FOREGOING TRIMBLE LIMITED 
WARRANTY PROVISIONS MAY NOT APPLY TO SOFTWARE 
PRODUCT LICENSES PURCHASED IN THOSE JURISDICTIONS 
(SUCH AS COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION) IN WHICH 
PRODUCT WARRANTIES ARE OBTAINED FROM THE LOCAL 
DISTRIBUTOR.IN SUCH CASES, PLEASE CONTACT YOUR 
TRIMBLE DEALER FOR APPLICABLE WARRANTY INFORMATION. 

3 TRIMBLE LIMITATION OF LIABILITY. 

3.1 LIMITATION OF LIABILITY.TO THE MAXIMUM EXTENT 
PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL 
TRIMBLE OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, 
INCIDENTAL, INDIRECT, CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE 
DAMAGES HOWEVER CAUSED AND REGARDLESS OF THE 
THEORY OF LIABILITY (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, 
DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS 
INTERRUPTION, LOSS OF BUSINESS INFORMATION, OR ANY 
OTHER PECUNIARY LOSS) ARISING OUT OF THE USE OR 
INABILITY TO USE THE SOFTWARE, OR THE PROVISION OF 
OR FAILURE TO PROVIDE SUPPORT SERVICES, EVEN IF 
TRIMBLE HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGES AND NOTWITHSTANDING ANY FAILURE OF 
ESSENTIAL PURPOSE OF ANY EXCLUSIVE REMEDY 
PROVIDED IN THIS EULA. 

IN NO EVENT SHALL THE TOTAL CUMULATIVE LIABILITY  
OF TRIMBLE AND ITS SUPPLIERS IN CONNECTION WITH  
THIS EULA OR THE SOFTWARE, WHETHER BASED ON  
CONTRACT, WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE),  
STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EXCEED THE ACTUAL  
AMOUNT PAID TO TRIMBLE FOR THE SOFTWARE LICENSE  
GIVING RISE TO THE CLAIM.BECAUSE SOME STATES AND 
JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR 
LIMITATION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR 
INCIDENTAL DAMAGES, THE ABOVE LIMITATION MAY NOT 
APPLY TO YOU. 

4 GENERAL. 

4.1 This EULA shall be governed by the laws of the State of California 
and applicable United States Federal law without reference to “conflict 
of laws” principles or provisions.The United Nations Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods will not apply to this 
EULA.Jurisdiction and venue of any dispute or court action arising 
from or related to this EULA or the Software shall lie exclusively in or 
be transferred to the courts the County of Santa Clara, California, 
and/or the United States District Court for the Northern District of 
California.You hereby consent and agree not to contest, such 
jurisdiction, venue and governing law. 

4.2 Section 4.1 notwithstanding, if you acquired this product in Canada, 
this EULA is governed by the laws of the Province of Ontario, 
Canada.In such case each of the parties to this EULA irrevocably 
attorns to the jurisdiction of the courts of the Province of Ontario and 
further agrees to commence any litigation that may arise under this 
EULA in the courts located in the Judicial District of York, Province of 
Ontario.If you acquired this product in the European Union, this EULA 
is governed by the laws of The Netherlands, excluding its rules 
governing conflicts of laws and excluding the United Nations 
Convention on the International Sale of Goods.In such case each of the 
parties to this EULA irrevocably attorns to the jurisdiction of the courts 
of The Netherlands and further agrees to commence any litigation that 
may arise under this EULA in the courts of The Hague, The 
Netherlands. 

4.3 Trimble reserves all rights not expressly granted by this EULA. 

4.4 Official Language.The official language of this EULA and of any 
documents relating thereto is English.For purposes of interpretation, or 
in the event of a conflict between English and versions of this EULA or 
related documents in any other language, the English language version 
shall be controlling. 

Registration 

To receive information regarding updates and new products, please 
contact your local dealer or visit the Trimble website at 
www.trimble.com/register. Upon registration you may select the 
newsletter, upgrade, or new product information you desire. 
 

Notices 

Class B statement- Notice to users This equipment has been tested and 
found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant 
to Part 15 of the FCC Rules.Operation is subject to the following two 
conditions:(1) this device may not cause harmful interference, and (2) 
this device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation. 

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy 
and, if not installed and used in accordance with the instructions may 
cause harmful interference to radio communication. 

However, there is no guarantee that interference will not occur in a 
particular installation.If this equipment does cause harmful interference 
to radio or television reception, which can be determined by turning the 
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures: 

–  Reorient or relocate the receiving antenna. 
–  Increase the separation between the equipment and the receiver. 
–  Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that 

to which the receiver is connected. 
–  Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

Changes and modifications not expressly approved by the manufacturer 
or registrant of this equipment can void your authority to operate this 
equipment under Federal Communications Commission rules. 

The radio devices used by this equipment are classified under 47 CFR 
§15.247 as spread spectrum transmitter equipment.In accordance with 
OET Bulletin 65 supplement C Edition 1-01, the device operates at low 
power levels where there is a high likelihood of compliance with the RF 
exposure standards, is categorically excluded from routine 
environmental evaluation as set forth in CFR 47 section 2.1093.The 
radiated output power of this equipment produces a calculated SAR that 
is significantly below the FCC radio frequency exposure limits. 

Equipment that is additionally fitted with a wireless cellular modem is 
certified to satisfy US requirements as stipulated in 47 CFR Parts 22 
and 24. 

The external antenna connector provided in this device is for GPS 
antennas only. 

aGPS and emergency calls (Trimble 3D handheld only) 

When you make an emergency call, your phone can use assisted Global 
Positioning System (aGPS) satellite signals to tell the emergency 
response center your approximate location. 

The aGPS functionality may be limited, so: 

http://www.trimble.com/register
http://www.trimble.com/register
http://www.trimble.com/register


 

–  Always tell the emergency response center your best knowledge of 
your location. 

–  Remain on the phone for as long as the emergency response center 
instructs you. 

–  aGPS might not work for emergency calls if your local emergency 
response center does not process aGPS location information.For 
details, contact your local authorities. 

aGPS performance 

For best results: 

–  Go outside and away from underground locations, covered vehicles, 
structures with metal or concrete roofs, tall buildings, and tree 
cover.Indoor performance might improve if you move closer to 
unobstructed windows. 

–  Move away from electronic devices that might interfere with or 
block aGPS satellite signals, for example radios and entertainment 
equipment. 

If your phone cannot find strong aGPS satellite signals, the location of 
the nearest cell tower in contact with your phone is automatically 
provided to the emergency response center. 

aGPS technology 

This mobile device incorporates aGPS technology in order to comply 
with emergency caller location requirements. aGPS technology also can 
be used in other applications to track and monitor a user's location-for 
example, to provide location specific data.Users who do not want such 
tracking and monitoring should avoid using such applications. aGPS 
uses your wireless service provider's network and therefore airtime, data 
charges, and/or additional charges may apply in accordance with your 
service plan.Contact your wireless service provider for details. 

Note - this service is not provided by all networks.Please contact your 
cellular service provider if you wish to confirm that this service is 
provided. 

Canada 

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. 

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise 
emissions from digital apparatus as set out in the radio interference 
regulations of the Canadian Department of Communications. 

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NNB-003 
du Canada. 

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques 
dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B 
prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par 
le Ministère des Communications du Canada. 

Europe 

This product has been tested and found 
to comply with all requirements for CE 
Marking and sale within the European 
Economic Area (EEA). It is classified and 
marked as being Class 2 Radio Equipment under 2000/299/EC, as 
Bluetooth and Wi-Fi approvals are country specific. Please consult your 
local distributor for more information. 

The Juno series handheld has Bluetooth and Wi-Fi approval in most EU 
countries, and the Juno SC and Juno SD are also compliant with GSM 
and UMTS conformity assessment requirements specified by the 
European Council Directive, Radio and Telecommunication Terminal 
Equipment 1999/5/EC. These requirements provide reasonable 
protection against harmful interference when the equipment is operated 
appropriately in a residential or commercial environment. 

Australia and New  Zealand 

This product conforms with the regulatory requirements of the 
Australian Communications and Media Authority (ACMA) EMC 
and Radiocommunications framework, thus satisfying the 
requirements for C-Tick Marking and sale within Australia and 
New Zealand. 

Equipment that is additionally fitted with a wireless cellular 
modem satisfies the requirements for A-Tick Marking and sale 
in Australia and New Zealand.  The A-Tick Marking is an 
indication to the user that the product is suitable for connection 
to a telecommunications network operated by a carrier or carriage 
service provider. 

Taiwan  – Battery Recycling Requirements 

The product contains an internal Lithium-ion battery.  

Taiwanese regulations require that waste batteries are recycled.  

廢電池請回收 
Notice  to Our European  Union Customers 

For product recycling instructions and more information, please go to 
www.trimble.com/ev.shtml. 

Recycling in Europe: To recycle Trimble WEEE (Waste Electrical 
and Electronic Equipment, products that run on electrical 
power.), Call +31 497 53 24 30, and ask for the "WEEE Associate". 
Or, mail a request for recycling instructions to: 
Trimble Europe BV 
c/o Menlo Worldwide Logistics 
Meerheide 45 
5521 DZ Eersel, NL 
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安全に関する情報 
Trimble® 3B/3D ハンドヘルドには Bluetooth® 無線機と Wi-Fi 無線機が搭載
されています。Trimble 3D ハンドヘルドにはセルラーモデムも搭載されてい
ます。環境や状況に応じて無線機は停止して下さい。航空機内での無線の使
用は各国の航空当局によって制限されています。 

 
 

内蔵無線機の停止 
 

ハンドヘルドの無線信号の発信を止めるには、以下のうちいずれかを行って 
下さい : 

 

• 電源ボタンを長押しし、電源メニューが表示されたらシャットダウン 
をタップしてハンドヘルドの電源を切ります。 

• Bluetooth、Wi-Fi、セルラーモデムを停止するには : 
 

a. ホームまたはスタート画面のタイトルバーをタップし、プルダウ 
ンリストから   または      のアイコンをタップします。 

 

b. 接続 または電話 ダイアログで、ワイヤレスマネージャを選択し 
ます。 

 

c. すべての無線機を停止するにはすべてをタップします。Wi-Fi、 
Bluetooth、電話ボタンの下のステータスフィールドが Off に変 
わります。 

 
 

内蔵無線機の無効化 
 

Trimble 3B/3D ハンドヘルド は Wi-Fi および Bluetooth® ワイヤレス機能
が有効な状態で出荷されています。ご使用になる国で Wi-Fi と Bluetooth ワ
イヤレス機能、またはそのいずれかの使用が許可されていない場合は、内蔵
の無線機を無効にして下さい。ご使用になる国で Trimble 3B/3D ハンドヘ
ルドの無線の使用が許可されているかどうか分からない場合は、最寄りの 
Trimble 販売代理店にお尋ね下さい。 

 

内蔵の Wi-Fi と Bluetooth 無線、またはそのいずれかを無効にしたり、再度 
有効 にしたりするには Radio Activation Manager ソフトウェアをご使用下 
さい。Radio Activation Manager ソフトウェアはオフィスコンピュータ上 
で実行します。 

 

最新のソフトウェアは Trimble のウェブサイトからダウンロードできます。 
http://www.trimble.com/support.shtml (英語)から、ご使用の受信機タイ
プ（Juno 3B または Juno 3D）をクリックし、Downloads をクリックします。
さらに、Juno Series、Radio Activation Manager の順にクリックします。 
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Bluetooth および Wi-Fi 送信機の高周波の被爆 
 

本機は高周波（RF）の被爆に関する規制に準拠する携帯用機器として認可さ 
れています。内蔵ワイヤレス無線送信機の出力は 10 ミリワット未満で、人 
体の近くで操作したとしても、その被爆量は、米国連邦通信委員会（FCC） 
が定める高周波被爆限度を大幅に下回ります。内蔵ワイヤレス無線機は、国 
際的な学会の統一見解事項にもとづく高周波安全基準と勧告のガイドライン 
が定める範囲内で動作します。従いまして、本内蔵ワイヤレス無線機は安全 
にご使用頂けます。電磁エネルギーは、携帯電話機などのワイヤレス機器か 
ら発せられるものの 100 分の 1 以下です。しかし、状況や環境によっては、 
ワイヤレス無線機の使用が制限される場合もあります（航空機の中など）。 
使用制限についてご不明な場合は、ワイヤレス無線機を作動させる前に関係 
当局にお尋ね下さい。 

 
 

セルラーワイヤレス送信機の高周波の被爆 
 

Trimble 3B/3D ハンドヘルドにはセルラーワイヤレス無線機が使用されてい
ますが、この無線機は高周波への被爆限度の安全要件を満たすように設計・
製造されています。本書の指示に従って使用した場合、機器の高周波放射量
は米国連邦通信委員会が 47 CFR §2.1093 に定める安全な高周波被爆量の限
度を超えないことが独立機関によって証明されています。 

 

これらの限度は包括的なガイドラインの一部で、一般の人々が使用できる高 
周波エネルギーの量を定めています。このガイドラインは、独立した科学機 
関が様々な科学的調査を定期的かつ綿密に評価することによって確立した基 
準にもとづいています。基準には年齢や健康状態に関わらず、すべての人の 
安全を確保するための十分な安全域が含まれています。 

 

すべてのワイヤレス機器において被爆基準に使用されているのは、SAR（吸 
収比率）と呼ばれる測定単位です。FCC1 が定める SAR 限度は 1.6W/kg です。 

 

Trimble 3B/3D ハンドヘルドの SAR テストは、FCC が採用している標準操作
位置を使用し、機器がすべてのテスト済み周波数帯における許可された最も
高いレベルのエネルギーを放射している状態で実行されます。 

 

FCC は、報告されたすべての SAR レベルが FCC 高周波被爆ガイドラインに準 
拠すると認められたことにもとづき、本機に機器認定を授与しました。 

本機の SAR 情報は FCC に記録されており、 http://www.fcc.gov/oet/fccid 

（英語）から以下の FCC ID で検索した後、「Display Grant」で閲覧できま 
す。:JUP96410 (model TNJ31) または JUP96420 (phone model TNJ32) 

Trimble 3B/3D ハンドヘルドの SAR 値に関する文書は、Trimble サポートウ
ェブサイト www.trimble.com/support.shtml（英語）から、ご使用 の Juno 
シリーズハンドヘルド（Juno 3B または Juno 3D）を選び、「Technical 
Support」タブから「Compliance Information」を選択して下さい。 

 
 

1. 米国およびカナダでは、一般市民が使用する携帯電話の SAR 制限は、生体細胞１ ｇ あた 
りに平均化して 1.6 watts/kg (W/kg) です。この基準は十分な安全マージンを取り入れてい 
ます。 
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AC アダプタの安全性 
 

ハンドヘルドのバッテリを充電するには、Trimble 3B/3D ハンドヘ ルド と国
際規格アダプタキットを使用します（ 17 ページの「ハンドヘルドの電 源の入れ方」

参照）。 
 

 警告 – AC アダプタを安全に使用するには : 
- 必ず Trimble 3B/3D ハンドヘルド用の AC アダプタをご使用下さい。別の電源を 
使用すると ハンドヘルドが破損したり、保証が無効になったりする場合があります。ま
た、AC を他の製品に使用しないで下さい。 

- アダプタの入力電圧がご使用地域の電圧や周波数とあっているかどうか確認して下さい。 

- アダプタの先端がご使用の地域のコンセントの形状にあっているか確認して下さい。 

– AC アダプタを水のある屋外の場所で使用しないで下さい。AC アダプタは屋内の使用専用に 

 設計されています。 

- 使用していない時は AC アダプタを電源から抜いて下さい。 

- 出力コネクタをショートさせないで下さい。 

– 本製品にはユーザが整備できる部品はありません。 

– AC アダプタが破損した場合は、新しい Trimble AC アダプタと交換して下さい。 
 
 
 

バッテリの安全 
 

充電式リチウムイオンバッテリは一部充電された状態で出荷されています。 
バッテリは、初めてご使用になる前に完全に充電して下さい（ 17 ページ 
の「ハンドヘルドの電源の入れ方」を参照）。バッテリを 6ヶ月間以上使用 
しなかった場合は、使用する前に充電して下さい。 

 

 警告 –  Trimble 3B/3D ハンドヘルド用の AC アダプタを必ずご使用下さい。別の電源を使用
するとハンドヘルドが破損したり、保証が無効になったりする場合があります。 

バッテリが破損したり、フルに充電されなくなったりしたら新しいバッテリと交換して下さ 
い。 

 
 警告 – 充電式リチウムイオンバッテリを破損させないで下さい。破損したバッテリは破裂し 

たり発火したりすることがあり、怪我や物的損害につながる恐れがあります。 

怪我や物的損害を防ぐには : 

- 破損しているように見えるバッテリの使用または充電はおやめ下さい。破損の兆候として 

 は、変色、変形、バッテリ液漏れなどがありますが、これらに限定されません。 

– 機器をヒーター、その他の発熱装置など、熱源のそばで保管または放置しないで下さい。 
または車両のダッシュボードの上などの 70 度を超える温度の場所にさらさないで下さい。 

 極端に高い温度に熱せられると、バッテリのセルが破裂または湾曲することがあり、引火 

 する危険があります。 

- バッテリを水に浸けないで下さい。 

- 暑い時期には、バッテリの車内での使用・保管はおやめ下さい。 

- バッテリを落としたり、穴を開けたりするのはおやめ下さい。 

- バッテリを開けたり、接触部をショートさせたりしないで下さい。 

 
 警告 – 充電式リチウムイオンバッテリから液漏れしているように見える場合は、触らないで 

下さい。バッテリ液は腐食性で、触ると怪我や物的損害の原因となることがあります。 

怪我や物的損害を防ぐには : 

- バッテリから液漏れしている場合は、バッテリ液に触らないで下さい。 

- バッテリ液が目に入ったら、ただちにきれいな水で洗い流し、 
直ちに医師にご相談下さい。目をこすらないで下さい。 

- バッテリ液が皮膚や服についたら、ただちにきれいな水で洗い流して下さい。 
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 警告 – 充電式リチウムイオンバッテリは、必ず指示の通りに充電・使用して下さい。バッテ 

リを無認可の機器で充電または使用すると、破裂したり発火したりすることがあり、怪我や 

物的損害につながる恐れがあります。 
怪我や物的損害を防ぐには : 

- 破損、または液漏れしているように見えるバッテリの使用または充電はおやめ下さい。 

- リチウムイオンバッテリは充電用に指定された Trimble 製品で必ず充電して下さい。 
バッテリ充電器に付属の説明書の指示に必ず従って下さい。 

- バッテリが過熱したり、焦げた臭いを発している場合は充電を中断して下さい。 

- リチウムイオンバッテリは指定の Trimble 製品で必ず使用して下さい。 

- バッテリは意図された用途にのみ使用し、製品説明書の指示に従って使用して下さい。 

 
注記 – 多くの国や地域では、バッテリのリサイクルや安全な廃棄に関する 
規則が定められています。さらに詳しい情報につきましては 
http://www.trimble.com/about_ev.shtml をご参照下さい。 

 
 

メモリカードの使用 
 

Trimble 3B/3D ハンドヘルド には メモリカードスロットが付いており、ハ
ンドヘルド内の記憶用メモリ以外の保存領域を提供します。 

 

 警告 – 静電気はハンドヘルド内部の電子部品を破損させる恐れがあります。静電気による 
破損を防ぐには : 

– メモリモジュールなどの機器内の電子部品に触れる際には、必ず前もって身体から静電気 

 を放電して下さい。塗装していない金属面を触ると静電気を放電することができます。 
 

 
 警告 – メモリ内カードスロットに埃や湿気があると機器の性能に影響し、Trimble の保証が 

無効になる場合があります。埃や湿気がメモリカードスロットに入らないようにするには : 

– メモリカードを挿入または取り出す際には、ハンドヘルドを埃のない屋内の面に置いて下 
さい。 

 
 
 

外部 GPS アンテナの使用 
 

Trimble 3B/3D ハンドヘルドは、GPS アンテナを外付けするためのポートを
提供します。このポートは GPS アンテナ専用です。 

 

 警告 – 外付けアンテナ用ポートに埃や湿気があると、アンテナが作動しない場合がありま 
す。埃や湿気が外付けアンテナスロットに入らないようにするには、水気や埃の多い状態で 

ハンドヘルドと外付けアンテナを使用する場合に十分気を付けて下さい。 
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Trimble 3B/3D ハンドヘルド情報 

Trimble 3 ハンドヘルドには 

3B と 3D の 2 つの機種があります。これらハ 
ンドヘルドは堅牢で IP54 に準拠しており、 
Windows® Embedded Handheld 6.5 
Professional オペレーティングシステムを 
搭載した高感度 GNSS 受信機です。 

Trimble 3B/3D ハンドヘルドは、 別の機器
にケーブルレス接続できる Bluetooth® ワイ
ヤレス機能、ネットワーク 接続用の Wi-Fi 
接続機能、およびオートフォーカスとフラッ
シュ付き 5MP カメラを内蔵しています。 

 

Trimble 3D ハンドヘルドはセルラーモデム
も内蔵しており、データのダウンロードや送
信、音声電話やテキストメッセージを使用す
ることができます。 

 

内蔵 GNSS 受信機は、後処理後で 3ｍ 以内、リアルタイムディファレンシャ 
ル補正後で 5ｍ 以内の正確な位置情報を提供します。さらに詳しい情報につ 
きましては 77 ページの「GNSS 受信機の使用」をご参照下さい。 

 
 

このユーザガイドについて 
 

Trimble 3B/3D ハンドヘルドユーザガイド では、Trimble 3B/3D ハンドヘ
ルドのセットアップ方法と使用方法について説明します。 本書の情報は、
ハンドヘルドに付属の Trimble 3B/3D クイックスタートガイドの情報を補
足するものです。 

本ユーザガイドでは以下について説明しています : 

• Trimble 3B/3D ハンドヘルドの使用を開始するにあたって 
 

• Windows Embedded Handheld 6.5 Professional オペレーティングシス 
テムの使用 

• Trimble 3D ハンドヘルドのセルラーモデムの使用 

• コンピュータとハンドヘルドの情報の同期 

• ハンドヘルドと別のデバイス間での情報の送受信 

• インターネットまたはネットワークへの接続 

• ハンドヘルド内蔵 GNSS 受信機の使用 

• ハンドヘルド内蔵カメラの使用 
 

以前他の GNSS および GPS 製品をご利用になったことがあるお客様も、この 
製品特有の機能について知って頂くために本書をお読み下さい。 
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GNSS データの収集 
 

Trimble 3B/3D ハンドヘルドで GNSS データを収集するには、GNSS フィール
ドソフトウェアをハンドヘルドにインストールして下さい。 

Trimble 3B/3D ハンドヘルド では、互換性のあるマッピング＆ GIS フィー
ルドソフトウェアやオフィスソフトウェアを使用することができます。バ
ージョン番号や全製品のリストは、製品互換性リスト（Product Compatibility 
List）を www.trimble.com よりご参照下さい。 

 

内蔵 GNSS 受信機の使用に関する情報は 77 ページの「GNSS 受信機の使用」 
をご参照下さい。 

 
 

セット内容の確認 
 

Trimble 3B/3D ハンドヘルドがお手元に届きましたら、内容物を お確か
め下さい。 

 
 
 
 
 

 
バッテリ 

 
クイックスタートガイド 

 
 
ミニ USB ケーブル 

 
 
 
 

手首用 ス
トラップ 

Trimble 3B/3D ハンドヘルド 
 

 
 
 

国際規格電源 スタイラス スタイラス用ストラップ 

 
 

目に見える損傷（傷やへこみ）がないか、すべての内容物を確認し、損傷が 
見つかった場合は配送業者にご連絡下さい。配送業者の確認用に、配送用資 
材や梱包用資材を保管しておいて下さい。 
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アクセサリ 

オプションとして以下のアクセサリがご使用頂けます : 
 

• 車両用電源アダプタ 
 

• ベルトクリップ付きキャリーケー 
ス 

• 外部パッチ アンテナ 
 

• スクリーンプロテクタ（2 パック） 
防玄またはウルトラクリア 

• 車両マウント器具 

• 向棹マウント 

• 予備 スタイラス（2 パック） 

• 予備国際規格 AC アダプタ 

• 予備バッテリ 

• 外部バッテリ充電器 

• 交換用ハンドストラップ 

 

さらに詳しい情報は、以下のリンクへお進み下さい（英語）: 

• www.trimble.com/mappingGIS/juno3B.aspx 

• www.trimble.com/mappingGIS/juno3D.aspx 
 
 

ハンドヘルドの使用とお手入れ方法 

ハンドヘルドの使用時には : 
 

• タッチパネルは指や付属のスタイラスペンで操作し、強く押しすぎた 
り、とがった物やざらざらした物でさわって傷つけることがないよう 
にして下さい。タッチパネルを圧力や傷つけやすい物から守るには、 
スクリーンプロテクタをご使用下さい。 

• 外面に塵や埃がつかないようにして下さい。 
 

• 保護カバーを 外付けアンテナポート、USB、電源コネクタに適切に取 
り付け、埃や汚れ、水気の浸入や、静電放電から守るようにして下さ 
い。 

 

• ハンドヘルドを極端な気温から保護して下さい。例えば、ハンドヘル 
ドを車のダッシュボードに放置しないで下さい。 

 

• ハンドヘルドは IP54 に準拠しますが完全防水ではありません。決して 
ハンドヘルドを水に浸けないで下さい。また落としたり、強い衝撃を 
与えたりしないで下さい。 

ハンドヘルドを清掃するには、清潔で乾いた布で拭いて下さい。 
 

 

保管 
 

ハンドヘルドを 3 ヶ月以上使用しない場合は、一時停止モード ( 22 ページ 
を参照 ) のままにしないで下さい。バッテリを一部充電してからハンドヘル 
ドの電源を切って下さい。 
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Trimble 3B/3D ハンドヘルド を保管する前に : 

1. 必要なデータをオフィスコンピュータに移します。 

2. バッテリを 30% 程度まで充電します。 

3. 電源ボタンを長押しし、電源メニューが表示されたらシャットダウン 

をタップします。 

4. ハンドヘルドを室温で保管します。 

保管していた Trimble 3B/3D ハンドヘルド を使用する前に : 

1. 電源キーを押してハンドヘルドの電源を入れます。 

2. バッテリを充電（ 19 ページの「バッテリの充電」を参照）します。 
 
 

技術サポート 

下記の情報を始めとする最新のサポート情報は、Trimble ウェブサイト 

（www.trimble.com/mappingGIS/juno3d.aspx または 

(www.trimble.com/mappingGIS/juno3b.aspx の Juno 3 シリーズハ ンドヘ
ルド 技術サポートのページ（英語）をご参照下さい 

• FAQ 

• サポートに関するトピックを詳しくお伝えするサポートノート 

• 製品に関する文書 

• 最新のダウンロード用ファイル 
 

 

ヘルプ情報 
 

必要な情報が見つからない場合は Trimble の販売代理店までお尋ねくださ 
い。 

 

 

Windows エラーレポート 
 

ハンドヘルドまたは Trimble のフィールドソフトウェアに問題が発生し、終 
了することを知らせる Microsoft Windows のエラーレポートダイアログが表 
示されたら、エラーレポートを Microsoft に送信するか確認するメッセージ 
が表示されます。 

 

送信を押し、続いて表示されるリンクをクリックして下さい。さらに詳しい 
情報が送信されます。 

 

Trimble は、Microsoft に送信された情報にアクセスし、Trimble 3B/3D ハ
ンドヘルドの改善に役立てることができます。 
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使用開始前の予備知識 
 

本節では、Trimble 3B/3D ハンドヘルドの主な機能について説明し、ハン
ドヘルドの使用を開始するに当たって必要な情報を提供します。 

 
 

Trimble 3B/3D ハンドヘルド各部の名称 

以降のページではハンドヘルド各部の名称を示しています。 
 

 
電源ボタン 

受話口 （LED サラウンド） 
 

外付け GPS  

アンテナポート 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ソフトキー 

 
カメラボタン 

リセットボタン マイク 
 

 
開始 

 

図 1.1 Trimble 3B/3D ハンドヘルド - 正面 
 

各キーの機能は下記の通りです : 
 

キー 詳細 

開始  Windows Embedded Handheld のスタート画面を表示します。 

カメラ カメラアプリケーションを開始します（ 83 ページの「カメラ 

の使用」参照）。 

ソフトキー 初期設定では、これらのキーはメニューバーの左右ソフトキー 

と同じ働きをします。  

 または特定のアクションを実行するようにキーをプログラミン 

グできます。キーをプログラミングするには、ボタン コント 
ロールを使用します（ 35 ページの「ボタン」参照）を。 

 

 ヒント – ハンドヘルドの電源を切らずに、画面とキーを ロックするには、デバイスロック 
オプションを使用します（ 37 ページの「デバイスのロック」参照）。 
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スタイラスと  

ハンドストラップ 
 

ミニ USB ソケット 

スタイラス 

電源コネクタ 

 
図 1.2 Trimble 3B/3D ハンドヘルド – 底面 

 

 
 

カメラフラッシュ 

（Trimble 3D のみ） 

 
カメラレンズ スピーカ 

 

 
 

背面カバーのロック 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 1.3 Trimble 3B/3D ハンドヘルド - 背面 

 
 

ハンドヘルドの電源の入れ方 
 

Trimble 3B/3D ハンドヘルド には充電式リチウムイオンバッテリが同梱さ
れています。 

注記 – バッテリは、初めてご使用になる前に完全に充電して下さい。バッ 
テリを 6 ヶ月間以上使用しなかった場合も、ご使用前に充電して下さい。 
バッテリを完全に充電するには、約 4 時間かかります。 

 

注記 – 低温時、Bluetooth ワイヤレス機能や Wi-Fi 接続の使用時、または 
セルラーモデムの使用時には、バッテリ電力を余分に使用しますので、バッ 
テリの寿命が短くなり、次の充電が必要になるまでの期間が短くなります。 
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AC アダプタの安全性 
 

 警告 – AC アダプタを安全に使用するには : 
- Trimble 3B/3D ハンドヘルド用の AC アダプタを必ずご使用下さい。別の 

AC アダプタを使用すると、ハンドヘルドが破損したり、保証が無効になったりする場合が 

 あります。AC アダプタを他の製品に使用しないで下さい。 

- アダプタの入力電圧がご使用地域の電圧や周波数とあっているかどうか確認して下さい。 

- アダプタの先端がご使用の地域のコンセントの形状にあっているか確認して下さい。 

– AC アダプタを水のある屋外の場所で使用しないで下さい。AC アダプタは屋内の使用専用に 

 設計されています。 

- 使用していない時は AC アダプタを電源から抜いて下さい。 

- 出力コネクタをショートさせないで下さい。 

– 本製品にはユーザが整備できる部品はありません。 

– AC アダプタが破損した場合は、新しい Trimble AC アダプタと交換して下さい。 
 

 
 

バッテリの安全 
 

 警告 – 充電式リチウムイオンバッテリを破損させないで下さい。破損したバッテリは破裂し 
たり発火したりすることがあり、怪我や物的損害につながる恐れがあります。 

怪我や物的損害を防ぐには : 

- 破損しているように見えるバッテリの使用または充電はおやめ下さい。破損の兆候として 

 は、変色、変形、バッテリ液漏れなどがありますが、これらに限定されません。 

– 機器をヒータ、その他の発熱装置など、熱源のそばで、保管または放置しないで下さい。 
または車両のダッシュボードの上などの 70 度を超える温度の場所にさらさないで下さい。 

 極端に高い温度に熱せられると、バッテリのセルが破裂または湾曲することがあり、引火 

 する危険があります。 

- バッテリを水に浸けないで下さい。 

- 暑い時期には、バッテリの車内での使用・保管はおやめ下さい。 

- バッテリを落としたり、穴を開けたりするのはおやめ下さい。 

- バッテリを開けたり、接触部をショートさせたりしないで下さい。 

 
 警告 – 充電式リチウムイオンバッテリから液漏れしているように見える場合は、触らないで 

下さい。バッテリ液は腐食性で、触ると怪我や物的損害の原因となることがあります。 

怪我や物的損害を防ぐには : 

- バッテリから液漏れしている場合は、バッテリ液に触らないで下さい。 

- バッテリ液が目に入ったら、ただちにきれいな水で洗い流し、  

直ちに医療機関に相談してください。目をこすらないで下さい。 
- バッテリ液が皮膚や服についたら、ただちにきれいな水で洗い流して下さい。 

 
 警告 – 充電式リチウムイオンバッテリは、必ず指示の通りに充電・使用して下さい。バッテ 

リを無認可の機器で充電または使用すると、破裂したり発火したりすることがあり、怪我や 

物的損害につながる恐れがあります。 
怪我や物的損害を防ぐには : 
- 破損、または液漏れしているように見えるバッテリの使用または充電はおやめ下さい。 

- リチウムイオンバッテリは必ず充電用に指定された Trimble 製品で充電して下さい。 
バッテリ充電器に付属の説明書の指示に必ず従って下さい。 

- バッテリが過熱したり、焦げた臭いを発している場合は充電を中断して下さい。 

- リチウムイオンバッテリは必ず指定の Trimble 製品で使用して下さい。 

- バッテリは意図された用途にのみ使用し、製品説明書の指示に従って使用して下さい。 
 
 

バッテリの取付けと取外し：  

バッテリをハンドヘルドに挿入するには : 
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1. ハンドヘルドの背面にあるふたのロックを反時計回りに回し、ロック 
を解除します。ふたを手前に引いて取り外します。 

2. バッテリを挿入するには、バッテ 
リのラベル面を上にして左側から 
斜めに入れます。バッテリが平ら 
になり、所定の位置に納まるとカ 
チッと音がします 

 

3. ふたを閉めるには、ふたの下の部 
分を入れてから上の部分を閉めま 
す。最後に上の部分が所定の位置 
に納まるとカチッと音がします。 
ロックを時計回りに回してふたが 
開かないようにします。 

バッテリパックの取外し方法 : 

4. ハンドヘルドの背面のふたを外し、バッテリの右側を手前に引きます。 
 
 

 注意 – ハンドヘルドは、バッテリを取り出した状態では防水・防塵になっていません。バッ 
テリを取り外す時間はできるだけ短くし、必ず屋内や車内などの保護された環境で行って下 

さい。 
 

 
 

バッテリの充電 
 

バッテリはハンドヘルド内で充電します（ 18 ページ参照）。充電するには、 
以下のうちのいずれかを実行します : 

• AC 電源アダプタをハンドヘルドの電源ソケットにつなぎ、それからア 
ダプタをコンセントに差し込みます。ハンドヘルドには国際規格アダ 
プタキットが付属しています。 

 

• オプションの車両電源アダプタをハンドヘルドの電源ソケットにつな 
ぎ、それからアダプタを車両の電源に差し込みます。 

• ミニ USB ケーブルをハンドヘルドにつなぎ、ケーブルのもう一端をコン 
ピュータにつなぎます。 

注記 – USB はコンセントや車両電源よりも給電量が低い場合があるた 
め、ミニ USB ケーブルを使用するとハンドヘルドの充電に時間がかか 
る場合があります。また残量がゼロになったバッテリを充電している 
場合、ハンドヘルドの起動や操作に通常よりも時間がかかります。 

ハンドヘルドが電源に接続されると、ホーム画面 のバッテリアイコンが 

  に変わります。残量の無くなったバッテリをフルになるまで充電するに 
は約 4 時間かかります。ハンドヘルドは充電中でも使用できます。 
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電源ボタンの周りにある電源 LED は、下記の通りにバッテリの残量、充電ス 
テータスを示します : 

 

電源 LED の状態 ハンドヘルドとバッテリの状態 

バッテリ電源 消灯 オフ（一時停止モードまたは電源が切れている場合）。 

 消灯 オンで、バッテリ残量あり。 

 点滅 赤色 オンで、バッテリ残量低（10% 未満）。 

外部電源 点滅 緑色 充電中 

 点灯 緑色 充電完了。 

 

フルに充電したバッテリを高温で保管しないで下さい。詳しい情報につきま 
しては 14 ページの「保管」をご参照下さい。 

注記 – バッテリが連続的に電力をハンドヘルドに供給し続けると、バッテ 
リの寿命が著しく短くなります。この問題を回避するには、バッテリに充電 
が必要な時にだけハンドヘルドを外部電源につなぎます。完全に充電した ら、
外部電源から取り外し、通常の使用によってバッテリが放電するように して
下さい。 

 

 

バッテリ残量の確認  

機器の使用中にバッテリ残量を確認するには、ホーム画面のタイトルバーを 

タップし、プルダウンリストから  をタップします。 

表示されるパワーマネジメントメニューには、 

バッテリ タブがあります。 
 

ハンドヘルドが外部電源から充電されると、バッ 
テリアイコンがホーム画面で  に変わります。
アイコンをタップするとバッテリ残量を見ること
ができます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

バッテリ残量 低 警告  

バッテリ残量によって以下の通知が表示されます : 

• 15%：ホーム画面のタイトルバーのバッテリアイコンが に変わりま 
す。 

 

• 10%：ハンドヘルドの電源 LED が赤色に点滅し、メインバッテリの残量 
が低いことを知らせるメッセージがハンドヘルドに表示されます。 

 

• 5% ：メインバッテリの残量が少ないことを知らせるメッセージがハン 
ドヘルドに表示されます。 

こうしたメッセージが表示されたらバッテリを充電して下さい。 
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省電力 
 

ハンドヘルドのバッテリ は、充電しなくても丸一日動作可能ですが、電力 
の消費を抑えるために以下を実行して下さい : 

• ハンドヘルドを使用していない時は、自動的にオフになるように設定 
します。詳しい情報につきましては 22 ページの「一時停止モード」 
をご参照下さい。 

 

• 一定時間ハンドヘルドに操作が行われなかった場合にバックライトが 
自動的にオフになるように設定します。詳しい情報につきましては 
39 ページの「バックライト」をご参照下さい。 

 

• バックライトの輝度を低くします。詳しい情報につきましては 39 
ページの「バックライト」をご参照下さい。 

 

• 内蔵 Bluetooth や Wi-Fi 無線、またはセルラーモデムは、使用してい 
ない時には無効にします。詳しい情報につきましては 52 ページの 

「内蔵無線機の作動と停止」をご参照下さい。 
 

• GNSS データが不要な場合には、アプリケーションの「GNSS の切断また 
は無効化」コマンドを使用して GNSS 受信機から切断します。GNSS か 
ら切断すると、内蔵 GNSS 受信機はオフになり、電力を使用しなくなり 
ます。 

 

注記 – もし 5 分以内に再び接続する場合には、GNSS から切断しないで下さ 
い。GNSS アプリケーションが内蔵 GNSS 受信機を再起動するのに 30 秒かか 
りますので、切断すると再接続までに時間がかかってしまいます。 

 
 

ハンドヘルドのオンとオフ 
 

ハンドヘルドの画面になにも表示されていない時は、ハンドヘルドは一時停 
止モードか、またはシャットダウンしています。ハンドヘルドの電源を入れ 
るには、電源キーを短く押します（1 秒未満）。 

 

ハンドヘルドをオン、オフ、または一時停止モードにするには電源 キーを短 
く押します（1 秒未満）。ハンドヘルドの電力消費量は非常に低くなります 
が、Bluetooth、ワイヤレスセルラーモデム無線は有効のままにすることも 
できます（ 22 ページの「一時停止モード」参照）。 

 

ハンドヘルドを完全に シャットダウンするには、電源ボタンを長押しし、電 
源メニューが表示されたら、シャットダウンをタップします。実行中のアプリ 
ケーションはすべてシャットダウンします。ハンドヘルドは完全に停止しま 
す。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trimble 3B/3D ハンドヘルドユーザガイド 21 



 

 

 

電源メニューから使用できるオプションは以下の通りです : 
 

ボタン 用途 

パワーマネジメント 素早く電源設定メニューにアクセスします。  

バックライト設定 素早くバックライト設定メニューにアクセスします。 

シャットダウン ハンドヘルドを シャットダウンモードにします。アプリケーションは すべ 
てシャットダウンし、ハンドヘルドは完全に停止します。 

リセット ハンドヘルドを再起動します。ハンドヘルドがスタイラスに反応しない場 
合、またはキーパッドボタンに反応しない場合は、ソフトリセットして下さ 
い。さらに詳しい情報につきましては 23 ページの「ハンドヘルドのリセッ 
ト」をご参照下さい。 

画面の補正手順にアクセスします。または左のアプリケーションキーを押し 
ても画面の補正にアクセスできます。タッチパネルがスタイラスに正しく反 
応しないことがあったら、画面の補正手順を開始し、画面に表示される指示 
に従って下さい。 

 
 

一時停止モード 
 

電源キーを押すと、ハンドヘルドは一時停止モードになります。これは省電 
力モードで、主なメモリ内容を保存し、アプリケーションを実行し続けます 
が、ハンドヘルドの機能の操作はできません。ハンドヘルドは一見停止して 
いるように見えます。内蔵 GNSS 受信機はオフになり、GNSS を使用するアプ 
リケーションは切断されます。 

 

ワイヤレス無線がオンになっていたら、オフになりますが、Bluetooth とワ 
イヤレスセルラーモデム無線はオンのままです。ハンドヘルドは一時停止 
モードでも、Bluetooth またはセルラーモデム無線機を介してデータを受信 
できます。一時停止モードは、カレンダーのアラーム設定により自動的に通 
常モードに戻すことができます。 

 
 

 注意 – バッテリ電力を節約するには、ハンドヘルドを一時停止モードにする前に、ワイヤレ 
スマネージャを使用してワイヤレス無線機を停止します。 

 

 
一時停止モードの時にハンドヘルドを作動させるには電源キーを押します。 
ハンドヘルドはただちに作業開始可能になります。内蔵 GNSS 受信機および 
Wi-Fi 無線機が自動的に再度有効になるまでに約 30 秒かかります。 

 

ハンドヘルドが一定時間使用されなかった場合に、自動的に一時停止モード 
になるように設定することができます。初期設定では、3 分間操作されな 
かったら一時停止モードになります。 
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ハンドヘルドが一時停止モードになるまでの時間 
を変更するには : 

1. ホームまたはスタート画面のタイトルバー 
をタップし をタップします。表示され 
るパワーマネジメントには、バッテリ タブ 
があります。 

2. 詳細設定タブをタップします。 
 

3.  バッテリ使用時オプションから、使用され 
なくなってから画面の電源を切るまでの時 
間 のチェックボックスにチェックを入れ、 

時間をドロップダウンリストから選びます。 

4. OK をタップします。 
 
 

ハンドヘルドのリセット 
 

ハンドヘルドの 画面に何も映らない場合は、ハンドヘルドの電源が切れて 
います。電源ボタンを押すとハンドヘルドが作動します。 

ハンドヘルドがスタイラスに反応しない場合、またはキーパッドボタンに反 
応しない場合はリセットする必要があります。まずソフトリセットしてみて 
ハンドヘルドが応答しない場合は、ハードリセットを実行します。 

ハンドヘルドを工場出荷時の初期設定にリセットすることもできます。 
 

ソフトリセットの実行  

ソフトリセットは、コンピュータの再起動に似ています。ソフトリセット 

は、データを保存し、開いているすべてのアプリケーションを閉じてからハ 
ンドヘルドを再起動します。すべてのデータと設定はソフトリセットの後も 
保持されます。 

 

ソフトリセットを実行するには、スタイラスの先を使って軽くリセットボタ 
ンを押します。または、電源ボタンを長押しし、電源メニューが表示された 
ら、リセットをタップします。 

 

ハードリセットの実行  

ハードリセットはハンドヘルドに以前保存した設定とデータを保持します。 

しかし、未保存のデータは失われます。 
 

注記 – ハードリセットは、ソフトリセットを実行しても問題が解決しな 
かったときに限り、実行します。 

 

ハードリセットを実行するには、電源ボタンを長押しし、それからスタイラ 
スの先を使って軽くリセットボタンを押します。 
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工場出荷時の初期設定にリセット  

工場出荷時の初期設定へのリセットは、ハンドヘルドをもとの状態に戻す場 

合、またはソフトリセットとハードリセットを順次実行しても問題が解決し 
なかった場合に限り実行して下さい。 

 

 

 注意 – ハンドヘルドを工場出荷時の初期設定にリセットすると保存してあった すべての 
データ、インストールしてあったアプリケーション、設定が消去されます。ただし、ハンド 
ヘルドにもともとインストールされていたアプリケーションやデータ、またはメモリカード 
に保存されていたアプリケーションやデータは残ります。ハンドヘルドのオペレーティング 
システムの言語は変わりません。 

 

 
 注意 – メモリカードに暗号化されたファイルがある場合にハンドヘルドを工場出荷時の初期 

設定にリセットすると、ハンドヘルド上の暗号化キーは消去されます。従ってメモリカード 

上で暗号化したファイルはすべてロックされたままになり、読み取ることは不可能になりま 
す。さらに詳しい情報につきましては 26 ページの「メモリカード上のファイルの暗号化」 
をご参照下さい。 

 

 ヒント – 工場出荷時の初期設定へのリセットによって削除されたデータを素早く簡単に 修 
復するには、ハンドヘルドをリセットする 前に コンピュータとハンドヘルドを同期させて 

おきます。ハンドヘルドがリセットされたら、ハンドヘルドをコンピュータと同期させます。 

ハンドヘルドを工場出荷時の初期設定にリセットするには : 
 

1. 電源ボタンを長押しし、電源メニューが表示されたら、シャットダウンを 
タップします。 

2. ハンドヘルドのソフトキーを長押しします。 
 

3. ソフトキーを長押ししながら、電源キーも長押しすると、「Hive Clean」 
のメッセージが表示されます。 

 

4. スクリーンに表示される説明に従い、工場出荷時のリセットを続行し 
ます。 

 
 

データの保存 

ハンドヘルドには 2 種類のメモリがあります : 
 

• データ記憶用メモリは、コンピュータの 
ハードディスクに似ており、プログラムや 
データの保存に使用されます。 

 

• プログラム実行用メモリは、コンピュータ 
の RAM に似ており、プログラムの実行に使 
用されます。データの保存には使用できま 
せん。 

ハンドヘルドのメモリ容量を確認するには、 

   / 設定 / システム / メモリの順にタップし 
ます。「データ記憶量」および「プログラム実行 
用」のコラムが現在の空き領域と、すでに使用さ 
れている領域を表示します。 
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予めインストールされていたドキュメントファイルやプログラムファイルは 
電源切れやリセットでは失われません。しかし、うっかり削除したり、上書 
きすることによってデータを失う可能性はあります。 

 
 

 注意 – Windows Embedded Handheld 6.5 Professional オペレーティングシステムには ゴミ 
箱はありません。ハンドヘルドから 削除されたファイルは完全に削除されます。 

 

 
重要なデータは定期的に オフィスコンピュータへコピーして下さい。さら 
に詳しい情報につきましては 46 ページの「オフィスコンピュータへの接 
続」をご参照下さい。 

 

 

メモリカード 
 

この他の保存用メモリとして、データを メモリカードに保存することがで 
きます。microSD または microSDHC（大容量）メモリカードを使用すれば、 
microSD または microSDHC メモリカード対応のデバイス間で安全にデータを 
やり取りできます。 

 

注記 – Trimble 3B/3D ハンドヘルド は SDIO （SD 入出力）カー ドに対
応していません。 

 

 

 注意 – メモリ内カードスロットに埃や湿気があると機器の性能に影響し、Trimble の保証が 
無効になる場合があります。埃や湿気がメモリカードスロットに入らないようにするにはメ 

モリカードを挿入または取り出す際には、ハンドヘルドを埃のない屋内の面に置いて下さい。 
 

 
 

 注意 – 静電気はハンドヘルド内部の電子部品を破損させる恐れがあります。静電気による損 
傷を防ぐには、メモリモジュールのようなデバイス内の電子部品を触る前に、身体から静電 

気を放電させて下さい。塗装されていない金属面を触ると、静電気を放電することができま 
す。 

 
microSD または microSDHC メモリカードを挿入するには : 

 

1. ハンドヘルドの電源を切ります。21 ページの「ハンドヘルドのオンと 
オフ」をご参照下さい。 

2. 屋内の塵や埃がない面にハンドヘルドを伏せて置きます。 

3. バッテリ部のふたを取り外し、バッテリを取り出します。18 ページの 

「バッテリの取付けと取外し：」をご参照下さい。 

4. カードスロットカバーを左にスライドさせると、開きます。 

5. メモリカードをスワイプ面を下にしてスロットに入れます。 
 

6. カバーを下げ、右にスライドさせます。カードが所定の位置にロック 
されます。 

7. バッテリとバッテリカバーのふたを元に戻します。  

 アプリケーションで、名前をつけて保存 オプションを選ぶと、メモリ 
カードが使用可能な保存先のリストに表示されます。 
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注記 – メモリカードを取り外す可能性がある場合は、必要なデータやアプ 
リケーションをカードに保存しないで下さい。メモリカードに保存された デ
ータは、カードがハンドヘルドに挿入されている時しか使用できません。 

メモリカードをメモリカードスロットから取り出すには : 
 

1. ハンドヘルドの電源を切ります。21 ページの「ハンドヘルドのオンと 
オフ」をご参照下さい。 

2. 屋内の塵や埃がない面にハンドヘルドを伏せて置きます。 

3. バッテリ部のふたを取り外し、バッテリを取り出します。18 ページの 

「バッテリの取付けと取外し：」をご参照下さい。 
 

4. カードスロットカバーを左にスライドさせて開き、カードを取り出し 
たら、カードスロットカバーを下げ、右にスライドさせてロックさせ 
ます。 

5. バッテリとバッテリカバーのふたを元に戻します。 
 

メモリカード上のファイルの暗号化  

メモリカードが万が一紛失または盗難にあったときに大切なデータを守るた 

めに、ファイルを暗号化することができます。 
 

暗号化が有効になっている場合は、暗号化キーがハンドヘルドに保存されま 
す。ファイルはメモリカードにコピーまたは書き込まれる時に暗号化されま 
す。暗号化を有効にする前にメモリカードに保存されたファイルは、自動的 
には暗号化されません。 

 

注記 – 暗号化キーはハンドヘルドに保存されているので、暗号化された 
ファイルは、暗号化が実行されたハンドヘルドでしか読むことができません。
ほかの Trimble 3B/3D ハンドヘルド やオフィスコンピュータを含めて、ほ
かのデバイスで暗号化されたファイルを解読することはできません。 

 
 

 注意 – ハンドヘルドを工場出荷時の初期設定にリセットすると、暗号化キーが削除され、ハ 
ンドヘルドからメモリカード上の暗号化ファイルは一切読み取れなくなります。従って暗号 

化したファイルはすべてロックされたままになり、どのデバイスからも読み取ることは不可 
能になります。暗号化されたファイルが読めなくなることを防ぐには、オフィスコンピュー 
タなどの別のデバイスを重要なデータの第一保存先とし、重要なファイルの暗号化を制御し 
ます。 

 
メモリカード保存時にファイルの暗号化を有効にするには : 

1.  / 設定 / システム / 暗号化をタップします。 
 

2. カードに保存されたファイルの暗号化 チェックボックスにチェックを 
入れます。 

注記 – 暗号化されたファイルは、暗号化が実行されたハンドヘルド上では 
普通のファイルとして表示されます。メモリカードが別のデバイスに挿入さ 
れると、.menc のファイル拡張子がついた名前で表示され、開くことができ 
ません。 
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カードに保存されたファイルの暗号化 チェックボックスにチェックを入れ 
ます。 

注記 – 暗号化を無効にしても、メモリカード内の既に暗号化されたファイ 
ルはもとに戻りません。しかし新規にメモリカードに保存されるファイルは 
暗号化されません。 

メモリカード内にすでに保存されているファイルを暗号化するには : 
 

1. ファイルをハンドヘルドの内部メモリか、オフィスコンピュータに 
コピーします。 

2. ハンドヘルドで暗号化が有効になっているか確認します。 
 

3. ファイルをメモリカードに再度コピーします。ファイルはメモリカー 
ドに書き込まれる時に暗号化されます。 

ファイルを 復号して他の機器からも読み取れるようにするには : 
 

1. メモリカードをハンドヘルドに挿入し、ハンドヘルドをオフィスコン 
ピュータ（ 46 ページの「オフィスコンピュータへの接続」を参照） 
に接続します。 

 

2. 暗号化されたファイルをメモリカードからオフィスコンピュータへコ 
ピーします。 

3. 復号されたファイルをハンドヘルドで使用するには、ファイルをオ 
フィスコンピュータからハンドヘルドのメインメモリへ再びコピーし 
ます。 

 

4. 復号されたファイルをメモリカードに保存するには、ハンドヘルドの 
暗号化が無効になっていることを確認してから復号されたファイルを 
オフィスコンピュータからハンドヘルドへコピーします。 

 
 

SIM カードの挿入と取り出し 
 
 

 注意 – SIM カードと保存データは傷つけたり、折り曲げたりするとすぐに損傷を受けます。 
カードの挿入時と取り出し時には十分気を付けてください。 

 

 
 

 注意 – SIM カードスロットに埃や湿気があると機器の性能に影響し、Trimble の保証が無効 
になる場合があります。埃や湿気が SIM カードスロットに入らないようにするには、SIM 

カードを挿入または取り出す際には、ハンドヘルドを埃のない屋内の面に置いて下さい。 
 

 
 

 注意 – 静電気はハンドヘルド内部の電子部品を破損させる恐れがあります。静電気による損 
傷を防ぐには、メモリモジュールのようなデバイス内の電子部品を触る前に、身体から静電 

気を放電させて下さい。塗装されていない金属面を触ると、静電気を放電することができま 
す。 
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SIM カードを挿入、または取り出すには : 
 

1. ハンドヘルドの電源を切ります。21 
ページの「ハンドヘルドのオンとオ 
フ」をご参照下さい。 

 

2. 屋内の塵や埃がない面にハンドヘル 
ドを伏せて置きます。 

 

3. バッテリ部のふたを取り外し、バッ 
テリを取り出します。18 ページの 

「バッテリの取付けと取外し：」を 
ご参照下さい。 

 

4. SIM カードを図の通りに金色の接触面を下向きにした状態で挿入また 
は取り出します。 

5. バッテリとバッテリカバーのふたを元に戻します。 
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Windows Embedded Handheld オペレーティングシステムの使用 
Trimble 3B/3D ハンドヘルドは Windows Embedded Handheld 6.5 

Professional オペレーティングシステムを搭載しています。ホーム画面の 
主な部分とスタート画面は下図の通りです。 

 

タイトルバー  

重要なシステム機能のステータスア 

イコンが表示されます。 
 

 
 
ホーム画面  

ハンドヘルドの各キーの機 

能にアクセスします。アイ 

テムを開くにはスクロール 

し、タップします。 
 
 
 
 

 
スタートボタン  

タップするとスタート画面を 

開き、プログラムやシステム 

制御にアクセスできます。 

タイトルバー  

アプリケーション、メニュー、通 
知などにアクセスするタッチ操作 
可能なタイルが表示されます。 

 

 
 
 
 
 
 

スタート画面  

タップしてメニュ

ーのアイテムを開

きます。 
 

 
 
 
 
 
 

機器のロック  
タップして画面をロック 
します。いったんロック 
されたら、現在のステー 
タスに応じていくつかの 
ロック解除の方法があり 
ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
プルダウンリスト  
タイトルバーの上をタップす 
ると、タイトルバープルダウ 

ンリストが開きます。そこか 
ら接続機能制御（ワイヤレス 
マネージャ）、バッテリ情報、 
日付時刻設定、音量などにア 

クセスできます。 

接続機能アイコン  

どちらかのアイコンをタップ 
してワイヤレスマネージャに 
アクセスします。 
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ステータスインジケータ 

以下のステータスインジケータが画面上のタイトルバーに表示されます : 
 

 

バッテリステータスインジケータ 
 

アイコン 詳細 

バッテリ残量 フル (81-100%) 

バッテリ残量 高 (61-80%) バ

ッテリ残量 中 (41-60%) バッ

テリ残量 低 (16-40%) 

バッテリの残量が非常に低いです (15% 以下 ) 

バッテリ充電中／外部電源使用中 

 

ホーム画面またはスタート 画面のタイトルバーのバッテリステータスアイ 
コンはバッテリの充電状態を示します。タイトルバーをタップし、プルダウ 
ンリストから アイコンをタップして電源制御ダイアログにアクセスし 
ます。 20 ページの「バッテリ残量の確認」をご参照下さい。 

 

 

ネットワークとモデムのステータスインジケータ 
 

アイコン  

 
コンピュータの ActiveSync または Windows Mobile® Device Center (WMDC) に接続し 
ました 

Bluetooth が有効な電話に接続しました 

ActiveSync または WMDC から切断しました 

Bluetooth が有効な電話から切断しました 

Wi-Fi 無線機がオンです 

Wi-Fi が検出されました  

ワイヤレスネットワークに接続しました 

セルラーモデム信号の強さが最大です  

セルラーモデム信号がありません  

セルラーモデムがオフになっています  

セルラーサービスがありません  

セルラーモデムサービスのサーチ中  

セルラーモデムを使用してデータの送信中 

SIM カードがありません 

UMTS ネットワークを使用できます 

UMTS ネットワークに接続中 

UMTS 接続が有効です 

3G+ ネットワークを使用できます  

アナログネットワークを使用できます 

EDGE ネットワークを使用できます 

EDGE ネットワークに接続中 

EDGE 接続が有効です 
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アイコン  

GPRS ネットワークを使用できます 

GPRS ネットワークに接続中 

GPRS 接続が有効です 

HSDPA ネットワークを使用できます 

HSDPA ネットワークに接続中 

HSDPA 接続が有効です 

 
ホーム画面または スタート 画面のタイトルバーのネットワークとモデムス 
テータスアイコンは各無線機の状態を示します。タイトルバーをタップし、 
プルダウンリストから または のアイコンをタップします。接続ま 
たは電話のダイアログで、ワイヤレスマネージャ を選択し、無線を有効ま 
たは無効にします。 

 

 

スピーカステータスインジケータ 
 

アイコン 詳細  

スピーカがオンです 

スピーカがオフです 

 

ホーム画面または スタート画面のタイトルバーのバッテリステータスアイ 
コンはスピーカの状態を示します。タイトルバーをタップし、プルダウンリ 
ストから アイコンをタップして音量を調節したり、スピーカをオンま 
たはオフにします。 

 
 

予めインストールされたプログラム 
 

Trimble 3B/3D ハンドヘルド に予めインストールされたプログラムは下記
の通りです : 

 
プログラム 機能 

ActiveSync ハンドヘルドとコンピュータ間での情報の同期 
 

  Adobe Reader LE PDF 文書を閲覧できます。 

  時計とアラーム 時計とアラームをセットします。 

電卓 基本的な計算機能を実行します。 

予定表  予定の記録を保持したり、会議 の手配を行ったりします。 

連絡先 友人や同僚の記録 を保持します。 

エクスプローラ ファイルを表示および 管理します。 

Internet Explorer  World Wide Web を閲覧します。 

Messenger インスタントメッセージを Windows Live ™ Messenger から送信し 
ます。 

メモ 手書き、タイプ入力、または録音したメモを作成します。 
 

  画像とビデオ 画像を撮影、閲覧、編集したり、ビデオクリップを録画または再 
生します。 

デバイスの検索 ファイルを検索するかハンドヘルドにアイテムを保存します。 
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プログラム 機能 

仕事 仕事 の記録を残します。 

Windows Live メール、SMS、インターネット検索などの Windows Live サービス 
に アクセスします。 

Windows Media Windows Media® または MP3 音声ビデオファイル 

電子メール 電子メールを作成、送信、受信 します。 

Trimble 3D ハンドヘルドでは SMS 機能にもアクセスできま 

す。 

Office Mobile 2010 

（Trimble 3D ハンドヘルド
のみ） 

 
  SMS 

（Trimble 3D ハンド 

ヘルドのみ） 

電話 

（Trimble 3D ハンドヘルド
のみ） 

フラッシュライト 

（Trimble 3D ハンドヘルド
のみ） 

次の Office Mobile アプリケーションへのアクセスを提供します 

:Excel® Mobile 2010、PowerPoint® Mobile 2010、OneNote® 

Mobile 2010、SharePoint WorkSpace Mobile 2010、および Word 
Mobile。 

SMS の 送受信と作成  

電話機能にアクセスします。 

 

フラッシュとして LED フラッシュを使用します。 

 

 
 

ハンドヘルドの操作方法 
 

ハンドヘルドを操作するには、スタイラス、または指でタッチパネルの項 
目をタップしたり、上下にスクロールします。 

 
動作 説明 

タップ : スクリーンを一回タップすると、項目や選択オプションを開きます。 

タッチ & 

ホールド 

1 つの項目上でスタイラスをタップ＆ホールドすると、その項目から利用できる 
動作がリスト表示されます。ポップアップメニューから実行したいアクション 
をタップします。 

ドラッグ スタイラスでスクリーンをタップしながらドラッグすると、テキストや画像を 
選ぶことができます。複数の項目を選択するにはリスト内にドラッグします。 

フリック スタイラスや指で画面をフリックすると、ページをめくったり、リストを上下 
にスクロールしたりできます。 

 
タッチ パネルがスタイラスや指の操作に正しく反応しなくなったら、再調 
整して下さい。さらに詳しい情報につきましては 38 ページの「画面」を 
ご参照下さい。 
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情報の入力 
 

使用プログラムによって、情報の入力方法がいくつかあります。詳細は下記 
の通りです : 

 
入力方法 詳細 

同期 Microsoft 接続管理ソフトウェアを使用すると、ハンドヘルドとオフィ 

スコンピュータ間で情報をやり取りできます。  

 さらに詳しい情報につきましては 46 ページの「オフィスコンピュータ 

への接続」をご参照下さい。 

タイプ入力 キーボード入力パネルを使用すると、画面に表示されたキーボードの 
キーをタップして文章入力できます。 

手書き入力 スタイラスペンを使用して、画面に直接手書きできます。 

録音 独立した録音ファイルを作成したり、メモに録音を埋め込んだりするこ 
とができます。 

 
 

画面キーボードの使用 
 

キーボードボタンは、すべてのア 
プリケーションのタイルバーに自 
動的に表示されます。 

 

キーボードを表示するには、キー 
ボードボタンをタップするか、ま 
たはアプリケーションのテキスト 
ボックスをタップします。 

 

文字を入力するには、指やスタイ 
ラスペンでキーボードのキーを  
タップします。フィールドにテキ 
ストを入力し終わったら、   を 
タップして入力済みテキストを承 
認し、次のフィールドへ移ります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
キーボードボタン 

 

 
テキスト 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
キーボード 

 

特殊文字を 入力するには をタップして数字や記号が含まれるキー  
ボードを表示します。通常のキーボードに戻るには、  を再度タップし

ます。 
 

キーボードを 非表示にするには、キーボードアイコンをもう一度タップし 
ます。 

 
ヒント – キーを 拡大表示するには、  / 設定 / 個人 / 入力をタップします。入力方法 
リストから、キーボードを選択し、大きいキーをタップします。 
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画面に手書き入力  

メモなどのアプリケーションでは、スタイラスで 

手書き入力ができます。 
 

1.   をタップし、それからメモアイコン 
をタップします。 

2. メニューアイコン    をタップします。 

3. 描画を選択します。 
 

4. スタイラスペンを使用して、画面上に文字 
や図を手書きします。 

 
 
 
 
 

録音の作成  

ハンドヘルドにはマイクが内蔵されており、独立した音声メモを作成した 

り、録音をメモに埋め込んで音声メモを普通のメモと同じように使用するこ 
とができます。 

スクリーンショットを撮影するには : 
 

1.   をタップし、それからメモアイコンも 
タップします。 

 

2. メニューアイコン をタップします。 

3. 次のうちのいずれかを行ってください : 
 

– 独立した録音ファイルを作成するには、 
メモのリストを表示している画面で、 

録音ボタン    をタップして録音を開 
始します。 

 

– 録音をメモに埋め込むには、メモファ 
イルを作成、または開き、録音ボタン 

  をタップして録音を始めます。 
 

4. 録音が終了したら、停止ボタン  をタ
ップします。 

 

独立した録音ファイルを作成する場合に 
は、メモリストにアイコンが表示されま 
す。 

 

開いたメモに録音を埋め込む場合には、ア 
イコンがメモに表示されます。OK をタップ 
し、メモリストに戻ります。 
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録音ファイルを 再生するには、メモリストに表示されている録音ファイル 
をタップするか、またはメモを開いてから、メモ上の   アイコンをタップ 
します。 

 
 

ハンドヘルドのカスタマイズ 
 

設定 メニューを使用してハンドヘルドをカスタマイズすることができます。 
以下は使用可能な制御の例です。 

 

 

ボタン 
 

個人 設定の中にある ボタン 制御を使用すると、左右のアプリケーション 
キーを押した時に実行したい動作を割り当てることができます。 

 

初期設定では、これらのキーはタイトルバーの左右タイルと同じ働きをしま 
す。または特定の動作を実行するようにキーをプログラミングできます。 

 

アプリケーションボタンは、以下の種類の動作のうちの 1 つを実行するよう 
にプログラミングすることができます。 

 

• 選択されたアプリケーションの実行（電子メール、または予定表な 
ど）。 

 

• OK もしくは閉じるボタン、またはスクロールボタンのようにソフト 
ウェアボタンとして動作。 

 

•  ホーム 画面に戻ったり、コンテキストメニューや入力パネルを表示 
するなど、予め選択された画面や、その一部の画面を表示。 

ボタン 制御を開くには : 

•  / 設定 / 個人 / ボタンをタップします。 

特定のボタンの動作を指定するには : 

1. プログラムボタン タブをタップします。 

2. リストからボタンを選択してタップします。 
 

3. 割り当て ドロップダウンリストから、ボタ 
ンを押した時やソフトキーをタップしたとき 
に実行したい動作を選びます。 

4. OK をタップします。 
 
 
 
 

 
ホーム 

ホーム設定を使用し、ホーム画面を制御するデザインテーマを変更したり、 

ホーム画面に表示される項目をカスタマイズします。 
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表示 
 

テーマを使用して ホーム画面の背景画像や、タイトル、タイトルバー、メ 
ニュー、メールなどの色をカスタマイズできます。 

デザインテーマを変更するには : 

1.   / 設定 / ホームをタップします。 

2. デザイン タブをタップします。 

3. 次のうちのいずれかを行ってください : 
 

– 予め定義されているテーマを使用するに 
は、リストから選択します。 

– ホーム画面の背景に使用する画像を選ぶ 
には、この画面を背景に使用する オプ 
ションをオンにします。参照 をタップし 
てハンドヘルドの中のファイルを検索し 
ます。 

4. OK をタップします。 
 

 
項目 

以下から選択できます : 
 

• Windows 標準 ホーム 画面では、リスト表示されたメニューをフリック 
してスクロールでき、メール、SMS、現在時刻、Internet Explorer な 
どの機能にアクセスできます。 

 

• ホーム画面に表示されるアイテムや表示される順番をカスタマイズし 
ます。 

標準ホーム画面表示を使用するには : 

1.   / 設定 / ホームをタップします。 

2. アイテム タブをタップします。 

3. Windows 標準 オプションをオンにします。 

4. OK をタップします。 
 

ホーム画面に表示されるアイテムをカスタマイズ 
するには : 

1.  / 設定 / ホームをタップします。 

2. アイテム タブをタップします。 
 

3. ホーム画面のアイテムを表示または非表示に  
 するには、チェックボックスをチェックまたはクリアにします。 

 

4.  上へ移動 と 下へ移動 ボタンを使用してアイテムがホーム画面に表示さ 
れる場所を選択します。 

5. OK をタップします。 
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、 

 

時刻と日付の設定 
 

1. ホーム画面で 時計アイテム またはタイトル 
バーをタップし、プルダウンリストから時計 
アイコンをタップします   。時計とアラー 
ム 画面が表示されます。 

2. 時刻 タブをタップします。 
 

3. タイムゾーン フィールドで、ドロップダウ 
ンリストからタイムゾーンを選択します。 

 

4. 日付 フィールドで、下向きの矢印をタップ 
し、正しい日付を選択します。 

ヒント – カレンダーが表示されたら、正しい月と年を選択し 
てタップします。 

 

5. 時刻 フィールドで、時、分、秒の値をタッ  
 プし、上下矢印をタップして正しい時刻に合わせます。 

 

 

デバイスのロック 
 

ロック アイコンを スタート 画面からタップすると、ハンドヘルドを起 
動させたままで 画面と キーパッドをロックします。 

 

ハンドヘルドがロックされると、解除されるまで画面とほとんどのキーが反 
応しなくなります。電源キーは例外で、押されると必ず反応します。 

GNSS 受信機などのような外部デバイスとの通信や、GNSS フィールドソフト 
ウェアが使用する外部センサはハンドヘルドのロックによって干渉されるこ 
とはありません。従って、ハンドヘルドがロックされていても、GNSS フィ
ールドソフトウェアは使い続けることができます。例えば、特徴間を安全に
移動するためにデバイスをロックしても、ソフトウェアを GNSS 受信機に接
続し続けられるので、GNSS 位置を記録し続けることができます。 

 

新しい通知があると、ロック画面には様々なアプリケーション用に複数の 
ロック解除スライダが表示されます。例えば、新着のメールがあると、メー 
ルのロック解除スライダが表示され、メール機能に直接アクセスできます。 

 

デバイスのロックを解除するには、アプリケーションの ロ
ック解除 アイコンをスライドさせると、そのアプリケー 
ションに直接アクセスできます。 

 

 
 

データを保護するために、ハンドヘルドが起動するたびにパスワードの入力 
を求めるように設定することができます。  / 設定 / ロック をタップし、 
パスワードを設定したり、設定を変更したりします。 

 

 

電源 

電源制御を開くには、以下のうちのいずれかを実行します : 
 

• ホームまたは スタート 画面のタイトルバーをタップし をタップ 
します。 
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•    / 設定 / 電源をタップします。 

バッテリ タブをタップしてバッテリ残量をチェックします（ 20 ページの 

「バッテリ残量の確認」参照）。 
 

詳細設定 タブをタップすると、ハンドヘルドがオフになるまでのアイドル 
時間を設定することができます（ 22 ページの「一時停止モード」参照）。 

 

 

音と通知 
 

音と通知 を使用すると、スピーカ音量やシステム の音を設定できます。音 
と通知 制御を開くには : 

•    / 設定 / 音と通知をタップします。 

音を出す、または消すには : 

1. サウンド タブをタップします。 
 

2. 各カテゴリの音を有効または無効にするに 
は、チェックボックスにチェックを入れたり 
外したりします。 

 

3. 画面をタップしたとき または ボタンを押し 
たとき チェックボックスを選択する場合は、 
小 または 大 オプションで、音量を調節で 
きます。 

4. OK をタップします。 
 

音を カスタマイズするのに、予め定義されている  
パターンを使用したり、独自にパターンを作成したりできます。 

パターンを指定するには : 

1. 通知 タブをタップします。 
 

2. イベント ドロップダウンリストから、イベ 
ントを 1 つ選択します。 

3. そのイベントの通知方法を選択します。 

4. OK をタップします。 
 
 
 
 
 
 

 
画面 

 

画面制御を仕様して タッチパネルを補正したり、画面上の文字の表示方法 
を変更します。画面 制御を開くには : 

•  / 設定 / システム / 画面をタップします。 
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画面設定を変更するには : 

1. 全般 タブをタップします。 
 

2. 画面の向きを変更するには 、向きグループ 
から選択します。 

 

3. 画面の補正手順を開始するには、 画面の補 

正をタップします。 

4. OK をタップします。 
 

注記 – 画面を補正するには、電源 ボタンを 1 秒間 
押し、電源メニューが表示されたら   をタップ
します。 

 

ClearType フォントスムージングを使用すると、文 
字が画面上で見やすくなります。 

 

注記 – ClearType は、Ｊuno シリーズハンドヘルドでは初期設定で有効に 
なっています。 

ClearType を有効にするには : 
 

1. ClearType タブをタップしてから、ClearType を有効にする チェック 
ボックスをオンにします。 

2. OK をタップします。 

画面に表示される文字 の大きさを 変更するには : 

1. 文字サイズ タブをタップします。 
 

2. スライダ（つまみ）をタップし、左に移動す 
ると文字が小さくなり、右に移動すると大き 
くなります。 

 

スライダの下のサンプルテキストが文字の実 
際の表示サイズを表します。 

3. OK をタップします。 
 
 
 
 
 

バックライト  

バックライトは、周りが暗い時に画面を見やすくしますが、電力を多く使用 

します。バックライトの省電力設定を行うには、バックライト 制御を使用 
します。バックライト 制御を開くには : 

•  / 設定 / システム / バックライトをタップします。 
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バックライトが自動的にオフになるように設定す 
るには : 

1. ハンドヘルドがアイドル状態の時で、バッテ 
リ電源を使用している時にバックライトをオ 
フにするように設定するには、バッテリ タ 
ブをタップします。バックライトを消すまで 
のアイドル時間 チェックボックスをオンに 
し、ドロップダウンリストから時間を選択し 
ます。 

 
 
 
 
 
 

2. ハンドヘルドがアイドル状態の時で、外部電 
源を使用している時にバックライトをオフに 
するように設定するには、外部電源 タブを 
タップします。バックライトを消すまでのア 
イドル時間 チェックボックスをオンにし、 
ドロップダウンリストから時間を選択しま 
す。 

3. OK をタップします。 
 
 
 
 
 
 
 
 

明るさを変更するには : 

1. 明るさ タブをタップします。 
 

2. スライダをタップし、左に移動するとバック 
ライトが暗くなり、右に移動すると明るくな 
ります。 

3. OK をタップします。 
 
 
 
 
 
 

 
電子メール 

 

電子メールは、Trimble 3B/3D ハンドヘルドによる電子メールの送受信に
使用します。電子メールはメールの 受信トレイに相当します。 
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メールを使用するには下記のいずれかを行います : 

• オフィスコンピュータの Microsoft Exchange または Microsoft 

Outlook® とメールを同期させる 
 

• インターネットサービスプロバイダやネットワークを介して メール 
サーバに直接接続して メールを送受信する 

 
メールの同期 

ハンドヘルドとコンピュータのメールを同期 させることができます。 
 
 

 注意 – ハンドヘルドでメールを削除すると、次回同期させたときにコンピュータからも同じ 
メールが削除されます。 

 

 
メールを同期するには、Microsoft ActiveSync（Windows XP 用）または 
WMDC（Windows Vista または Windows 7 用）で受信トレイの同期を有効にし 
て下さい。さらに詳しい情報につきましては、オフィスコンピュータから 
ActiveSync ヘルプまたは WMDC ヘルプをご参照下さい。 

同期中の動作 : 
 

• 電子メールがオフィスコンピュータの Exchange や Outlook からハンド
ヘルドの電子メールフォルダにコピーされます。初期設定では、受信
後 3 日以内のメールで、各メールは長さ 100 行まで、添付ファイルは 
100KB 未満のもののみが受信されます。 

 

• ハンドヘルドの送信トレイに入っているメールは Exchange や Outlook
に送られ、これらのプログラムから送信されます。 

• Outlook の他のメールフォルダのサブフォルダに入っているメールも
同期するには、そのフォルダを指定して同期させます（ActiveSync ま
たは WMDC を使用）。 

 

同期された Exchange または Outlook アカウントからメールを送受信するに 
は、ハンドヘルドをオフィスコンピュータへ接続します。同期は自動的に始 
まり、ハンドヘルドはメールを送受信します。 

 

 
メールサーバに直接接続 

 

オフィスコンピュータとメールを 同期させるほかに、メールサーバに直接 
接続してメールを送受信することもできます。 

 

メールを送受信するには、メールアカウントを 電子メールソフトウェアで 
行って下さい。 

注記 – ハンドヘルドを設定し、メールアカウントを使用するには、イン 
ターネット接続をセットアップして下さい。さらに詳しい情報につきまして 
は 57 ページの「Wi-Fi アクセスポイントに接続」、58 ページの 

「Bluetooth が有効なデバイスに接続」、または  65 ページの「Bluetooth が 
有効な電話に接続してインターネットにアクセス」をご参照下さい。 
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複数のメールボックスに接続する必要がある場合は、各接続ごとにサービ 
スを設定し、名前をつけて下さい。 

 

注記 – 電子メールソフトウェアがサポートしているプロトコルは、受信 
メールは POP3 と IMAP4、送信メールは SMTP のみです。 

電子メールサービス を設定するには : 

1.  / 電子メールをタップします。 

2. 電子メールの設定をタップします。 
 

3. ご使用のアカウントのメールアドレスを入力 
します。 

 

4. パスワードを入力します。パスワードを記憶 
させるには パスワードの保存をチェックし 
ます。 

5. 次へをタップします。 
 

6. インターネットからメールアカウントの接続  
 設定を自動的に取得する場合は、このチェックボックスをオンにしま 

す。 

7. 次へをタップします。 
 

8. 設定ウィザードの説明に従います。接続設定が自動的にインターネッ 
トからダウンロードされない場合は、インターネットサービスプロバ 
イダやネットワーク管理者から取得した接続情報を使用して設定を 
行って下さい。 

注記 – アカウント名は後で変更できません。 

9. 完了をタップします。 

10. OK をタップするとメールのダウンロードを開始します。 
 

 ヒント –  TerraSync™ データファイルをメールで受信するには、メールアカウントの設定を 
変更して下さい。設定の変更は、メニュー をタップし、オプションを選択して下さい。電子 
メールアカウント タブで、TerraSync ファイルを受信するのに使用するメールアカウントを 
タップします。メール設定 ウィザードが表示されます。次へ をタップし、ウィザードの最 
後のページまで進みます。メッセージのダウンロード制限 のドロップダウンリストから  

メッセージ全体を選択します。 
 

ハンドヘルドをメールサーバに接続すると、新着メッセージが電子メール 
フォルダにダウンロードされ、送信トレイにあるメールが送信され、メール 
サーバで削除されたメールが電子メールフォルダから削除されます。 

 

メールサーバから直接受信されたメールはオフィスコンピュータではなく 
サーバにリンクしています。ハンドヘルドでメールを削除すると、次回同期 
させたときにサーバからも同じメールが削除されます。 

 

作業はオンラインでもオフラインでもできます。オンラインの時は、メール 
サーバに接続中にメッセージを読み込んだり、返信したりできます。メール 
は、送信をタップするとただちに送信され、ハンドヘルド内のスペースをと 
りません。 
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オフラインの時は、メールサーバから新しいメールの件名のみ、またはメー 
ルの一部をダウンロードしたらいったん切断し、全体をダウンロードする 
メールを選ぶことができます。次に接続した時に、電子メールは指定した 
メールの全体をダウンロードし、作成されたメールを送信します。 

 

 

電話 
 

Trimble 3D ハンドヘルドは電話を かけたり 受けたりすることができます。
キーパッドを使用して番号をダイヤルするか、または連絡先リストから番号
を選択します。 

電話をかけるには : 
 

1. SIM カードが挿入されてるか確認します。27 ページの「SIM カードの 
挿入と取り出し」をご参照下さい。 

 

2. 電話がオンになっているか確認します。52 ページの「内蔵無線機の作 
動と停止」をご参照下さい。 

1. ホーム画面で以下のうちのいずれかを実行します : 

–  / 電話をタップします。 

– 電話のアイテムをタップし、もう一度タップします。 
 

2. 電話画面で以下のうちのいずれかを実行し 
ます : 

– キーパッドで電話番号をダイヤルし、 

通話をタップします。 
 

– キーパッドを非表示にするには    を 
タップし、通話履歴のリストから番号 
を選択します。 

 

または、左のソフトキーをタップし、必要な連絡 
先をタップして 通話をタップします。 

注記 – 通話中は、画面が自動的にロックされ、 
タッチパネルはロック解除（左）ソフトキーや通 
話終了（右）ソフトキーを使用するまで使用でき 
ません。 

電話に出るには通話ボタンか、左ソフトキーを押します。  

注記 – 電話に出る時には画面には何も表示されません。 

電話を切るには通話終了ボタンか、右ソフトキーを押します。 

 
電話の 設定 

 

注記 – 電話の設定と変更を行うにはハンドヘルドに SIM カード が必要で 
す。 
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着信パターン、着信音、キーパッドの操作音を変更できます。必要に応じ 
て、SIM カードに暗証番号（PIN) を設定したり、接続するネットワークの種 
類やネットワーク名を変更したりできます。 

1. 電話の設定にアクセスするには、以下のうちのいずれかを実行します 

: 
 

– ホーム画面のタイトルバーにあるモデムステータスアイコンを 
タップし、設定をタップします。 

–  / 設定 / 個人 / 電話をタップします。 

2. 次のうちのいずれかを行ってください : 
 

– サウンドタブを選択し、着信パターン、着信音、キーパッドの操 
作音を設定します。 

– セキュリティー タブを選択し、暗証番号（PIN）の設定や変更を 
行い、電話を使用する度に暗証番号入力を求めるようにハンドへ 
ルドを設定します。暗証番号の設定に関するさらに詳しい情報は 

53 ページの「Trimble 3D ハンドヘルドの暗証番号（PIN）を設定」
をご参照下さい。 

– GSM/UMTS タブを選択し、接続するネットワークの種類を選択しま 
す。初期設定では、GSM/UMTS が選択されており、電話はどちらか 
使用可能な方に接続されます。または、ドロップダウンリストか 
ら GSM か UMTS を選択することもできます。 

 

– ネットワーク タブを選択すると、接続中のネットワークを確認し 
たり、手動でネットワークを選択したりできます。 

 

 

SMS 
 

Trimble 3D ハンドヘルドの電話の機能を使用して SMS（テキストメッセ
ージ）を送受信できます。 

 

1. SIM カードが挿入されてるか確認します。27 ページの「SIM カードの 
挿入と取り出し」をご参照下さい。 

 

2. 電話がオンになっているか確認します。52 ページの「内蔵無線機の作 
動と停止」をご参照下さい。 

3. 次のうちのいずれかを行ってください : 

• SMS を 送信するには : 
 

a. ホーム画面で、SMS を選択します（SMS: x 件の未読メッセージ、 
または新着メッセージはありません )。または  / SMS をタップ 
します 

b.   / 新着をタップします。 
 

c. 連絡先を入力するには、カーソルが 宛先 フィールドで点滅して 
いるか確認し、以下のうちのいずれかを行います : 
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– キーボードを使用して電話番号を入力 
します。 

 

– メニュー / 宛先の追加を選択し、連絡 
先から番号を選びます。 

d. 本文のフィールドをタップし（カーソ 
ルが点滅します）、キーボードを使って 
文章を入力します。 

 

e.   をタップしてメッセージを送信し 
ます。 

 
 
 
 

• SMS フォルダにアクセスするには : 
 

a. ホーム画面で、SMS を選択し（SMS: x 
件の未読メッセージ、または新着メッ 
セージはありません )、もう一度タッ
プします。 

b. 受信トレイの矢印をタップします。 
 

c. フォルダをタップするとメッセージを 
表示します。 
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オフィスコンピュータへの接続 
 

Trimble 3B/3D ハンドヘルド をオフィスコンピュータに接続し、情報、設
定、ファイルを転送したり、ソフトウェアをハンドヘルドにインストールし
たりできます。 

接続方法には、USB ケーブルと Bluetooth ワイヤレスリンクがあります。 
 
 

 注意 – ハンドヘルド底部にある USB ポートを使用する場合は、ポートが乾いた状態を保つよ 
うにして下さい。水によって損傷を受けると USB 接続ができなくなり、ハンドヘルドをオ 

フィスコンピュータに接続できなくなります。 
 

 
データを守るには、重要なデータは定期的に オフィスコンピュータへコ 
ピーして下さい。 

 
 

接続管理ソフトウェア 
 

Windows 搭載ハンドヘルドにソフトウェアをインストールしたり、ハンドヘ 
ルドとコンピュータ間でファイルを コピーしたりするには、デバイスをオ 
フィスコンピュータに接続して下さい。コンピュータのオペレーティングシ 
ステムにより、以下の接続ソフトウェアを使用します : 

 

• Windows 7 または Windows Vista® の場合は、Windows Mobile デバイス 
センター (WMDC) を使用して接続を管理します。 

 

• Windows® XP または 2000 の場合は、ActiveSync を使用して接続を管理し 
ます。 

 

注記 – Windows Mobile デバイスセンターや ActiveSync は、ハンドヘルドを 
接続する前に 必ずコンピュータにインストールして下さい。 

 

この接続管理ソフトウェアはオフィスコンピュータのアプリケーションをハ 
ンドヘルドに同期させることもできます。 

 
 

 注意 – ハンドヘルドの空き容量はオフィスコンピュータと比べると小さいです。ハンドヘル 
ドをオフィスコンピュータ上のサイズの大きいデータに同期させてしまうことを防ぐには、 

パートナーシップをつくらずにハンドヘルドに接続するか、または同期する情報の種類や 
データサイズを制限して下さい。 

 

 
 注意 – データの同期はオフィスコンピュータとハンドヘルドで同じデータを保存することを 

意図しています。1 台のコンピュータでデータを削除すると、同じ情報がもう 1 台のコン 

ピュータからも削除されますので、再同期を実行する際はお気をつけ下さい。 

 
さらに詳しい情報は以下のうちのいずれかをご参照下さい : 

 

•  48 ページの「Windows Mobile デバイスセンターを使用した接続の管 
理」 

• 48 ページの「ActiveSync を使用した接続管理」 
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Windows Mobile デバイスセンターのインストール 
 

Windows 7 と Windows Vista オペレーティングシステムは、Windows 
Enbedded Handheld の基本接続ドライバを含んでいます。このドライバによ 
り、ハンドヘルドからコンピュータにファイルを転送することができます。 

 

Windows Enbedded Handheld にソフトウェアをインストールするには、 
Windows Mobile デバイスセンターをオフィスコンピュータにインストール 
して下さい。 

 

Microsoft ウェブサイトから最新バージョンをダウンロードするには、 
www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx にアクセスして下さ 
い。 

 

 

ActiveSync のインストール 
 

Microsoft ウェブサイトから最新バージョンをダウンロードするには、 
www.microsoft.com/windowsmobile/activesync/default.mspx にアクセスし 
て下さい。 

 
 

ハンドヘルドをコンピュータへ接続 

Trimble 3B/3D ハンドヘルド をコンピュータへ接続 

1. ハンドヘルドとコンピュータの電源が入っていることを確認します。 
 

2. コンピュータに適切な接続管理ソフトウェアがインストールされてい 
るか確認します（ 46 ページの「接続管理ソフトウェア」を参照）。 

3. 接続を確立するには、以下のうちのいずれかを実行します : 

–          USB 接続を使用するには : 
 

a. USB データケーブルをハンドヘルドの USB ポートに接続しま 
す。 

 

b. USB データケーブルのもう一端をコンピュータの USB ポート 
に接続します。 

– ハンドヘルドの内蔵 Bluetooth 無線を使用して Bluetooth が有効な 
コンピュータにワイヤレスシリアルリンクを確立します。さらに 
詳しい情報は、 71 ページの「Bluetooth ワイヤレス機能を使用し 
てオフィスコンピュータへ接続」をご参照下さい。 

 

ハンドヘルドとコンピュータが接続されると、オフィスコンピュータ 
に表示されるウィンドウを通じて接続を管理できます。次のうちのい 
ずれかを行ってください : 

 

–  48 ページの「Windows Mobile デバイスセンターを使用した接続の 
管理」 

–          48 ページの「ActiveSync を使用した接続管理」 
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Windows Mobile デバイスセンターを使用した接続の管理 

1. ハンドヘルドをコンピュータ ( 47 ページを参照 ) へ接続 

2. 自動再生ウィンドウが表示されたら、ウィンドウを閉じて下さい。 
 

3. Windows Mobile デバイスセンターウィンドウは、接続済みメッセージ 
が表示されます : 

注記 – 接続が自動的に作成されない場合、ハンドヘルドの Windows Mobile 
デバイスセンターソフトウェアで有効になっている接続を確認します。さら 
に詳しい情報につきましては 88 ページの「トラブルシューティング」を 
ご参照下さい。 

4. 次のうちのいずれかを行ってください : 
 

– ファイル とデータをハンドヘルドとコンピュータ間で同期するに 
は、デバイスの設定をクリックし、画面に表示される説明に従い 
ます。 

– ハンドヘルドとコンピュータを同期せずにデータを転送するには 

デバイスを設定せずに接続するをクリックします。 
 

5. コンピュータとハンドヘルド間でファイルを転送するには、ファイル 
管理をクリックします。Windows エクスプローラのようなウィンドウ が
表示され、ハンドヘルドに保存されているファイルが表示されます。 
ファイルをコンピュータの別の場所にコピー＆ペーストしたり、コン 
ピュータからハンドヘルドにコピー＆ペーストします。 

 

6. ハンドヘルドへのソフトウェアのインストールについては、49 ページ 
の「ソフトウェアのハンドヘルドへのインストール」をご参照下さい。 

7.  ハンドヘルドからソフトウェアをアンインストールするには、プログ 
ラムとサービスをクリックし、プログラムの追加と削除をクリックし 
ます。 

 

 ヒント – プログラムの追加と削除 オプションがプログラムとサービスの中で表示されない  
場合は 詳細をクリックします。プログラムの追加と削除 オプションが表示されます。 

Windows Mobile デバイスセンターヘルプをご参照下さい。 
 

 ヒント – GPS Pathfinder Office オフィスソフトウェアがオフィスコンピュータにインストー
ルされている場合は、GPS Pathfinder Office ソフトウェアの接続マネージャユーティリティ 
を設定し、Trimble 3B/3D ハンドヘルド をコンピュータに接続すると自動的に検出するよう
にすることができます。それにより、自動的に TerraSync ソフトウェアからデータを転送し、
ディファレンレンシャル補正してから GIS にエクスポートすることができます。 さらに詳し

い情報につきましては、GPS Pathfinder Office ソフトウェアヘルプをご参照下さい。 
 

 

ActiveSync を使用した接続管理 
 

1. ハンドヘルドを コンピュータ へ接続 ( 47 ページを参照 )。同期設定 
ウィザード が表示されます。 

 

注記 – 接続が自動的に作成されない場合、ハンドヘルドの ActiveSync で有 
効になっている接続を確認します。さらに詳しい情報につきましては  88 
ページの「トラブルシューティング」をご参照下さい。 
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2. 次のうちのいずれかを行ってください : 
 

– ハンドヘルドとコンピュータ間で ファイルやデータを 同期する 
には、次へ 同期設定ウィザードの説明に従います。 

– ハンドヘルドとコンピュータを同期せずにデータを転送するには 

キャンセルをクリックしてウィザードを閉じます。 
 

3. Microsoft ActiveSync ウィンドウは接続済みというメッセージを表示し 
ます : 

4. コンピュータとハンドヘルド間でファイルを転送するには、エクスプロー

ラをクリックします。Windows エクスプローラのようなウィンドウが表
示され、ハンドヘルドに保存されているファイルが表示されます。ファ
イルをコンピュータの別の場所にコピー＆ペーストしたり、コンピュー
タからハンドヘルドにコピー＆ペーストします。 

 

5. ハンドヘルドへのソフトウェアのインストールについては、49 ページ 
の「ソフトウェアのハンドヘルドへのインストール」をご参照下さい。 

6. ハンドヘルドからソフトウェアを アンインストールするには、プログ 
ラムの追加と削除を ツール メニューから選択します。削除したいプ 
ログラムのチェックボックスをクリアにし、OK をクリックします。 

 

さらに詳しい情報につきましては、ActiveSync ソフトウェアヘルプをご参 
照下さい。 

 

 ヒント – GPS Pathfinder Office オフィスソフトウェアがオフィスコンピュータにインストー
ルされている場合は、GPS Pathfinder Office ソフトウェアの接続マネージャユーティリティ
を設定し、Trimble 3B/3D ハンドヘルド をコンピュータに接続すると自動的に検出するよう
にすることができます。それにより、自動的に TerraSync ソフトウェアからデータを転送し、
ディファレンレンシャル補正してから GIS にエクスポートすることができます。さらに詳しい
情報につきましては、GPS Pathfinder Office ソフトウェアヘルプをご参照下さい。 

 
 

ソフトウェアのハンドヘルドへのインストール 
 

開始する前に、ソフトウェアに付属しているインストールガイドをご参照下 
さい。 

ソフトウェアのインストールの中には、Windows Embedded Handheld 専用に 
設計されているものもあります。Windows Embedded Handheld にソフトウェ 
アをインストールするには : 

1. ハンドヘルドをコンピュータへ接続（ 47 ページを参照）。 

2. ハンドヘルドのフォルダにインストールファイルをコピ－します。 
 

3. ハンドヘルド上でそのフォルダを開きます。インストールセットアッ 
プファイルをタップ＆ホールドし、実行を選択します。 

 

4. インストール後に、メッセージが表示されたらハンドヘルドをソフト 
リセットします（ 23 ページを参照）。 
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CD で提供されているソフトウェアをインストールしたり、オフィスコンピ
ュータで実行するインストールセットアップとしてソフトウェアをインス 
トールするには : 

1. ハンドヘルドをコンピュータへ接続（ 47 ページを参照）。 
 

2. ソフトウェアが CD で提供されている場合は、ソフトウェア CD をオ 
フィスコンピュータに挿入します。 

3. インストールセットアップを実行します。 
 

4. メッセージが表示されたら、Windows embedded handheld のインスト
ールオプションを選択します。ソフトウェアがコンピュータにイン 
ストールされたら、自動的に ハンドヘルドに転送されます。 

 

注記 – メモリカードがハンドヘルドにインストールされている場合、カー 
ドもインストール先の選択肢として表示されます。ソフトウェアは、ハンド 
ヘルドのメモリカードではなく、本体のデータ記録用メモリにインストール 
して下さい。カードにインストールすると、カードをハンドヘルドから取り 
出してしまうとソフトウェアを使用できなくなります。 

 

5. インストール後に、メッセージが表示されたらハンドヘルドをソフト 
リセットします（ 23 ページを参照）。 
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内蔵無線機を使用して他のデバイスに接続 
Trimble 3B/3D ハンドヘルド は Wi-Fi 無線機と Bluetooth 無線機を内蔵し
ており、ネットワークや他のデバイスへの接続に複数のオプションがありま
す。さらに Trimble 3D ハンドヘルドはセルラーモデムも内蔵しており、デ
ータの送受信、電話や SMS も使用することができます。 

 

Wi-Fi や Bluetooth 無線、またはセルラーモデムを使用するには、まずこれ 
らを有効にします（下記の 内蔵無線機の作動と停止 を参照）。 

Trimble 3D ハンドヘルドの内蔵セルラーモデムは、地域の携帯電話サービ
スプロバイダのデータ接続を介してインターネットに接続し、VRS ™ ネット
ワークからのリアルタイム補正情報の受信、メッセージの送受信（メール、
SMS、インスタントメッセージなど）、オフィスとフィールド間でのファイ
ルやその他のデータのやり取りなどを行うことができます。 

ハンドヘルドの Wi-Fi 無線を使用し、Wi-Fi アクセスポイント（通称 ｈ 

「ホットスポット」）からインターネットや社内ネットワークに接続すること 
もできます。 

または、携帯電話から Bluetooth ワイヤレス機能を使用してインターネット 
に接続することも可能です。GeoBeacon™ 受信機、レーザ距離計、バーコード 
スキャナ（通常ハンドヘルドから 5 ～ 10m 以内）の Bluetooth が有効なデバ 
イスに直接接続することもできます。 

 

本節では、無線機や主な接続オプションを有効にする方法について説明しま 
す。以下の表を参考に、使用するワイヤレス接続タイプを決定し、その手順 
に従って下さい。 

 
接続方法 用途  参照先 

Trimble 3D セルラーモ
デム 

セルラーネットワークに接続 55 ページ 

Wi-Fi Wi-Fi アクセスポイントに接続 57 ページ 

Bluetooth ワイヤレス機 
能 

Bluetooth が有効な別のデバイスに接続（ペアリング、 
または非ペアリング接続） 

Bluetooth が有効な電話に接続してインターネットに 
アクセス 

58 ページ 

 
65 ページ 

Bluetooth が有効なシリアルデバイスに接続 70 ページ 

オフィスコンピュータへ接続して ActiveSync を使用 71 ページ 

他のデバイスとの間でファイルをビーム送受信 74 ページ 

Wi-Fi や Bluetooth ワイ 
ヤ レ ス 機 能 、 ま た は 
Trimble 3D セルラーモ
デム 

インターネット接続を介して社内ネットワークにアク 
セス 

75 ページ 

 

 
ワイヤレス無線機の無効化 

 

注記 – ご使用になる国で Trimble 3B/3D ハンドヘルドの無線の使 用が許可
されているかどうか分からない場合は、最寄りの Trimble 販売代理 店にお
尋ね下さい。 
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内蔵の Wi-Fi と Bluetooth 無線、またはそのいずれかを無効にしたり、再度 
有効 にしたりするには Radio Activation Manager ソフトウェアをご使用下 
さい。Radio Activation Manager ソフトウェアはオフィスコンピュータ上 
で実行します。 

 

最新のソフトウェアは Trimble のウェブサイトからダウンロードできます。 
www.trimble.com/support.shtml から、ご使用の受信機タイプ (Juno 3B ま
たは Juno 3D）をクリックし、Downloads をクリックします。さらに、Juno 
series、Radio Activation Manager の順にクリックします。 

 
 

内蔵無線機の作動と停止 
 

ワイヤレスマネージャを使用して Trimble 3B/3D ハンドヘルドの Wi-Fi 無
線機や Bluetooth 無線機、または Trimble 3D ハンドヘルドのセルラーモデ
ムをオンまたはオフにすることができます（下記の ワイヤレスマネージャ
の使用を参照）。 

 

Bluetooth 無線機は、Bluetooth アプリケーションからもオン・オフできま 
す（ 54 ページの「Bluetooth アプリケーションで Bluetooth をオンまたは 
オフにする」を参照）。 

 

Trimble 3B/3D ハンドヘルド を Bluetooth が有効な別のデバイスから検
出・接続可能にする方法は、55 ページをご参照下さい。 

 

 

ワイヤレスマネージャの使用 
 

ワイヤレスマネージャを使用して Trimble 3B/3D ハンドヘルドの Wi-Fi 無
線機や Bluetooth 無線機、および Trimble 3D ハンドヘルドのセルラーモデ
ムをオンまたはオフにすることができます。すべての無線機を同時にオン、
またはオフにすることもできますし、個別に制御することもできます。 

ワイヤレスマネージャを開くには、以下のうちのいずれかを実行します : 

• タイトルバーをタップし、無線機アイコンのいずれかをタップします。 

ワイヤレスマネージャをタップします。 

•     / 設定 / 接続 / ワイヤレスマネージャをタップします。 
 

Wi-Fi 無線機や Bluetooth 無線機をオンにし、別のデバイスやネットワーク 
に接続できる状態にします。 

 

SMS の送受信や電話を使用するには、Trimble 3D ハンドヘルドの電話機能
をオンにします。 

Wi-Fi 無線機、Bluetooth 無線機、および電話（Trimble 3D ハンドヘルドの
み）をオフにしてハンドヘルドがワイヤレス信号を送受信しないようにしま
す。 

 

 ヒント – 電力を節約するには、無線は必要な時以外はオフにして下さい。 
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ワイヤレスマネージャを使用して無線をオンまたはオフにする 
 

1. ワイヤレスマネージャを開きます（上記を 
参照）。 

2. 次のうちのいずれかを行ってください : 
 

注記 – 電話オプションがあるのは 
Trimble 3D ハンドヘルドのみです。 

 

– 画面上の すべて をタップすると、無線 
をオン、またはオフにします。 

– 無線機を個別にオン、オフにするには、 
Wi-Fi、Bluetooth、または電話をタップし 
ます。 

 

 
 

無線機がオンになると、Wi-Fi ボタン、Bluetooth ボタン、電話ボタンの 
下にあるステータスフィールドがオフから現在のステータスの表示に 
変わります。Wi-Fi ステータスフィールドは接続中 または利用可能、 
Bluetooth ステータスフィールドはオンまたは発見可能、電話ステータ 
スフィールドはオンまたは接続しているセルラーネットワーク名を表 
示します。 

3. ワイヤレスマネージャを終了するには をタップします。 
 

Wi-Fi 無線機をオンにすると、Wi-Fi アイコン がタイトルバーに表示さ 
れ、Wi-Fi 無線機が有効になっていることを示します。Wi-Fi ネットワーク 
が検出されると、2 つめのアイコン が表示され、左ソフトキーにネット 
ワーク検出の通知が表示される場合があります。 

 

 

電話の設定（Trimble 3D ハンドヘルドのみ） 
 

SIM カードに暗証番号（PIN）を設定するとデータの安全を守ることができ 
ます。この設定を行うと、電話を使用するたびに暗証番号（PIN）の入力を 
求められます。 

通常 SIM カードには、ワイヤレスサービスプロバイダから予め暗証番号 

（PIN）が設定されています。この PIN をまず入力して下さい。 
 

 
Trimble 3D ハンドヘルドの暗証番号（PIN）を設定 

PIN を設定するには、まず電話をオンにします。 

1. ワイヤレスマネージャを開きます（上記を参照）。 

2. メニュー / 電話 / セキュリティをタップします。 
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3. 常に暗証番号の入力を求めるようにするに 
は、電話の使用時に暗証番号（PIN）を要求 
をチェックします。 

 

4. ワイヤレスサービスプロバイダが予め割り 
当てた暗証番号（PIN）を入力します。 

5. OK をタップします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

暗証番号（PIN）を変更するには : 

1. 暗証番号の変更をタップします。 
 

2. 現在の暗証番号（PIN）を入力し、入力を 
タップします。 

 

3. 新しい暗証番号（PIN）を入力し、入力を 
タップします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bluetooth アプリケーションで Bluetooth をオンまたはオフにする 

1.  / 設定 / Bluetooth をタップします。 

2. モード タブをタップします。 
 

3. オンにするには Bluetooth をオンにする  
 チェックボックスをチェックし、オフにする 

にはクリアにします。 

4. OK をタップします。 
 

注記 – 内蔵 Bluetooth が無効になっている場合に 
Bluetooth をオンにしたり、デバイスを検出した 
りしようとすると、Bluetooth ハードウェアの問題
というメッセージが表示されることがあります。 
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ハンドヘルドを他の Bluetooth デバイスから検出可能にする 
 

Bluetooth が有効なデバイスが Trimble 3B/3D ハンドヘルドに接続すること
を許可したり、接続しようとしているデバイスにハンドヘルドが接続しない、
またはペアリングしない場合は、ハンドヘルドを検出可能 

（「発見可能」ということもあります）にする必要があります。 

ハンドヘルドが他のデバイスから 検出可能にするには : 

1.  / 設定 / Bluetooth をタップします。 

2. モード タブをタップします。 
 

3. Bluetooth をオンにするチェックボックスをチェックします。内蔵 
Bluetooth が有効になります。 

 

4. このデバイスを他のデバイスからも検出できるようにするチェック 
ボックスをチェックします。 

5. OK をタップします。 
 
 

モデムからセルラーネットワークへ接続（Trimble 3D のみ） 
 

Trimble 3D ハンドヘルドセルラーモデムを使用して、セルラーネットワー
クへ接続したり、インターネットや社内ネットワークにアクセスしたりでき
ます。このタイプの接続は、背景図サーバにアクセスしたり、インターネッ
トやメールにアクセスするのに使用します。 

セルラーネットワークへ接続するには以下を行って下さい : 

1. ネットワークへの接続設定 

2. セルラーネットワークに接続  

以下の手順を開始する前に次のことを実行して下さい : 

• ハンドヘルドが SIM カードが挿入されているか確認する。27 ページの 

「SIM カードの挿入と取り出し」をご参照下さい。 
 

• モデムが直接インターネットにアクセスできるか確認する。必要に応 
じてサービスプロバイダに連絡し、接続時にユーザ名、パスワード、 
ドメイン情報が必要かどうか確認する。 

 

• セルラープロバイダから正しい APN（アクセスポイント名）を取得して 
いるか確認する。 

 
ステップ 1 接続の設定を行います 

自動設定を行うには : 
 

1.    / 設定 / 接続 / ワイヤレスマネージャをタップします。電話が 
オフになっている場合は、オンにします。ワイヤレスマネージャを閉 
じます。 

2.    / 設定 / 接続 / 接続をタップします。 

3. 接続画面で、タスクタブから 接続を自動設定するをタップします。 
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デバイスには主要なセルラープロバイダ名と正しい接続設定のデータ 
ベースがあります。ハンドヘルドは SIM カードのベンダーを特定しよ 
うとします。 

 

4. SIM ベンダーが正しく認識されたら、次へをタップして進みます。接続 
設定が自動的に設定されます。この過程に約 30 秒かかります。 

SIM が自動検出されなかったり、ベンダー設定が不明の場合は、手動 
で設定する必要があります。以下の 手動設定を行うには : に進んで 
下さい。 

手動設定を行うには : 
 

1.    / 設定 / 接続 / ワイヤレスマネージャをタップします。電話
がオフになっている場合は、オンにします。 

2.    / 設定 / 接続 / 接続をタップします。 

3. 新しいモデム接続の追加をタップします。 

4. 接続に My Connection などの名前をつけます。 
 

5. モデムの選択 フィールドから 移動体通信網 を選択し、次へをタップ 
します。 

6. 携帯電話会社から提供されたアクセスポイント名を入力します（正し 
い設定についてはプロバイダにお尋ねください。複数の APN 設定があ 
るプロバイダもあります）。 

7. 次へをタップします。 
 

8. 必要に応じてユーザ名、パスワード、ドメイン情報を入力します。必 
要ない場合が多いためプロバイダに確認して下さい。必要ない場合は 
これらのフィールドは空欄にしておきます。 

9. 完了をタップします。 
 

 
ステップ 2: セルラーネットワークに接続 : 

 

1.    / 設定 / 接続 / ワイヤレスマネージャをタップします。電話が 
オフになっている場合は、オンにします。ワイヤレスマネージャを閉 
じます。 

2.    / 設定 / 接続 / 接続をタップします。 
 

3. タスクタブから 既存の接続を管理をタップします。設定された接続が 
リスト表示されます。 

4. 使用する接続をタップ＆ホールドします。ポップアップメニューから 

接続 を選択します。 
 

タスクバーには「接続中」アイコンが表示されます（例） 。接続が 
確立されると、タスクバーには「接続済み」アイコンが表示されます 

（例） 。表示されるアイコンはネットワークによって異なります。 

アイコンの全情報は 30 ページの「ネットワークとモデムのステータ 
スインジケータ」をご参照下さい。 
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接続したら、Internet Explorer などのアプリケーションを開いて接続をテ 
ストします。現在の接続が確立されていないと、アプリケーションの起動時 
に接続が自動的に行われる場合もあります。 

 
 

Wi-Fi アクセスポイントに接続 

Wi-Fi アクセスポイントに接続するには以下を行って下さい : 

1. Wi-Fi 接続を設定 

2. Wi-Fi ネットワークまたはアクセスポイントに接続 

注記 – ハンドヘルドに個人認証をインストールしている場合は、ステップ 
1 のようなワイヤレス接続を手動で設定する必要はありません。ネットワー 
クやアクセスポイントに接続するには ステップ 2: ネットワークまたはアク 
セスポイントに接続へ進みます。 

 

 
ステップ 1:Wi-Fi 接続の設定 

 

1. Trimble 3B/3D ハンドヘルドの Wi-Fi 無線機が有効になっているか確
認します（52 ページ参照）。 

2.    / 設定 / 接続 / ワイヤレスマネージャをタップします。 
 

3.  メニュー をタップし、Wi-Fi 設定を選択し 
ます。 

 

すでに設定されているネットワークは、 
ネットワークリストに表示されます。 

4. 新しいネットワークを追加するには、新規 
追加をタップします。既存のネットワーク 
の設定を変更するには、ネットワーク名を 
タップします。 

 

5. ネットワーク名やその他の接続情報を入力 
し、次へをタップします。 

6. 次のうちのいずれかを行ってください : 

– 認証を使用するには、認証 リストから方法を選びます。 
 

– データの暗号化を使用するには、データ暗号化 リストから方法を 
選びます。 

 

– ネットワークキーを自動的に使用するには、自動的に提供される 
キーを使用するチェックボックスをオンにします。または ネット 
ワークキー と キーインデックスを入力します。 

7. 次へをタップします。 
 

8. セキュリティーを強化するには、IEEE 802.1x ネットワークアクセス 
コントロールを使用チェックボックスをオンにし、認証情報を追加し 
ます。 

9. 完了をタップします。 
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ステップ 2: ネットワークまたはアクセスポイントに接続 
 

1. USB データケーブルを取り外します。取り外しませんと、USB 接続が 
Wi-Fi 接続に優先してしまいます。 

 

2. ネットワークまたはアクセスポイントの接続範囲内にハンドヘルドを 
移動します。 

 

Wi-Fi 接続が検出されたら、アクセスポイントアイコン   がタイト 
ルバーに表示され、左ソフトキーに通知メッセージが表示されます。 

アクセスポイントアイコンまたは通知が表示されない場合、ワイヤレ 
スマネージャを使用して Wi-Fi をいったんオフにし、再びオンにしま 
す。Wi-Fi がオンになると、接続範囲内にあるネットワークやアクセ 
スポイントが検出され、アイコンと通知が表示されます。 

 

3. タイトルバーのアクセスポイントアイコンや 通知をタップするか、ま 
たは左ソフトキーを押します。 

使用可能なネットワークを示すメッセージが表示されます。 
 

4. 接続するネットワークを選んだら OK をタップするか、または左ソフ 
トキーを押します。 

5. インターネット（または VPN 経由の社内ネットワーク ) または 社内 
ネットワーク を選択し、接続 をタップするか、または左ソフトキーを 
押します。 

 

6. ネットワークへログオン 画面が表示されたら、ユーザ名、パスワー 
ド、ドメイン情報を入力し、左ソフトキーの OK をタップします。 

 

ハンドヘルドがネットワークやアクセスポイントに接続されたら、Wi- 
Fi 接続済みアイコン がタイトルバーに表示されます。 

 

7. Windows Explorer Mobile または Internet Explorer などのプログラ 
ムを開始します。 

注記 – ネットワークやアクセスポイントから切断するには、ワイヤレス無 
線機をオフにします。タイトルバーをタップし、プルダウンリストの接続ア 
イコン をタップし、ワイヤレスマネージャ を選択し、Wi-Fi ボタンを 
タップします。 

 

 Wi-Fi 接続を削除するには、Wi-Fi 設定画面のワイヤレスタブからその接続をタップ＆ホール 
ドし、設定削除を選択します。 

 
 

Bluetooth が有効なデバイスに接続 
 

Trimble 3B/3D ハンドヘルド には Bluetooth 無線機が内蔵されており、接
続可能範囲内にある他の Bluetooth デバイスとワイヤレス接続を確立するの
に使用できます。 

 

Bluetooth 接続を使用すると、携帯電話やオフィスコンピュータ、他のハン 
ドヘルド、Bluetooth が有効なレーザ距離計、バーコードスキャナなどのデ 
バイスと通信できます。Bluetooth アダプタを使用する周辺機器なら、シリ 
アル接続や USB 接続の代わりに無線通信が可能です。 
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Trimble 3B/3D ハンドヘルド は Bluetooth クライアントデバイスとして動
作します。クライアントデバイスのコンセプトは下記の説明の通りです。 

 

 

Bluetooth デバイスにクライアントとして接続 
 

Trimble 3B/3D ハンドヘルド は、クライアント デバイスとして使用する
ことができます。クライアントデバイスは、接続範囲内にある Bluetooth ホ
ストデバイスが提供するサービス を使用します。一般的には ホスト デバ
イスはクライアントデバイスに情報を提供しますが、クライアントから接続
を行ったり、ホストデバイスに情報を提供したりする場合もあります。 

 

Trimble 3B/3D ハンドヘルド が Bluetooth クライアントとして接続する際
に使用するサービスには以下の物があります : 

 
サービス 詳細 

ダイヤルアップ  

ネットワーク (DUN) 

パーソナルエリア 

ネットワーク (PAN) 

ハンドヘルドを携帯電話やモデムに接続してダイヤルアップネットワーク 
やインターネットにアクセスします。 
 

Bluetooth ネットワークアクセスポイントまたはパーソナルエリアネット 
ワーク / ネットワークアクセス（PAN）プロファイルをサポートする電話に 
接続します。 

シリアルポート ハンドヘルドの RS-232 シリアル（COM）ポートをエミュレートします。 

ActiveSync コンピュータへの ActiveSync 接続を可能にします。 

入力デバイス (HID) ハンドヘルドをキーボードなどの物理的入力デバイスに接続します。 

ワイヤレスステレオ Bluetooth A2DP ヘッドフォンに接続します。 

 
クライアントは様々なホストから提供された複数のサービスに接続できま 
す。有効な接続の数は接続の速度に影響します。図 1.4 では、ハンドヘル 
ドが Bluetooth を使用して複数のタイプのホストデバイスに接続していま 
す。 
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図 1.4       Trimble 3B/3D ハンドヘルド Bluetooth クライアント接続 
 

図 1.4 では、点線の矢印がクライアントデバイスを表しており、Trimble 
3B/3D ハンドヘルド（= ホストデバイス）に接続しています。 接続に使用さ
れた Bluetooth プロファイル（またはサービス）は矢印の間に示されていま
す。例えば DUN サービスが 電話をかけるのに使用されており、シリアルポ
ート サービスが バーコードスキャナや レーザ 距離計へのシリアル接続に
使用されています。 

 

実線の矢印がデバイス間の情報の流れを示しています。例えば、Trimble 
3B/3D ハンドヘルド はクライアントとして次に接続します : 

 

• 携帯電話。ハンドヘルドは電話が提供する DUN または PAN ホストサー 
ビスを利用してインターネットおよび背景図データにアクセスします。 

 

• ラップトップコンピュータ、またはオフィスコンピュータ。 
ActiveSync サービスを使用してデバイス間の情報をやり取りします。 

• Bluetooth ヘッドフォン。ハンドヘルドは ワイヤレスステレオ ホスト 
サービスを使用してオーディオファイルやシステムサウンドを再生し 
ます。 

 

 

Bluetooth 接続の設定 
 

別の Bluetooth が有効なデバイスを Trimble 3B/3D ハンドヘルドと使用す
るには、Bluetooth 接続を 2 つのデバイス間で確立し、その際に接続に使用
するサービスのタイプを選択します。それによってデバイスの通信方法を定
義します。 

 

デバイス間で Bluetooth 接続が確立されたら、フィールドソフトウェア用の 
COM ポートやダイヤルする電話番号などの接続設定を行う必要がある場合が 
あります。そのうえで、適切なソフトウェアアプリケーションを使用して他 
のデバイスに接続して下さい。 
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Trimble 3B/3D ハンドヘルド を別の Bluetooth が有効なデバイスに接続す
るには、パートナーシップを作成した接続、またはしない接続のいずれかを
使用できます。 

注記 – 電話に接続する場合は、この部分は飛ばして、65 ページの 
｢ Bluetooth が有効な電話に接続してインターネットにアクセス」に進んで 
下さい。パートナーシップの作成手順が電話への接続手順の一部として説明 
されています。 

 

他のデバイスがパートナーシップに対応している場合には、パートナーシッ 
プを作成した接続を使用して下さい。パートナーシップを作成した接続はよ 
り安全で、再接続も容易です。さらに詳しい情報につきましては 

「Bluetooth が有効なデバイスとのパートナーシップ」をご参照下さい。 
 

デバイスによってはパートナーシップに対応していない場合もあります。デ 
バイスにキーボードが無い場合や、そのデバイスが自動的に予めプログラミ 
ングされたパスコードを交換しないことが分かっている場合にはパートナー 
シップを作成せずに接続して下さい。さらに詳しい情報につきましては 63 
ページの「パートナーシップを作成しないデバイスとの接続をセットアッ 
プ」をご参照下さい。 

 

Trimble 3B/3D ハンドヘルド を別のデバイスに接続するには、以下のうち
のいずれかを実行します : 

 

• Bluetooth が有効なデバイスとのパートナーシップを作成（以下を参 
照） 

• パートナーシップを作成しないデバイスとの接続をセットアップ（ 

63 ページを参照） 
 

 
Bluetooth が有効なデバイスとのパートナーシップ 

 

ハンドヘルドと別の Bluetooth が有効なデバイスとの間にパートナーシップ 
を作成すると、デバイス間にセキュリティーで保護された永続的な 接続が 
確立され、デバイス間で安全に情報をやり取りすることができます。パート 
ナーシップは、2 つのデバイスがパスコードを作成して交換することによっ 
て確立されます。いったんパートナーシップが確立されると、ハンドヘルド 
ともう一つの Bluetooth デバイスは Bluetooth 無線機がオンになっているだ 
けで情報をやり取りできます。他のデバイスに対して検出可能になっている 
必要はありません。 

Bluetooth デバイスとのパートナーシップを作成するには : 
 

1. パートナーシップを作成するハンドヘルドと Bluetooth デバイスの距 
離が 5ｍ 以内であること、およびそれぞれの Bluetooth 無線機がオン 
になっていることを確認します。 

 

2. Trimble 3B/3D ハンドヘルドで    / 設定 / Bluetooth をタップし
ます。 
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3. デバイス タブで、新しいデバイスの追加を 
タップします。ハンドヘルドは他の 
Bluetooth デバイスを検索し、リストに表 
示します。 

 

接続しようとしているデバイスがリストに 
載っていなかったら、デバイスがオンに 
なっているか、接続範囲内にあるかを確認 
し、最新の情報に更新 をタップしてデバイス 
を再度検索します。 

 

4. パートナーシップを作成するデバイス名を 
タップし、右のソフトキーの 次へ をタップ 
します。 

 

5. パスコード フィールドに 1 から 16 文字のパスコードを入力します。 
接続するデバイスによって以下を実行します : 

 

– キーバッド付きデバイスの場合は、任意のパスコードを入力しま 
す。 

– キーパッドのないデバイスで、予めプログラミングされたパス 
コードがある場合は、パスコードを Trimble 3B/3D ハンドヘル
ド に入力します。 

 

注記 – 文字に対応していないデバイスもあるので、パスコードには数字の 
みを使用して下さい。 

6. 次へをタップします。 
 

7. もう一つのデバイスでも同じパスコードの入力を求められたら、入力 
します。 

 

8. ハンドヘルドでもう一つのデバイスの名前をタップします。パート 
ナーシップ設定 画面が表示されます。 

9. 必要に応じてデバイス名を 表示名 フィールドで変更します。 
 

10. そのデバイスに使用するサービスを選択します。接続するデバイスに 
よって以下のサービスを使用します : 

 

– Bluetooth が有効な電話を使用してインターネットに接続し、リア 
ルタイム補正情報を受信したり、背景図をダウンロードしたりす 
るには、ダイヤルアップネットワーク（DUN）を選択します。 

 

– GeoBeacon 受信機やレーザ距離計などのシリアルデバイスに接続す 
るには シリアルポートを選択します。 

 

– コンピュータに接続して ActiveSync（または WMDC）にアクセスす 
るには ActiveSync を選択します。 

注記 – Windows embedded handheld には ActiveSync のみが表示されます。 
デスクトップコンピュータで WMDC を使用していても ActiveSync を選択し 
ます。 
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注記 – Trimble 3B/3D ハンドヘルドが接続可能なタイプのデバイスやサポ
ートされている Bluetooth サービスについてのさらに詳しい情報につきまし
ては、 59 ページの「Bluetooth デバイスにクライアントとして接続」をご
参照下さい。 

11. 保存をタップします。 

12. OK をタップして Bluetooth アプリケーションを終了します。 

13. をタップして 設定 画面を閉じます。 
 

これで Trimble 3B/3D ハンドヘルドともう一つの Bluetooth が有効なデバ
イスとの間にパートナーシップが作成され、通信可能になりました。この接
続を開始するには、接続のタイプを設定する手順を完了し、それからデバイ
スに接続して下さい。さらに詳しい情報につきましては、次をご参照下さい。 

 

•  65 ページの「Bluetooth が有効な電話に接続してインターネットにア 
クセス」 

• 70 ページの「Bluetooth が有効なシリアルデバイスに接続」 
 

•  71 ページの「Bluetooth ワイヤレス機能を使用してオフィスコン 
ピュータへ接続」 

 

 ヒント – パートナーシップを作成する必要があるのは、ハンドヘルドを別のデバイスに初め
て 接続する前のみです。 

 

 
パートナーシップを作成しないデバイスとの接続をセットアップ 

 

パートナーシップを作成しないデバイスとの接続のセットアップ手順では、 
パスコードの入力ができないデバイスや自動的に予めプログラミングされた 
パスコードを交換できないデバイスとも接続可能になります。 

 

Bluetooth が有効なデバイスにパートナーシップを作成せずに接続を確立す 
るには : 

 

1. 接続するハンドヘルドと Bluetooth デバイスの距離が 5ｍ 以内である 
こと、およびそれぞれの Bluetooth 無線機がオンになっていることを 
確認します。 

2.    / 設定 / Bluetooth をタップします。 
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3. デバイス タブで、新しいデバイスの追加を 
タップします。ハンドヘルドは他の 
Bluetooth デバイスを検索し、リストに表示 
します。 

 

4. 接続するデバイス名をタップし、次へ を 
タップします。 

パスコードの入力 画面が表示されます。 
 

5. パスコードを入力せずに 次へ をタップしま 
す。 

 

6. デバイスリストにデバイスを追加するよう 
に求められたら、いいえをタップします。 

 

7. ハンドヘルドでもう一つのデバイスの名前をタップします。パート 
ナーシップ設定 画面が表示されます。 

8. 必要に応じてデバイス名を 表示名 フィールドで変更します。 
 

9. そのデバイスに使用するサービスを選択します。接続するデバイスに 
よって以下のサービスを使用します : 

 

– Bluetooth が有効な電話を使用してインターネットに接続し、リア 
ルタイム補正情報を受信したり、背景図をダウンロードしたりす 
るには、ダイヤルアップネットワーク（DUN）を選択します。 

 

– GeoBeacon 受信機やレーザ距離計などのシリアルデバイスに接続す 
るには シリアルポートを選択します。 

 

– コンピュータに接続して ActiveSync（または WMDC）にアクセスす 
るには ActiveSync を選択します。 

注記 – Windows embedded handheld には ActiveSync のみが表示されます。 
デスクトップコンピュータで WMDC を使用していても ActiveSync を選択し 
ます。 

 

注記 – Trimble 3B/3D ハンドヘルドが接続可能なタイプのデバイスやサポ
ートされている Bluetooth サービスについてのさらに詳しい情報につきまし
ては、 59 ページの「Bluetooth デバイスにクライアントとして接続」をご
参照下さい。 

10. 完了をタップします。 

11. OK をタップして Bluetooth アプリケーションを終了します。 

12. をタップして 設定 画面を閉じます。 
 

これで Trimble 3B/3D ハンドヘルドともう一つの Bluetooth が有効なデバイ
スとの間にパートナーシップが作成され、通信可能になりました。この接続
を開始するには、接続のタイプを設定する手順を完了し、それからデバイス
に接続して下さい。さらに詳しい情報につきましては、次をご参照下さい。 

 

•  65 ページの「Bluetooth が有効な電話に接続してインターネットにア 
クセス」 
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• 70 ページの「Bluetooth が有効なシリアルデバイスに接続」 
 

•  71 ページの「Bluetooth ワイヤレス機能を使用してオフィスコン 
ピュータへ接続」 

 

 

Bluetooth が有効な電話に接続してインターネットにアクセス 
 

Trimble 3B/3D ハンドヘルド のお手持ちの機種にセルラーモデムが内蔵さ
れていない場合、ハンドヘルドの Bluetooth 無線で Bluetooth が有効な携帯
電話に接続し、それを介してインターネットに接続することができます。こ
のタイプの接続は、背景図サーバにアクセスしたり、インターネットやメー
ルにアクセスするのに使用します。 

 

注記 – 携帯電話によっては Bluetooth PAN（パーソナルエリアネットワー 
ク）サービスだけでなく、Bluetooth DUN （ダイヤルアップネットワーク） 
サービスに対応しているものもあります。DUN 接続の方がより一般的である 
ため、本節では Bluetooth が有効な電話とダイヤルアップネットワークを作 
成することを前提としています。PAN サービスのセットアップに関するさら 
に詳しい情報につきましては、 68 ページの「Bluetooth が有効な電話を介 
して Bluetooth PAN プロフィールを使用してインターネットに接続」をご参 
照下さい。 

 

Bluetooth DUN（ダイヤルアップネットワーク）を使用して :Bluetooth が有 
効な電話に接続するには 

 

1.  Trimble 3B/3D ハンドヘルド を Bluetooth が有効な電話に接続し、
それから接続をダイヤルアップネットワークに設定します。 

2. ダイヤルアップネットワークを使用してインターネットに接続します。 
 

3. その接続を使用するようにソフトウェアを設定します。例えば、イン 
ターネット上のソースから受信したマップデータを使用するには、 
GNSS フィールドソフトウェアを設定する必要があります。また接続を 
利用してメールを送受信するには電子メールアプリケーションを設定 
する必要があります。 

 

注記 – 以下の手順を始める前に、電話からインターネットに直接接続でき 
るか確認して下さい。Bluetooth ダイヤルアップネットワークを使用して外 
部デバイスを電話に接続する際に、ユーザ名、パスワード、ドメイン情報が 
必要かどうかは、携帯電話会社にお問い合わせ下さい。 

 

 
ステップ 1: ハンドヘルドを電話に接続し、接続をダイヤルアップネットワークに設 
定 

1. 接続するハンドヘルドと Bluetooth デバイスの距離が 5ｍ 以内である 
こと、およびそれぞれの Bluetooth 無線機がオンになっていることを 
確認します。さらに詳しい情報につきましては 52 ページの「内蔵無 
線機の作動と停止」をご参照下さい。 

2. ハンドヘルドで  / 設定 / 接続 / 接続をタップします。 

3. ISP 名の下にある新しいモデム接続の追加をタップします。 
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4. 接続名を入力します。例えば、電話または 
VRS ネットワーク名を入力します。 

5. モデムの選択 ドロップダウンリストから 

Bluetooth を選択し、次へをタップします。 

6. 接続する電話が : 
 

– リストに含まれていたら以下の ステッ 
プ 7 に進んで下さい。 

– リストに含まれていなかったら : 
 

a. 新しいデバイスの追加をタップし 
ます。ハンドヘルドは他の 
Bluetooth デバイスを検索し、リス 
トに表示します。 

 

ハンドヘルドの内蔵 Bluetooth 無線機がオフになっている場合 
は、自動的にオンになります。 

 

b. 使用可能なデバイスのリストから接続するデバイス名をタップ 
し、次へ をタップします。 

 

c. 電話とパートナーシップを作成するには、覚えやすい任意のパ 
スコードをハンドヘルドに入力して 次へをタップします。 

d. 電話にも同じパスコードを入力し、接続を承認します。 
 

e. Trimble 3B/3D ハンドヘルドで 詳細設定 をタップし、パー
トナーシップ設定画面を開きます。ダイヤルアップネットワ
ーク（DUN）が選択されていることを確認し、保存をタップし
ます。 

 

これで Trimble 3B/3D ハンドヘルドと電話との間にパートナー
シップが作成され、通信可能になりました。 

7. 接続済み リストから、接続を設定する電話を選びます。 

8. インターネットへの GPRS アクセス番号を入力します。 

GSM ネットワークの携帯電話への GPRS アクセス番号としては、 

「*99***1#」と「*99#」の 2 つが一般的です。これらの番号でアクセス 
できない場合は携帯電話会社に番号をお問い合わせ下さい。 

注記 – ダイヤルルールを設定したり、電話のインターネット接続設定を変 
更したりする必要はありません。ハンドヘルドに入力する接続設定は電話に 
伝わり、この接続に使用されます。 

9. 次へをタップします。 
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10. インターネットへのアクセスにユーザ名、パスワード、ドメイン情報 
の入力が必要であることが電話会社によって確認されている場合を除 
いて、この画面には何も入力せずに 完了 をタップします。 

または : 

a. 必要な情報を入力します。 
 

b. 電話会社によってボーレートや他の接続設定の変更を求められた 
場合は、詳細設定をタップし、これらの設定を行い、OK をタップし 
ます。 

c.  完了をタップします。  

接続 画面に戻りました。  

ダイヤルアップネットワーク接続を設定しました。 

 
ステップ 2: ダイヤルアップネットワークを使用してインターネットに接続 

1. ハンドヘルドで 接続 画面へ進みます（ / 設定 / 接続 / 接続）。 

2. ISP 名の下の 既存の接続の管理をタップします。 

3. 使用する接続をタップ＆ホールドし、接続を選択します。 
 

4. インターネットへのアクセスにユーザ名、パスワード、ドメイン情報 
の入力が必要であることが電話会社によって確認されている場合を除 
き、この画面には何も入力せずに OK をタップします。または、必要 
な情報を入力して OK をタップします。 

 

5. インターネットに接続するか確認するメッセージが表示されたら、接 
続を承認します。 

 

電話は設定された GPRS アクセス番号をダイヤルし、インターネットに 
接続します。 

接続が確立すると、ハンドヘルドに接続通知が表示されます。 

接続が確立すると、ISP 名 画面に戻ります。 

Trimble 3B/3D ハンドヘルドが電話に接続したことを確認したり、接
続のステータスをチェックしたりするには、タイトルバーをタップし、
プルダウンリストから接続アイコンをタップします。通知には現在の
接続名と接続が確立してからの経過時間が表示されます。 通知を非
表示にするには、非表示をタップします。 

 

注記 – 有効な Wi-Fi 接続がある場合は、接続アイコンが として代わり 
に表示されます。 

6. OK をタップし、 ISP 名 画面を終了します。 

7. OK をタップし、接続 / タスク 画面を終了します。 

8. をタップして 接続 画面を終了します。 接続ステータスを確認

するには、タイトルバーをタップし、プルダウンリス 

トから該当するステータスアイコンをタップします。 
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接続を終了するには、タイトルバーをタップし、プルダウンリストから該当 
するステータスアイコンをタップし、切断をタップします。 

 

社内ネットワークやイントラネットに接続するには 75 ページをご参照下 
さい。 

メールを送受信するには、 40 ページの「電子メール」をご参照下さい。 
 

 
ステップ 3:GNSS フィールドソフトウェアを設定し、インターネットソースから受信 
したデータを使用 

 

Trimble 3B/3D ハンドヘルド のインターネット接続が完了したら、接続を
使用してデータを受信するようにソフトウェアを設定する必要があります。 

Trimble フィールドソフトウェアにおいてリアルタイム補正情報を使用した 
り、背景図データを TerraSync ソフトウェアで使用する方法につきまして 
は、www.trimble.com から Trimble フィールドソフトウェアの説明書をご参 
照下さい。 

• TerraSync ソフトウェアについては 

http://www.trimble.com/mappingGIS/TerraSync.aspx?dtID=technical 

_support をご参照下さい。 
 

• GPS Controller ソフトウェアについては 
http://www.trimble.com/support_trl.asp?Nav=Collection-32054 を 
ご参照下さい。 

 

インターネットへの再接続  

接続の確立後、インターネットに再接続するには、ステップ 2: ダイヤル 

アップネットワークを使用してインターネットに接続 の 67 ページにリス 
ト表示されている手順を繰り返して下さい。 

 

 
Bluetooth が有効な電話を介して Bluetooth PAN プロフィールを使用してイ 
ンターネットに接続 

本節では、Bluetooth パーソナルエリアネットワーク（PAN）接続をセット 
アップし、Bluetooth が有効な携帯電話を使用してインターネットにアクセ 
スする方法を説明します。 

 

PAN サービスは、モデムを内蔵している Trimble 3D ハンドヘルドでは使用
できません。 

 

Bluetooth が有効な携帯電話との Bluetooth PAN 接続は、Bluetooth ダイヤ 
ルアップネットワーク（DUN）接続の確立と似ており（ 65 ページの 
「Bluetooth が有効な電話に接続してインターネットにアクセス」を参照）、 
ハンドヘルドからインターネットへのアクセスを可能にします。PAN 接続が 
携帯電話でサポートされている場合は、DUN 接続よりも、PAN 接続を使用す 
る利点は以下の通りです : 

• PAN 接続の方が簡単にセットアップできる。 
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• PAN 接続はハンドヘルドが一時停止やシャットダウンの状態から復帰
した時に自動的に再接続する。 

 

Bluetooth が有効な携帯電話への Bluetooth PAN 接続を使用してインター 
ネットにアクセスするには : 

 

1. Trimble 3B/3D ハンドヘルド と Bluetooth PAN プロファイルをサポ
ートする携帯電話との間にパートナーシップを作成します。 

2. ハンドヘルドの PAN 接続を有効にします。 
 

 
ステップ 1: 携帯電話とのパートナーシップ 

 

1. パートナーシップを作成するハンドヘルドと Bluetooth デバイスの距 
離が 5ｍ 以内であること、およびそれぞれの Bluetooth 無線機がオン 
になっていることを確認します。 

 

2. Trimble 3B/3D ハンドヘルドで     / 設定 / Bluetooth をタップ
します。 

 

3. デバイスタブで、新しいデバイスの追加をタップします。ハンドヘル 
ドは他の Bluetooth デバイスを検索し、リストに表示します。 

 

接続しようとしているデバイスがリストに載っていなかったら、デバ 
イスがオンになっているか、接続範囲内にあるかを確認し、最新の情 
報に更新 をタップしてデバイスを再度検索します。 

 

4. パートナーシップを作成するデバイス名をタップし、右のソフトキー 
の 次へ をタップします。 

5. パスコードフィールドに 1 から 16 文字のパスコードを入力します。 
 

注記 – 文字に対応していないデバイスもあるので、パスコードには数字の 
みを使用して下さい。 

6. 右のソフトキー 次へ をタップします。 
 

7. もう一つのデバイスでも同じパスコードの入力を求められたら、入力 
します。 

ハンドヘルドに パートナーシップ設定 画面が表示されます。 

8. 必要に応じてデバイス名を 表示名 フィールドで変更します。 
 

9. ネットワークアクセスポイント チェックボックスをオンにします。電 
話が提供する他のサービスのボックスはオフにしておきます。 

10. 右のソフトキーの 完了 をタップします。 
 

 
ステップ 2:PAN 接続の有効化 

 

1. ハンドヘルドの Bluetooth アプリケーションの PAN タブで、接続した 
携帯電話をドロップダウンリストから選び、PAN 接続の有効化 チェッ 
クボックスをオンにします 

 

PAN タブのステータスフィールドに接続の進捗状況が表示されます。 
ステータスフィールドが接続を示すまで待ちます。 
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2. 携帯電話を確認し、接続の承認を求められたら承認します。 

タイトルバーの または アイコンが に変わります。 

3. OK をタップして Bluetooth アプリケーションを終了します。 

4.   をタップして 設定 画面を終了します。 
 

5. ハンドヘルドに 接続の確立中 メッセージが表示されたら、インター 
ネット（または VPN を介した社内ネットワーク ) または 社内ネット 
ワーク を選択し、接続をタップするか、またはメッセージを無視しま 
す。 

 

6. Windows Explorer Mobile または Internet Explorer などのプログラ 
ムを開始します。 

接続ステータスを確認するには、タイトルバーをタップし、プルダウンリス 
トから該当する接続アイコンをタップします。Bluetooth PAN 接続が「ネッ 
トワークカード」として表示されます。 

接続を終了するには    / 設定 / Bluetooth をタップします。PAN タブで、 

PAN 接続の有効化 チェックボックスをオンにします。 
 

 

Bluetooth が有効なシリアルデバイスに接続 
 

Bluetooth ワイヤレス機能を使用し、レーザ距離計などの Bluetooth が有 
効なシリアルデバイスからデータを受信できます。 

Bluetooth が有効なシリアルデバイスに接続するには以下を行って下さい : 

1. Bluetooth が有効なシリアルデバイスに接続する。 

2. ハンドヘルドの COM ポートを接続に使用するように設定する。 
 

3. 必要に応じて GNSS フィールドソフトウェアを設定し、シリアルデバイ 
スから受信したデータを使用する。 

 
ステップ 1:Bluetooth が有効なシリアルデバイスに接続 

 

ハンドヘルドを Bluetooth が有効なデバイスに接続し、シリアルポート 
サービスを選択します（ 58 ページの「Bluetooth が有効なデバイスに接 
続」を参照）。 

 

 
ステップ 2: ハンドヘルドで使用する COM ポートを設定 

 

1. Trimble 3B/3D ハンドヘルドで    / 設定 / Bluetooth をタップし
ます。 

2. COM ポート タブをタップします。 
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3. 新しい発信ポートをタップします。 

4. 接続をセットアップするデバイスを選択し、 

次へをタップします。 
 

5. 接続に使用する Trimble 3B/3D ハンドヘル
ド の COM ポートを選択します。 

Trimble 3B/3D ハンドヘルド には 
Bluetooth が有効なシリアルデバイスの接続 
用に、5 つの COM ポート（COM0、COM1、 
COM2、COM3、COM8）があります。 

6. 次のうちのいずれかを行ってください : 
 

– 任意のデバイスと通信する場合、例え  
 ばパートナーシップを作成しないでデバイスと接続するには、安 

全な接続 チェックボックスをクリアにします。 
 

– ハンドヘルドとの Bluetooth パートナーシップのあるデバイスと
だけ通信するには 安全な接続 チェックボックスをオンにします。 

7. 完了をタップします。 

8. OK をタップして Bluetooth アプリケーションを終了します。 

9. をタップして 設定 画面を閉じます。 
 

 
ステップ 3:GNSS フィールドソフトウェアを設定し、シリアルデバイスから受信した 
データを使用 

Trimble 3B/3D ハンドヘルド と Bluetooth が有効なシリアルデバイスとの
接続が完了したら、接続を使用してデータを受信するようにソフトウェアを
設定する必要があります。 

 

TerraSync ソフトウェアでレーザ距離計やバーコードスキャナのような 
Bluetooth が有効な外部センサを使用する方法につきましては、 
http://www.trimble.com/mappingGIS/TerraSync.aspx?dtID=technical_supp 
ort の TerraSync ソフトウェアについての文書をご参照下さい。 

 
 

Bluetooth ワイヤレス機能を使用してオフィスコンピュータへ接続 
 

USB やシリアルケーブルを使用してオフィスコンピュータに物理的に接続 
する代わりに、Bluetooth が有効なオフィスコンピュータの Bluetooth ワイ 
ヤレス機能を使用して ActiveSync や Windows Mobile ﾃﾞﾊﾞｲｽセンターに接続 
することができます。 

 

注記 – ActiveSync 接続をサポートしていない Bluetooth デバイスや 
Bluetooth 管理ソフトウェアもあります。互換性につきましてはオフィスコ 
ンピュータのメーカーに確認して下さい。 

注記 – オフィスコンピュータによって必要な手順は異なることがあります。 
 

Bluetooth によって ActiveSync または WMDC を使用してオフィスコン 
ピュータからハンドヘルドに接続するには : 
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1. コンピュータへの接続のセットアップ 
 

2. Bluetooth ワイヤレス機能を使用して ActiveSync または WMDC に接続 
します。 

 
ステップ 1: コンピュータへの接続のセットアップ 

 

1. オフィスコンピュータの Bluetooth ユーザインターフェースから、コ 
ンピュータがほかの Bluetooth デバイスから検出可能な状態にします。 

2. オフィスコンピュータの ActiveSync または WMDC を設定し、 Bluetooth 
ポートに接続するようにします。オペレーティングシステムによって必
要な手順は異なることがあります。コンピュータのオペレーティングシ
ステムにより、以下の接続ソフトウェアを使用します。 

• Windows 7 または Windows Vista: 
 

a. オフィスコンピュータの スタート メニューから コントロールパ 
ネル / Windows Mobile ﾃﾞﾊﾞｲｽセンターを選択します。 

以前になんらかのデバイスに接続したことがある場合は（USB、ま 
たは他の接続方法で）、そのデバイス用に Windows Mobile デバイ 
スセンター画面が表示されます。その場合は Mobile デバイス設定 
を選択します。 

接続の設定 ダイアログが表示されます。 
 

 
 

b. 以下のいずれかの接続を有効にする チェックボックスを選択しま 
す。 

c. リストから Bluetooth を選び、OK をクリックします。 

• Windows XP: 
 

a. オフィスコンピュータの Bluetooth ユーザインターフェースから、 
Bluetooth シリアルポートまたはローカルサービスのバーチャル 
COM ポートを特定し、それが有効になっていることを確認します。 
例えばバーチャル COM ポートは COM5 です。 

b. オフィスコンピュータの ActiveSync を開始します。 

c. ファイル / 接続の設定を選択します。 
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接続の設定 ダイアログが表示されます。 
 

 
 

d. 以下のいずれかの接続を有効にする チェックボックスを選択しま 
す。 

 

e. リストから ステップ a で選択した COM ポートを選び、OK をク 
リックします。 

 

注記 – Trimble 3B/3D ハンドヘルドからオフィスコンピュータへの 
Bluetooth 接続をセットアップする前に、Bluetooth ホストシリアルポート
とオフィスコンピュータの ActiveSync を正しく設定して下さい。 

3. ハンドヘルドでは、  / 設定 / Bluetooth をタップします。 
 

4. デバイス タブで、新しいデバイスの追加をタップします。ハンドヘル 
ドは他の Bluetooth デバイスを検索し、リストに表示します。 

5. 接続するコンピュータ名をタップし、次へ をタップします。 
 

6. パスコードの入力を求められたら、覚えやすい任意のコードをハンド 
ヘルドに入力します。 

7. オフィスコンピュータにも同じパスコードを入力します。 
 

8. ハンドヘルドで、コンピュータから提供されているサービスのリスト 
から ActiveSync チェックボックスをオンにし、完了をタップします。 

注記 – オフィスコンピュータが Windows 7 や Windows Vista の搭載機で、 
WMDC を使用していても、ハンドヘルドのチェックボックスには ActiveSync 
と表示されます。 

 

これで Trimble 3B/3D ハンドヘルドとオフィスコンピュータとの間に
パートナーシップが作成され、通信可能になりました。 

9. OK をタップして Bluetooth アプリケーションを終了します。 

10. をタップして 設定 画面を閉じます。 

11. 接続するには以下の ステップ 2 へ進みます。オフィスコンピュータ 
が Windows 7 や Windows Vista の搭載機で、WMDC を使用していても、 
ハンドヘルドのチェックボックスには ActiveSync と表示されますの で
ご注意下さい。 
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ステップ 2:Bluetooth ワイヤレス機能を使用して ActiveSync に接続 
 

1.  Trimble 3B/3D ハンドヘルドで  / ActiveSync をタップします。 
 

注記 – Windows embedded handheld には ActiveSync のみが表示されます。 
デスクトップコンピュータで WMDC を使用していても ActiveSync を選択し 
て下さい。 

2. メニュー をタップし、Bluetooth を介した接続を選択します。  

 接続が開始されると、Trimble 3B/3D ハンドヘルドにステータスを示

すメッセージボックスが表示されます。 
 

3. オフィスコンピュータに接続されると、ハンドヘルドは ActiveSync ア 
プリケーションに戻ります。 

4. をタップして終了します。 
 

Wi-Fi が接続されると、ステータスバーの接続アイコンは 、また 
は を表示します。 

 

接続ステータスを確認するには、タイトルバーをタップし、プルダウ 
ンリストから該当する接続アイコンをタップします。 

 
 

接続を解除するには、ハンドヘルドの  / ActiveSync をタップし、メ 
ニュー / 切断を選択します。 

 
 

他のデバイスとの間でファイルをビーム送受信 
 

ハンドヘルドと別のデバイス間で、ファイル、連絡先、仕事、予定などを 
ビームで送受信することができます。。 

ビームされたファイルを別のデバイスから 受信 するには : 
 

1. Trimble 3B/3D ハ ン ド ヘ ル ド の 内 蔵 
Bluetooth 無線機が有効になっているか確
認します（54 ページ参照）。 

 

2.  / 設定 / 接続 / ビームをタップしま 
す。 

 

3. すべての着信ビームを受信する チェック 
ボックスをオンにし、OK をタップします。 

4. もう一つのデバイスがファイルをビームし 
ようとすると、ファイルを受信するかどう 
か確認するメッセージが表示されます。 
ファイルを受信するには Yes をタップしま 
す。 

 

注記 – すべての着信ファイルは自動的にハンドヘルドのマイドキュメント 
フォルダに保存されます。 
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ビームされたファイルを別のデバイスに 送信 するには : 
 

1. Trimble 3B/3D ハ ン ド ヘ ル ド の 内 蔵 
Bluetooth 無線機が有効になっているか確
認します（54 ページ参照）。 

 

2.  Trimble 3B/3D ハンドヘルドでファイル
エクスプローラを開き、送信するファイル
へ進みます。 

 

3. ファイルをタップ＆ホールドし、ファイル 
をビームするを選択します。ハンドヘルド 
は近くのデバイスを検索します。 

 

4. ファイルを送信するデバイス名をタップし 
ます。ファイルがそのデバイス宛に送信さ 
れます。 

 

ファイルの転送結果により、完了 または 失敗を報告するメッセージが 
表示されます。 

 

インターネット接続を 介して社内ネットワークにアクセス  

バーチャルプライベートネットワーク（VPN）接続を使用し、社内ネット 

ワークや イントラネットにアクセスすることができます。 

接続する前に、ネットワーク管理者から以下の情報を取得して下さい : 

• ユーザ名とパスワード 

• ドメイン名 

• ホスト名または VPN サーバの IP アドレス  

インターネット接続を介して社内ネットワークにアクセスするには : 

1. ハンドヘルドでインターネット接続をセットアップして下さい。 

2. VPN 接続をセットアップして下さい。 

3. 社内ネットワークまたはイントラネットに接続して下さい。 
 

 
ステップ 1: ハンドヘルドでインターネット接続をセットアップ 

次のうちのいずれかを行ってください : 
 

• アクセスポイントへ Wi-Fi 接続をセットアップする。さらに詳しい情報 
につきましては 57 ページをご参照下さい。 

• 内蔵セルラーモデム（Trimble 3D のみ）を使用してインターネットに
接続する。さらに詳しい情報につきましては 55 ページをご参照下さい。 

 

• Bluetooth が有効な電話を使用してインターネットに接続する。さらに 
詳しい情報につきましては 65 ページをご参照下さい。 
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ステップ 2: VPN 接続のセットアップ 

1. Trimble 3B/3D ハンドヘルドで、 

/ 設定 / 接続 / 接続をタップします。 
 

2. 社内ネットワークリストから 新しい VPN 
サーバ接続の追加をタップします。 

 

3. 新しい接続の作成ウィザードの指示に従い 
ます。 

4. 完了をタップします。 
 
 
 
 

 
ステップ 3: 社内ネットワークまたはイントラネットに接続 

 

社内ネットワークやイントラネットに接続するには、Internet Explorer を 
開きます。 

URL にピリオドが含まれているか否かにより、Windows Embedded Handheld 
オペレーティングシステムが自動的に VPN 接続を使用するか判断します。例 
えば、「www.trimble.com」という URL にはピリオドが含まれていますので、 
このウェブサイトへの接続は、VPN 接続を使用せずに行われています。しか 
し、ネットワークコンピュータまたはファイルサーバのアドレスにはピリオ 
ドが含まれていないので自動的に VPN 接続を開始します。 

 

VPN 接続を使用してピリオドを含む URL アドレスにアクセスする必要がある 
場合は、そのアドレスを社内ネットワーク内にある例外として指定します。 
例外として指定するには : 

1. / 設定 / 接続 / 接続をタップします。 

2. 詳細設定 タブをタップします。 
 

3. 例外をタップします。社内ネットワーク URL 
の例外 画面が表示されます。 

4. 新しい URL の追加をタップします。 

5. URL を入力し、OK をタップします。 

6. 必要に応じてステップ 4 および ステップ 

5 を繰り返します。 
 

7. OK をタップして 接続 画面の 詳細設定 タ 
ブに戻ります。 

8. OK をタップし、接続 画面を終了します。 

9. をタップして 設定 画面を閉じます。 
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GNSS 受信機の使用 
 

Trimble 3B/3D ハンドヘルド には GNSS 受信機が内蔵されており、GNSS デー
タを収集して GIS や資産管理に活用することができます。内蔵受信機が捕捉
するのは GPS（全地球測位システム）衛星のみです。 

GPS は衛星を使用した測位システムで、12 時間で地球を一周している 
NAVSTAR 観測衛星群から成っています。このシステムは時刻情報と位置情報 
を全世界で、天候を問わず、24 時間提供します。 

 

注記 – GPS 衛星から信号を受信するには、ハンドヘルドの上空が開けてい 
る必要があります。GNSS 位置情報は、建物のそば、社内、および樹冠の下 
などでは特に受信できない場合があります。 

 
 

サポートされている GNSS フィールドソフトウェア 
 

インストールされている GNSS フィールドソフトウェアにより、初期設定の 
GNSS フィールドソフトウェアは、GPS Controller、TerraSync、または 
Trimble GPScorrect™  Esri ArcPad 拡張ソフトウェアなどがあります。 

 

GPS Controller ソフトウェアでは、現在の GNSS ステータスを確認したり、 
内蔵 GNSS 受信機を設定したり、他社製 GNSS アプリケーションの GNSS 出力 
設定を行ったりすることができます。 

 

GPS Controller ソフトウェアをインストールするには、 
www.trimble.com/support.shtml へアクセスして下さい。GPS Controller を 
クリックし、Downloads をクリックします。インストールするバージョンを 
クリックし、インストールウィザードの説明に従います。 

 

インストールされている GNSS フィールドソフトウェアによっては、ソフト 
ウェアを使用して GNSS、リアルタイム補正、アンテナなどの設定を行うこ 
とができます。ソフトウェアを使用してリアルタイム補正情報源に接続し、 
ロギングを設定したり、特徴を収集したりできます。さらに詳しい情報につ 
きましては、本章の続き、および GNSS フィールドソフトウェアに関する文 
書をご参照下さい。 

 
 

GNSS フィールドソフトウェアの開始 

 / プログラム をタップし、GNSS フィールドソフトウェアを選択します 

（例）TerraSync。 
 

Trimble GNSS フィールドソフトウェアを初めて開く時には、スカイプロッ 
トは無効になっています。 
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使用可能な GPS 衛星の観測 
 

Trimble GNSS フィールドソフトウェアの スカイ 
プロットのグラフィック表示や衛星情報を使用し 
詳しい GNSS 情報を閲覧することができます。 

 

注記 – GPS 衛星から信号を受信するには、ハンド 
ヘルドの上空が開けている必要があります。GPS 
位置情報は、建物のそば、社内、および樹冠の下 
などでは特に受信できない場合があります。 

 

黒く塗りつぶされた四角は、受信機が現在の GPS 
位置を計算するのに使用している衛星です。白い 
四角は受信機が信号が弱いため使用していない衛 
星です。この例では、8 基の衛星が捕捉されてい 

るうち、7 基が GPS 位置を計算するのに使用されています。 
 

注記 – 四角がない衛星は使用可能ですが、ソフトウェアが信号を受信して 
いない衛星です。 

現在の GPS 位置は画面下に表示されています。 
 

 ヒント – 衛星の詳細情報と信号の強さにつきましては、ステータスセクションの衛星情報画 
面をご使用下さい。 

 
 

GNSS 受信機のリセット 
 

Trimble GNSS フィールドアプリケーションには受信機を以下のようにリ 
セットするオプションがあります : 

• 衛星暦の削除 

• 最新の既知の位置に保存された情報を削除 

• 受信機の再起動 

• GNSS 受信機を工場出荷時の初期設定にリセット 
 
 

GNSS フィールドソフトウェアを受信機に接続するように設定 
 

ハンドヘルドにおいて GNSS フィールドソフトウェアを使用して初めて接続 
する際に、ハンドヘルドの GNSS ポートである COM4 にソフトウェアが接続す 
るように設定する必要がある場合があります。 
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COM ポートへの接続 
 

GNSS フィールドソフトウェアの種類に応じた GNSS COM ポートへの接続方法 
は下記の通りです : 

 

GNSS フィールドソフト 
ウェア 

設定方法 

GPS Controller GPS Controller を実行します。ソフトウェアは自動的に内蔵 GNSS 受信 
機を COM4 で作動させます。 

TerraSync TerraSync を実行します。ソフトウェアは自動的に内蔵 GNSS 受信機を 
COM4 で作動させます。 

GPScorrect 拡張付き 
ArcPad 

 
 
 
 
 
 
 

GPScorrect 拡張なしの 
ArcPad 7 

Trimble GPScorrect 拡張がインストールされると、拡張は Trimble 
GPScorrect プロトコルを使用し、内蔵 GNSS 受信機が COM4 で使用され 
るように自動的に ArcPad ソフトウェアを設定します。 

• GNSS に接続するには、GPS ボタン をタップし、Yes をタップし 
ます。 

• リアルタイム DGNSS ソースを設定したり、ステータス情報を表示す 
るには、GPScorrect 拡張を実行します。それには Trimble ツール 
バーの GPScorrect ボタンをタップします。 

10. ArcPad で GPS ドロップダウンメニューをタップします。 

GPS Preferences を ドロップダウンメニューから選択しま 。GPS 

タブをタップします。 

11. Protocol フィールドで NMEA 0183 を選択します。 

12. Port フィールドで COM4 を選択します。 

13. OK をタップします。 

14. GPS ボタン をタップし、Yes をタップします。 

NMEA アプリケーション COM ４で GNSS に接続するようにソフトウェアを設定し、接続、または 
GPS 作動コマンドを使用します。 

 

 
GNSS データの精度の確保 

 

Trimble 3B/3D ハンドヘルドには GNSS 受信機が内蔵されており、正確な位
置情報をリアルタイムディファレンシャル補正後で 2 ～ 5ｍ、後処理後で 1 
～ 3ｍ の精度で提供します。 

Trimble 3B/3D ハンドヘルドから得られる精度は、データがリアルタイムで
ディファレンシャル補正されたかどうかや、データ収集時の衛星の可用性な
どの複数の要素によって決まります。 

 

以下のリストでは、最も重要な設定や、データの精度を向上するために 
フィールドで使用できるテクニックについて説明しています。 

 

1. TerraSync ソフトウェアを使用している場合は、精度ベースのロギン 
グを使用します。 

 

2. リアルタイムディファレンシャル SBAS 補正情報を使用します。さらに 
詳しい情報につきましては 80 ページをご参照下さい。 

3. GNSS データ収集は、衛星の配置状態が最も良い時間帯に計画します。 
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さらに詳しい情報につきましては、TerraSync software Getting Started 
Guide を 
http://www.trimble.com/mappingGIS/TerraSync.aspx?dtID=technical_supp 
ort からご参照下さい。 

 

リアルタイムディファレンシャル補正情報源に接続  

リアルタイムディファレンシャル GNSS（DGNSS）情報源を使用し、データを 

収集時の精度を高めることができます。リアルタイムディファレンシャル 
GNSS の仕組みに関するさらに詳しい情報につきましては、 81 ページの 

「ディファレンシャル GNSS について」をご参照下さい。 
 

 
SBAS 補正情報の使用 

 

Trimble 3B/3D ハンドヘルドは GNSS 受信機を内蔵しており、衛星航法補強
システム（SBAS）補正メッセージを受信して、GNSS データの精度と整合性
を高めることができます。 

 

SBAS の捕捉モードは自動です。自動モードでは、受信機は最も強い衛星信 
号を捕捉、またはそれにロックします。GNSS 受信機は、自動モードですと 2 
基の SBAS 衛星を同時に捕捉できます。1 基の SBAS 衛星からの補正情報のみ 
を使用しますが、2 基の衛星を捕捉することによって SBAS リアルタイム補 
正情報の可用性を高めることができます。例えば、SBAS 衛星への見通し線 
が何かに遮られる可能性のある環境で作業をしている場合でも、捕捉してい 
る SBAS 衛星が複数あれば信号を失う可能性が低くなります。受信機は、ご 
使用の地理的位置によって以下の SBAS 衛星を捕捉します : 

• アメリカ大陸、アラスカ、カナダやメキシコの一部では、Wide Area 

Augmentation System (WAAS) 衛星を捕捉します。 

• ヨーロッパでは、European Geostationary Navigation Overlay 

Service （EGNOS）衛星を捕捉します。 

• 日本では、MTSAT 衛星航法補強システム (MSAS) を捕捉します。 
 

注記 – 他の Trimble GNSS フィールドソフトウェアがインストールされてい 
る場合は、GPS Controller ソフトウェアの代わりにそのソフトウェアのリ 
アルタイム補正情報を設定して下さい。 

 

さらに詳しい情報につきましては、Trimble フィールドソフトウェアに関す 
る文書を www.trimble.com からご参照下さい。 

• TerraSync ソフトウェアについては 

http://www.trimble.com/mappingGIS/TerraSync.aspx?dtID=technical 

_support 

• GPS Controller ソフトウェアについては 

http://www.trimble.com/support_trl.asp?Nav=Collection-32054 
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ディファレンシャル GNSS について 
 

ディファレンシャル GNSS は収集したデータのエラーを補正するのに使用し 
ます。ディファレンシャル GNSS（DGNSS）には、既知の点に所在している 
固定局 または 基準局と呼ばれる受信機が 1 台ないし複数必要です。固定局 
で収集されたデータは、GNSS 測定エラー を決定し、それに対する補正情報 
を計算するのに使用されます。一方で特に制限のない台数で移動する GNSS 
受信機は移動局と呼ばれ、固定局のそばの未知の場所で GNSS データを収集 
します。固定局と 移動局の両方に起こりがちなエラーは、リアルタイムか 
後処理中に DGNSS で補正されます。 

 

 

リアルタイム DGNSS 
 

リアルタイム DGNSS では、固定局は測定データを受信するごとに、各衛星の 
エラーを計算し、放送しますので、フィールドにいながらにして補正情報を 
適用し、正確な GNSS データを収集することができます。DGNSS 補正情報は 
公共や商用の様々なソースから受信できます。私有の GNSS 固定局や幅広い 
政府機関で生成されてリアルタイムで放送されています。 

 

リアルタイム DGNSS 補正情報は、米国の WAAS やヨーロッパの EGNOS のような 
SBAS から受信して Trimble 3B/3D ハンドヘルドで使用することができます。
SBAS は DGNSS 補正情報を計算するのに複数の固定局を使用し、地上静止衛星
からユーザへ送信します。 

 

リアルタイム DGNSS 精度に影響する要素としては、補正の更新頻度、固定局 
からの距離、補正情報源と GNSS 受信機が利用する座標系の一致･不一致など 
があります。 

 

 

後処理済み DGNSS 
 

後処理した DGNSS では、収集された GNSS データは、オフィスコンピュータ 
へ転送され、固定局の測定データはダウンロードされます。Trimble GNSS 
フィールドソフトウェアで収集された GNSS データは以下を使用して後処理 
できます : 

• GPS Pathfinder Office ソフトウェア 

• Esri ArcGIS Desktop ソフトウェア用 Trimble GPS Analyst™   拡張  

後処理後 DGNSS の精度を左右する要素としては、受信機のタイプ、固定局が 

使用したアンテナのタイプ、固定局から移動局データが収集された場所まで 
の距離、固定局の位置データの精度、固定局でのロギング間隔などがありま 
す。 

 

さらに詳しい情報につきましては、後処理フィールドソフトウェアの説明書 
をご参照下さい。 
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後処理済みリアルタイム DGNSS 
 

Trimble 3B/3D ハンドヘルドを使用した位置情報の精度は後処理後で 1 ～ 3
ｍ、リアルタイムディファレンシャル補正後で 2 ～ 5ｍ です。リアルタイム 
SBAS 補正後の位置情報の精度は、後処理によって 1 ～ 3ｍ に向上できます。 

 

データファイルに、リアルタイム補正後の位置情報とともに単独測位（未補 
正）位置情報も含まれる場合は、データを後処理して下さい。後処理中に、 
単独測位の位置だけを補正するか、すべての位置を補正するか選ぶことがで 
きます。 

 

 

NMEA 出力の設定 
 

NMEA メッセージを受信できる GNSS フィールドソフトウェアであれば、どれ 
でも Trimble 3B/3D ハンドヘルドの内蔵 GNSS 受信機で使用できます。 

 

NMEA データ出力設定を行うには GPS Controlle ソ 
フトウェアを使用します。ソフトウェアは 
Trimble ウェブサイトから無償で提供されていま 
す。さらに詳しい情報につきましては 77 ページ 
の「サポートされている GNSS フィールドソフト 
ウェア」をご参照下さい。 

NMEA データ出力を設定するには : 
 

1.  GNSS 設定 フォームで、NMEA 出力 フィール 
ドを オンに設定します。 

2. NMEA 出力 フィールドの隣にある 設定 ボタ 
ン をタップします。 NMEA 出力設定 が 
表示されます。 

3. NMEA メッセージ出力設定を行います。 
 
 

 注意 – NMEA 標準では、NMEA メッセージのボーレートは 4800bps に定められています。捕捉 
されている衛星の数によって、一度に取得されるデータの数が 4800 ビットの上限を超えるこ 
とがあります。  

そのためデータを保存し、送信可能な時に送信するバッファが設けられています。それに 
よってデータの破損を防ぐことができますが、データの送信が遅れる場合があり、位置情報 
の送信にはもともと記録された時間から最大で 8 秒ほどの遅れが生じることがあります。 

4800bps の出力が必要な場合は、NMEA 文を NMEA ストリームから省くなどして送信される 
NMEA データの量を減らし、影響を最小限に抑えて下さい。 

 
4. 完了をタップします。 

さらに詳しい情報につきましては、GPS Controller ヘルプをご参照下さい。 
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カメラの使用 
 

Trimble 3B/3D ハンドヘルド にはデジタルカメラが内蔵されており、写真
やビデオを撮影することができます。 

 
 

カメラ各部の名称 
 
 
 
 
 

レンズ 
  フラッシュ 

（Trimble 3D 
のみ） 

 
 

プレビュー 

ウィンドウ 
 
 

 

 

カメラ 

設定 

コントロール 

 
カメラ 
ボタン 

 
 
 

図 1.5       Trimble 3B/3D ハンドヘルド – カメラコントロール 
 
 

カメラ アプリケーションの起動 

カメラを起動するには、以下のうちのいずれかを実行します : 

1. ハンドヘルド正面の カメラ ボタンを押します。 

2. / 画像とビデオ / カメラ  をタップします。  

カメラアプリケーションは、カメラモードかビデオモードのうち、最後に使 

用されたモードと同じモードで起動します。 
 

カメラモードで起動し、ビデオモードに切り替える場合は、ビデオモードア 
イコン   をタップします。ビデオモードで起動し、カメラモードに切り
替える場合は、カメラモードアイコン     をタップします。 
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カメラ設定 
 

カメラの現在の設定はアイコンとして画面に表示されます。設定を変更する 
には、該当するアイコンをタップします。 

カメラモードかビデオモードかによって使用可能な設定は異なります。 
 

アイコン 設定 カメラモード / 

ビデオモード 

カメラアプリケーションの終了 両方 

画像とビデオにアクセス 両方 

設定 両方 
 
 
 

操作モード : 両方 

       •  画像撮影 

      •  ビデオ撮影 

ファイルの保存先 : 両方 

•  デバイスメモリ 

•  メモリカード 

 
明るさ調整：画像を明るくするには + の数字をタップし、暗く 両方 
するには - の数字をタップします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

再生時間：画面上に画像ないしビデオを再生する時間をタップし 両方 
ます。 

•  5 秒 
 

•  2 秒 
 

•  画像やビデオを閉じるまで 
 

•  再生なし 
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アイコン 設定 カメラモード / 

ビデオモード 

解像度 

•  VGA = ビデオ・グラフィックス・アレイ 640 x 480 

•  5MP (2592 x 1944) 

•  3MP (2048 x 1536) 

•  1MP (1280 x 960) 

注 – 解像度が高いほどファイルサイズは大きくなります。 

選択された解像度は画面上に表示されます。 

 
日付スタンプの表示：以下のいずれかをタップして選択します 

•  画像とファイル EXIF ヘッダに日付スタンプ 
 

•  EXIF ヘッダに日付スタンプ 
 

•  画像に日付スタンプ 
 

•  日付スタンプなし 

カメラモードのみ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
カメラモードのみ 

 
GPS スタンプの表示（dd)：以下のいずれかをタップして選択し 
ます 

•  画像とファイル EXIF ヘッダに GPS スタンプ 
 

•  EXIF ヘッダに GPS スタンプ 
 

•  画像に GPS スタンプ 
 

•  GPS スタンプなし 

フラッシュ 

•  オン 

•  消灯 

解像度 

•  VGA: ビデオ・グラフィックス・アレイ 640 x 480 

•  QVGA: クォーター・ビデオ・グラフィックス・アレイ 320 x 

240 

カメラモードのみ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
カメラモードのみ 

 
 
 
 

 
ビデオモードのみ 

 
消音 

 
•  オン 

 
•  オフ 

ビデオモードのみ 
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カメラモードでカメラを使用 
 

写真を撮るには カメラ ボタンを押します。カメラにはオートフォーカスが 
ついているため、カメラ ボタンを押してから写真が実際に撮影されるまでの 
間に多少の遅れがあります。シャッター音が聞こえたら写真が撮影されまし 
た。 

 

カメラ ボタンを半押しするとピントがあいます。カメラ ボタンを下まで完全 
に押すと写真が撮影されます。 

 

ピントを合わせている時にはプレビュー画面に表示される四角（下図参照） 
は色が変わります : 

• 白 - ピント合わせ中 

• 赤 - ピントが合いません 

• 緑 - ピントがロックされました 
 

ズーム機能の使用  

ズーム機能はカメラモードでのみ使用可能で 

す。現在のズームレベルを調整するには、以 
下のうちのいずれかを実行します : 

• ズームアウトするには - をタップし、 
ズームインするには + をタップしま 
す。 

 

• 使用するズームレベルをバーでタップ 
します。 

 

• ズームアウトするには左ソフトキーを 
押し、ズームインするには右のソフト 
キーを押します。 

ズームインすると、バーの各セグメントが黄  

色になり、ズームのレベルを示します。使用可能なズームの合計レベルは解 
像度によって異なります。現在のカメラ解像度が高いほど、ズームインでき 
る倍率は少なくなります。 

 
解像度 ズーム性能 

VGA 1 - 2x 

1MP 1 - 2x 

3MP 1 - 1.2x 

5MP - 
 

 
 

ビデオモードでカメラを使用 

ビデオの録画を開始するには、以下のうちのいずれかを実行します : 

• 録画アイコンをタップします。 

• カメラ ボタンを押します 
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録画を一時停止するには、一時停止アイコン をタップします。録画を 
再開するには、一時停止アイコン をタップします。 

ビデオの録画を停止するには、以下のうちのいずれかを実行します : 

• 停止アイコンをタップします 

• カメラ ボタンを押します 

• 削除アイコンをタップします 
 

注記 – 確実に録画を廃棄しても良い場合にだけ削除アイコンを使用し 
て下さい。 

 
 

画像の管理 

画像を表示および管理するには、以下のうちのいずれかを実行します : 

– / 画像とビデオ をタップします。 
 

– カメラアプリケーション画面の左上にある画像とビデオアイコン 
をタップします。 

画像とビデオ画面が表示されます。 
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トラブルシューティング 
 

本節は、Trimble 3B/3D ハンドヘルドの使用時に起こりうる問題の特定と解
決にご使用下さい。技術サポートに連絡する前に本節をお読み下さい。 

 
 

電源の問題 
 

問題 原因 解決方法 

ハンドヘルドに電源が入ら 
ない。 

バッテリが空になってい 
る。 

バッテリ収納部のふたが開 
いている。 

ハンドヘルドは USB に接 
続されています。USB を 
使用するとバッテリの充電 
に時間がかかる場合があり 
ます。また、ハンドヘルド 
の起動や操作に通常より時 
間がかかります。 

バッテリを充電（ 17 ページを参照）。 

ふたを閉めます。 

ハンドヘルドを主電源に接続して下さい （ 17 ページを 
参照）。 

画面に何も映らない。 ハンドヘルドに電源が入っ 
ていません 

ハンドヘルドがロックされ 
ています。 

電源 ボタンを押すとハンドヘルドが作動します 
 

 
ハンドヘルドをリセットします（ 23 ページの「ハンド 
ヘルドのリセット」参照）。 

ハンドヘルドが充電しな 
い。 

内部温度がバッテリ充電時 
の許容範囲温度を超えてい 
る。 

次のうちのいずれかを行ってください : 

•  充電する前に内蔵無線機をオフにする 

•  充電する前にハンドヘルドを一時停止にする 

•  日光などの外部の熱源からハンドヘルドを遠ざける。 
内部温度がバッテリ充電時の許容範囲温度以内に下 
がったら充電が自動的に再開します。 

バッテリ残量バーがパワー 
マネジメントに表示されな 
い。 

バッテリの残量が 0% 。 バッテリを充電します（ 17 ページを参照）。バッテリレ 
ベルが 0% を越えたら、バッテリ残量パーセンテージバー 
が表示されます。    / 設定 / システム / 電源 / バッ 
テリ をタップし、バッテリの残量レベルを表示します。 

バッテリの充電レベルがハ 
ンドヘルドの電源が切れる 
と下がる。 

 
フルに充電されたバッテリ 
が丸一日は持たない。 

ハンドヘルドは一時停止 
モードのままにされたか、 
または長期間フルに充電さ 
れたままになっていた。 

内部温度がバッテリの最適 
な動作性能の許容範囲温度 
を超えている。ハンドヘル 
ドとバッテリが暑い環境で 
動作していた。 

ハンドヘルドとバッテリが 
非常に寒い環境で動作して 
いた。 

 
バッテリは充電サイクルの 
限度に達した。 

ハンドヘルドを保管する際には完全にシャットダウンし 
て下さい（ 21 ページの「ハンドヘルドのオンとオフ」を 
参照）。それから説明書の通りにハンドヘルドを保管しま 
す ( 14 ページの「保管」を参照 )。 

日光などの外部の熱源からハンドヘルドを遠ざけて下さ 
い。 
 

 
 
 
ハンドヘルドを気温が低いところで使用するとバッテリ 
を消耗するため、バッテリの動作時間は短くなります。 
寒冷時の作業の際は充電したバッテリの予備をお持ち下 
さい。 

バッテリを交換して下さい。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
88 Trimble 3B/3D ハンドヘルドユーザガイド 



 

 

 

バックライトの問題 
 
問題 原因 解決方法 

画面をタップしたりボタン 
を押してもバックライトが 
つかない 

 
 
 
画面に何も映らないか、見 
にくい。 

バックライトコントロール 
でオンになるように設定さ 
れていない 
 
 
 
バックライトがオフになっ 
ている。 

バックライトのレベルの調 
整が必要。 

/ 設定 / システム / バックライト をタップし、 
バックライトコントロールを表示し、以下を確認します : 

•  ボタンを押したときまたは画面をタップしたときに 
バックライトをつける チェックボックスがオン。 

•  明るさは 明るさ タブで 暗い に設定されていない。 

画面をタップしたり、ボタンを押したりします。 

 
/ 設定 / システム / バックライト をタップし、 

バックライトコントロールを表示し、明るさ タブのスラ 
イダを調整します。 

 

 
タッチパネルの問題 

 
問題 原因 解決方法 

タッチパネルがスタイ 
ラスペンのタップに反 
応しない。 

タッチパネルの位置が正し 
く合わさっていない。 

タッチパネルがロックされ 
ている。 

ハンドヘルドがロックされ 
ている。 

画面の位置合わせをやり直して下さい（ 38 ページ参照）。 
 

 
タッチパネルのロックを解除するには、ロック解除 を ホー 
ム画面のメニューバーからタップします。 

ハンドヘルドをリセットします（ 23 ページの「ハンドヘル 
ドのリセット」参照）。 

画面に何も映らない。 ハンドヘルドに電源が入っ 
ていない。 

電源 ボタンを押すとハンドヘルドが作動します。 

バッテリが空になっている。 バッテリを充電します ( 17 ページを参照 )。 

ハンドヘルドがロックされ 
ている。 

ハンドヘルドをリセットします（ 23 ページの「ハンドヘル 
ドのリセット」参照）。 

電話が使用中。 電話が終了したら、画面が有効になり表示可能になりま 
す。43 ページの「電話」をご参照下さい。 

画面が見にくい。 バックライトのレベルの調 
整が必要。 

バックライトがオフになっ 
ている。 

画面を横長で使用中にアプ 
リケーションウィンドウの 
一部が見えない。 

選択されたディスプレイの 
テーマではコントラストが 
不十分。 

バックライトコントロールを開き、バックライトレベルを調 
整します（ 39 ページの「バックライト」を参照）。 

画面をタップしてバックライトをつけます。 
 

 
アプリケーションの中には縦長の表示にのみ対応しているも 
のがあります。アプリケーションウィンドウ全体を表示する 
には、画面の向きを縦長にします。 

高コントラストのディスプレイテーマを選択します。 / 設
定 / 個人 / ホームをタップし、高コントラストなテーマ 
を選び、OK をタップします。 
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キーパッドの問題 
 

問題 原因 解決方法 

アプリケーションキー 
を押しても、その上の 
ソフトキーに表示され 

ハードウェアアプリケー 
ションキーが別のプログラ 
ムや別の動作を行うように 

次のうちのいずれかを行ってください : 

•  タッチパネルソフトキーをタップし、そのソフトキーに 
表示される機能を作動します。 

ている機能が作動しな 

い。 
プログラミングされている。 •  アプリケーションキーを再プログラミングし、タッチパ 

ネルソフトキーと同じ動作を実行するようにします。そ 

れを行うには、 / 設定 / 個人 / ボタンをタップし、 
再プログラムするボタンを選び、< 左ソフトキー > または 

< 右ソフトキー > を選択します。 
 

 
 

メモリカードの問題 
 

問題 原因 解決方法 

ハンドヘルドがメモリカー 
ドを認識しない。 

 
メモリカードのファイルが 
閲覧できない、または開か 
ない。 

ハンドヘルドは SDIO （SD 入 
出力）カードに対応していな 
い。 

ファイルが別のデバイス上で 
暗号化されており、ファイル 
拡張子は .menc になってい 
る。 

microSD または microSDHC メモリカードを使用して下さ 
い。 

 
ファイルの暗号化を解除します（ 26 ページの「メモ 
リカード上のファイルの暗号化」を参照）。 

 

 
接続の問題 

 

 

Windows Mobile デバイスセンター 
 

問題 原因 解決方法 

Windows Mobile デバイス 
センターがハンドヘルド 
に接続しない。 

接続が自動的に開始しな 
い。 
 

 
Windows Mobile デバイ 
スセンターソフトウェア 
が Trimble 3B/3D ハン
ドヘルドを認識しない。 

コンピュータの Windows 
Mobile デバイスセンター 
で接続が有効になってい 
ない。 

USB ケーブルをコンピュータから取り外し、ハンドヘルドを 
コンピュータに接続し直します。または、オフィスコンピュ
ータの Windows Mobile デバイスセンターソフトウェアから 
モバイルデバイスの設定 / 接続設定を選択します。 

オフィスコンピュータを再起動します。USB ケーブルをコン 
ピュータから取り外し、リセットし（ 23 ページの「ハンド 
ヘルドのリセット」を参照）、ケーブルをコンピュータに接続 
し直します。 

オフィスコンピュータの Windows Mobile デバイスセンターソ 
フトウェアから モバイルデバイスの設定 / 接続設定をクリッ
クします。使用する接続手段によって以下を実行します。 

•  USB データケーブルの場合、USB 接続 を許可するチェッ 

クボックスがドロップダウンリストから選択されている 
ことを確認します。 

•  Bluetooth 接続の場合、Bluetooth の正しいポートが選択 
されているか確認します。それからハンドヘルドの 

Bluetooth コントロールを開きます。デバイス タブで、 
パートナーシップをタップし、サービスリストで 

ActiveSync チェックボックスをオンになっていることを 
確認します。 
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問題 原因 解決方法 

ハンドヘルドで接続が有 
効になっていない。 

 

 
ハンドヘルド接続設定が 
ネットワーク設定や VPN 
クライアントソフトウェ 
アと衝突する。 

ハンドヘルドで / プログラム / ActiveSync / メニュー 

/ 接続をタップします。この接続を使って全ての PC を同期す 
る チェックボックスをオンになっており、正しいオプション 
が選択されていることを確認します。 

USB データケーブルを使用している場合、USB から PC への ユ
ーティリティを使用し、ハンドヘルドがコンピュータ上の 
Windows Mobile デバイスセンターに接続する方法を変更しま 

す。 / 設定 / 接続 / USB から PC へのユーティリティを 
タップします。高度なネットワーク機能の有効化 チェック 

ボックスをクリアにします。 

ハンドヘルドは初期設定の Windows Mobile デバイスセンター 
への接続方法である RNDIS の使用を停止します。 

 

 

ActiveSync 
 
問題 原因 解決方法 

ActiveSync がハンド 接続は自動的に開始しま USB ケーブルをコンピュータから取り外し、ハンドヘルドをコン 

ヘルドに接続しない。 せん。 
 

 
 

ActiveSync が Trimble 
3B/3D ハンドヘルド を
認識しない。 

互換性のないバージョン 
の ActiveSync がインス 
トールされている。 

 
 

 
コンピュータの 
ActiveSync で接続が有効 
になっていない。 

 
 
 
 
 
 
 
 

ハンドヘルドの 
ActiveSync で接続が有効 
になっていない。 

 
ハンドヘルド接続設定が 
ネットワーク設定や VPN 
クライアントソフトウェ 
アと衝突する。 

ピュータに接続し直します。または、オフィスコンピュータの 
ActiveSync から ファイル / 接続設定 を選択し、接続をタップ 
します。 
 

オフィスコンピュータを再起動します。USB ケーブルをコンピュ
ータから取り外し、リセットし（ 23 ページの「ハンドヘルドの
リセット」を参照）、ケーブルをコンピュータに接続し直します。 

ActiveSync バージョン 4.5 以降は Trimble 3B/3D ハンドヘルド
と互換性があります。ActiveSync のバージョン 4.5 以降がオフィ
スコンピュータにインストールされていない場合は、Trimble 
3B/3D スタートガイド CD からインストールできます。または最
新のバージョンを Microsoft ウェブサイトからダウンロードする
こともできます。 

オフィスコンピュータの ActiveSync で ファイル / 接続設定を 
クリックします。使用する接続手段によって以下を実行します : 

• サポートモジュールの場合、USB 接続 を許可するチェック 
ボックスがドロップダウンリストから選択されていることを 
確認します。 

• Bluetooth 接続の場合、Bluetooth の正しいポートが選択され 
ているか確認します。それからハンドヘルドの Bluetooth コ 
ントロールを開きます。デバイス タブで、パートナーシップ 
をタップし、サービスリストで ActiveSync チェックボック 
スをオンになっていることを確認します。 

ハンドヘルドで / プログラム / ActiveSync / メニュー / 
接続をタップします。この接続を使って全ての PC を同期する チ
ェックボックスをオンになっており、正しいオプションが選択 
されていることを確認します。 

USB データケーブルを使用している場合、USB から PC へのユーテ
ィリティを使用し、ハンドヘルドがコンピュータ上の 
ActiveSync に接続する方法を変更します / 設定 / 接続 / 
USB から PC へのユーティリティ / 高度なネットワーク機能の有効 
化 チェックボックスをクリアにします。 

ハンドヘルドは初期設定の ActiveSync への接続方法である RNDIS 
の使用を停止します。 
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ネットワーク接続 
 

問題 原因 解決方法 

携帯電話との Bluetooth 

接続が突然切れた。 
 

 
 

別の Trimble 3B/3D ハ
ンドヘルドに接続できな
い。 

携帯電話に接続中にハン 
ドヘルドのプロキシ設定 
を変更すると、携帯電話 
は接続を終了する。 

データ暗号化の設定が正 
しくない。 

プロキシ設定への変更は、モバイルデバイスに接続する前に 
行って下さい。 
 

 
 
WEP 暗号化を使った P2P アドホックネットワークのセット 
アップ時には、ネットワークキーを空欄にして自動的に提供 
されるようにせずに、設定して下さい。 

 
 

Bluetooth ワイヤレス機能 
 

問題 原因 解決方法 

ハンドヘルドから近くの デバイスが範囲外。 デバイスを近くに移動して検索し直して下さい。 

Bluetooth デバイスが見 
つからない。 

Bluetooth ワイヤレス機 
能が 1 つか両方のデバイ 

Bluetooth 無線機がハンドヘルドと ( 54 ページ参照 )、も 
う 1 台の Bluetooth デバイスの両方でオンになっていること 

スで有効になっていない。 を確認して下さい。 
 
 
 

シリアルポートサービス 
用に割り当てた COM ポー 
トが使用中のアプリケー 
ションで使用できない。 

Bluetooth 接続が使用中 
に途絶える。 

デバイスが検出可能に 
なっていない。 

アプリケ－ションが開い 
てから追加されたポート 
は認識できない。 

 
Bluetooth デバイスが範 
囲外に動いた。 
 

 
 
 
Bluetooth 無線の接続が 
失われた。 

Bluetooth ファイル転送 
が接続に干渉する。 

Bluetooth デバイスを検出可能にして下さい。 
 

 
アプリケーションを一度閉じて、ポートを追加し、それから 
アプリケーションを再度実行して下さい。 
 

 
デバイス同士を近づけて下さい。デバイスは自動的に再接続 

します。しない場合は、デバイス タブで Bluetooth デバイ 
スを選択します。インストールセットアップファイルをタッ 

プ＆ホールドし、削除を選択します。新規 をタップして、 
デバイスをもう一度検出し直します。 
 

ハンドヘルドでいったん Bluetooth 無線機をオフにしてか 
ら、再びオンにします（ 54 ページ参照）。 

大きい画像ファイルやデータファイルを転送すると、他の 
Bluetooth 接続が応答しなくなることがあります。この問題 
を避けるには、大きいファイルを転送する前に Bluetooth 接 
続を閉じて下さい。 

 
 

Wi-Fi 接続 
 

問題 原因 解決方法 

「新しいネットワークが 
検出されました」通知が 

Wi-Fi 無線機がオフ。 ホーム画面のワイヤレスアイコンをタップするか、ワイヤレ 
スマネージャを開いて Wi-Fi をオンにして下さい。 

自動的に表示されない。 
 
 
 

ハンドヘルドが安全なサ 
イトに接続できない。 

インターネット接続が設 
定できない。 

ハンドヘルドがネット 
ワークの範囲外。 

 
ハンドヘルドのデータが 
間違っている。 

ネットワークの範囲内に移動してから / 設定 / 接続 / 
ネットワークカード をタップして接続をセットアップしま 
す。 

ハンドヘルドの日付が正しいかホーム画面で確認します。日 
付が間違っている場合はホーム画面で時計アイコンをタップ 
し、日付と時間を調整します。 
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問題 原因 解決方法 

複数のネットワークの範 
囲内で優先的に使用する 
ネットワークにつながら 
ない。 

「新規ネットワークが検出 
されました」という通知 
が表示されても、メ ニュ
ーバーとソフトキーのオ
プションが表示されない。 

無線機が最初に信号を受 
信したネットワークに接 
続する。 

 
Windows Embedded 

Handheld 6.5 

Professional オペレー 
ティングシステムの全機 
能と完全な互換性のない 
アプリケーション。 

/ 設定 / 接続 / ネットワークカードをタップします。 
使用するネットワークをタップ＆ホールドし、接続を選択し 
ます。 

 
キーパッドのアプリケーションボタンを使用して、メニュー 
バーのソフトキーへ誘導します : 

• 通知を無視するには、キーバッドの右のアプリケーショ 
ンボタンを押します。 

• ネットワークに接続するには、左のアプリケーションボ 
タンを押します。 

または、Windows Embedded Handheld アプリケーションを 

スタート メニュー（ Home screen やエクスプローラなど） 
から選択すると、メニューバーやソフトキーが正しく表示さ 
れます。 

 
 

WAPI の問題 （中国のみ） 
 

問題 原因 解決方法 

Windows Live を使用し、 
メールアドレスを登録して 
いる場合、以下のメッセー 
ジが表示される : 

Windows Live サービスに 
インターネット接続が確立 
できません。インターネッ 
ト設定を確認し、ご使用の 
モバイルサービスでこの 
データサービスが含まれる 
ことを確認して下さい。ご 
不明な点はご使用のモバイ 
ルサービスプロバイダまで 
お尋ねください。 

Microsoft のメールと連絡先 
は WAPI 接続ではサポートさ 
れていない。 

セルラー接続（Trimble 3D ハンドヘルドのみ） または 
Wi-Fi 接続に切り替えてください。 

 

 
 

音声の問題 
 

問題 原因 解決方法 
 

スピーカから聞こえる音質 
が悪い。 

 

スピーカの中に水気がたまっ 
ている。 

 

ハンドヘルドの向きを変えて振り、スピーカ部分から水 
を出してください。 
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GNSS 受信機の問題 
 

問題 原因 解決方法 

ハンドヘルドが GNSS 位置 
情報を受け取っていない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NMEA データに単独測位位置 
が含まれる。 

内蔵 GNSS 受信機が有効に 
なっていない。 
 

 
GNSS COM ポートがすでに使 
用されている。ポートを開 
けるのは一度に一つのアプ 
リケーションまで。 
 
 
 
 
GNSS フィールドソフトウェ 
アが間違った GNSS COM  
ポートを使用している。 

観測可能な衛星数が不十 
分。 

リアルタイムを待つ を 
GNSS フィールドソフトウ
ェアで選択し、内蔵受信 
機が リアル l タイム補正 
情報を受信するのを待って 
いる。 

ハンドヘルドが金属面上に 
置かれている。 
 
 
 
 
 
内蔵 GNSS 受信機は、リア 
ルタイム補正情報が使用で 
きない時に単独測位位置を 
出力する。 

GNSS フィールドソフトウェアで接続または GNSS の有効化 
コマンドを使用して、GNSS COM ポートを開き、内蔵 GNSS 
受信機を有効にします。さらに詳しい情報につきまして 
は 77 ページの「GNSS 受信機の使用」をご参照下さい。 

以下を実行して下さい : 

•  GNSS COM ポートを使用しているソフトウェアを終了 
し、アプリケーションを再試行します。 

•  GNSS アプリケーションがバックグランドで動作して 

いないか確認します。    / 設定 / メモリをタップ 
し、プログラムの実行を選択し、使用していない 
GNSS アプリケーションを閉じます。 

COM4 に接続します。 
 

 
 
上空が開けている場所に受信機を移動し、アンテナが隠 
されないようにします。 

データを後処理用に収集している場合は、リアルタイム 

を待つの選択を外します。 リアルタイム補正情報源が

正しくセットアップされているかチェックします（ 80 

ページの「リアルタイムディ ファレンシャル補正情報

源に接続」を参照）。 

 
GNSS アンテナの設計と場所は、一般的なユーザ環境にお 
いて GNSS 感度が最も高くなるようになっています。ユー 
ザが触れずに金属面にハンドヘルドを置くと、衛星信号 
の受信が低下したり、失われたりすることがあります。 

受信感度を高めるにはハンドヘルドを持ってご使用下さ 
い。 
NMEA アプリケーションを設定し、DGNSS 位置以外は出力 
しないようにします。 

 

 
リアルタイム DGNSS の問題 

 
問題 原因 解決方法 

ハンドヘルドが SBAS リ 
アルタイム補正情報を 
受け取っていない。 

SBAS 衛星への視界が遮ら 
れている。 

WAAS、EGNOS、MSAS の受 
信可能範囲外にいる。 

GNSS フィールドソフトウェアのスカイプロットで SBAS 衛星の 
位置を確認し、可能であれば別の場所へ移動します。 

Wide Area Augmentation System (WAAS) 衛星の受信地域はア 

メリカ大陸、アラスカ、カナダやメキシコの一部です。 

European Geostationary Navigation Overlay Service 

（EGNOS）衛星の受信地域はヨーロッパです。 

MTSAT 衛星航法補強システム (MSAS) の受信地域は日本です。 
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