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暗証番号

FOMA端末で利用する暗証番号
FOMA端末を便利にお使いいただくための各種機能には、暗証番号が必要な場
合があります。暗証番号には、各種端末操作用の端末暗証番号の他、ネット
ワークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号、ｉモードパスワードな
どがあります。用途ごとに上手に使い分けて、FOMA端末を活用してくださ
い。
･ 入力した端末暗証番号やネットワーク暗証番号、ｉモードパスワードなどは
「 」で表示されます。

各種暗証番号に関するご注意
･ 設定する暗証番号は「生年月日」「電話番号の一部」「所在地番号や部屋
番号」「1111」「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避けくだ
さい。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならない
ようお気をつけください。
･ 暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意ください。万が一暗証
番号が他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切
の責任を負いかねます。
･ 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、ご契約者本人であることが確認
できる書類（運転免許証など）やFOMA端末、FOMAカードをドコモ
ショップ窓口までご持参いただく必要があります。
詳細は取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までご相談ください。

❖端末暗証番号
お買い上げ時の端末暗証番号は「0000」に設定されていますが、お客様ご自
身で番号を変更できます。→P97
･ 誤った端末暗証番号を連続5回入力すると、電源が切れます。

❖ネットワーク暗証番号
ドコモショップまたはドコモ インフォメーションセンターや「お客様サポー
ト」でのご注文受付時に契約者ご本人を確認させていただく際や各種ネット
ワークサービスご利用時などに必要な数字4桁の番号です。ご契約時に任意の
番号を設定いただきますが、お客様ご自身で番号を変更できます。
パソコン向け総合サポートサイト「My docomo」の「docomo ID／パスワー
ド」をお持ちの方は、パソコンから新しいネットワーク暗証番号への変更手続
きができます。
なお、ｉモードからは、お客様サポート内の「各種設定（確認・変更・利用）」
からお客様ご自身で変更ができます。
･「My docomo」「お客様サポート」については、取扱説明書裏面の裏側をご
覧ください。

❖ｉモードパスワード
マイメニューの登録／削除、メッセージサービス、ｉモード有料サービスのお
申し込み／解約などを行う際には、4桁の「ｉモードパスワード」が必要です。
ご契約時は「0000」に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更でき
ます。→P158
この他にも各IP（情報サービス提供者）が独自にパスワードを設定している場
合があります。

❖PIN1コード／PIN2コード
FOMAカードには、PIN1コード、PIN2コードという2つの暗証番号を設定で
きます。ご契約時はどちらも「0000」に設定されていますが、お客様ご自身
で番号を変更できます。→P97
PIN1コードは、第三者によるFOMA端末の無断使用を防ぐため、FOMAカー
ドを取り付ける、またはFOMA端末の電源を入れるたびに使用者を確認するた
めに入力する番号（コード）です。PIN1コードを入力すると、発着信および
端末操作ができます。
PIN2コードは、ユーザ証明書利用時や発行申請、積算通話料金リセット、通
話料金自動リセット設定を変更するときなどに使用する暗証番号です。
･ 別のFOMA端末で利用していたFOMAカードを差し替えてお使いになる場合
は、以前に設定されたPIN1／PIN2コードをご利用ください。設定を変更さ
れていない場合は「0000」となります。
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❖PINロック解除コード
PINロック解除コードは、PIN1コード、PIN2コードがロックされた状態を解
除するための数字8桁の番号です。お客様ご自身では変更できません。
･ PINロック解除コードの入力を連続10回間違えると、FOMAカードがロッ
クされます。

✔お知らせ
･ パスワードマネージャーは、端末暗証番号を「0000」以外に変更しないとご利用
になれません。変更する端末暗証番号も、電話番号の下4桁などのわかりやすい番
号の使用は避け、他人に知られないよう十分ご注意ください。また、設定した暗証
番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようご注意ください。
※ 万が一、第三者の不正な使用による不利益があっても、当社は何らの義務を負
わないものとし、一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

端末暗証番号変更

端末暗証番号を変更する

1 m［設定／NWサービス］46e認証操作e新しい端末暗
証番号を入力

2 新しい暗証番号（確認）欄に新しい端末暗証番号を入力eC

PINコードを設定する

◆電源を入れたときにPIN1コードを入力するかどうかを設
定する〈PIN1コードON／OFF〉

PIN1コードを連続3回間違えると、PIN1コードがロックされます。gを押し
てPINロック解除コードを入力してください。
･ 現在の設定を変更する場合のみPIN1コード入力画面が表示されます。

1 m［設定／NWサービス］453e1または
2ePIN1コードを入力

❖PIN1コードON／OFFを「ON」に設定すると
FOMA端末の電源を入れるとPIN1コード入力画面が表示されます。正しい
PIN1コードを入力すると、待受画面が表示されますが、正しいPIN1コードを
入力しないと、すべての操作ができません。

✔お知らせ
･ アラーム自動電源ON設定が「ON」の場合、目覚ましやスケジュールで指定日時
になると電源がONになり、PIN1コード入力画面が表示される前にアラームが鳴
ります。fを押してアラームを停止させるとPIN1コード入力画面が表示されま
す。このとき、アラームにダウンロードしたメロディやｉモーション、ミュー
ジックを設定していても、お買い上げ時の設定で動作します。

◆PIN1／PIN2コードを変更する
･ PIN1コードを変更するときは、PIN1コードON／OFFを「ON」にする必
要があります。

1 m［設定／NWサービス］45e1または2e認証操
作

2 現在のPIN1／PIN2コードを入力e新しいPIN1／PIN2コード
欄に新しいPIN1／PIN2コードを入力e新しいPIN1／PIN2
コード（確認）欄に新しいPIN1／PIN2コードを入力eC

PIN1／
PIN2
コード
入力

PIN
ロック
解除
コード
入力

連続3回
間違い ドコモショップ

窓口にお問い合
わせください

連続10回
間違い

新PIN1／PIN2
コード設定可能OK
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･ PIN1／PIN2コードを間違えると、認証の失敗を示す画面が表示されま
す。gを押して正しいPIN1／PIN2コードを入力してください。連続3
回間違えると、PINコードがロックされます。gを押してPINロック解
除コードを入力してください。

✔お知らせ
･ PIN2コードの入力を連続3回間違えてPIN2コードがロックされた場合でも、電
話の発着信、メールの送受信などはできますが、PIN1コードの入力を連続3回間
違えてPIN1コードがロックされた場合には、それらの操作はできなくなります。

PINロックを解除する
PINコード入力画面でPIN1コード、PIN2コードを連続3回間違えると、PIN
コードがロックされます。その場合は、ロックを解除してから新しいPINコー
ドを設定します。

1 PINコードロックの確認画面で「OK」ePINロック解除コード
を入力

2 新しいPIN1／PIN2コード欄に新しいPIN1／PIN2コードを入
力e新しいPIN1／PIN2コード（確認）欄に新しいPIN1／
PIN2コードを入力eC

携帯電話の操作や機能を制限する

オールロック

他の人が使用できないようにする
オールロックを起動すると、各種メニュー機能の操作などができなくなり、他
人が不正にFOMA端末を使用するのを防げます。

オールロック中に緊急通報（110番、119番、118番）を行うには、待
受画面で緊急通報番号を入力してnを押します。
※ 端末暗証番号入力画面で入力した緊急通報番号は「 」で表示されます。

･ オールロックを起動しても、ICカードロックは起動されません。ICカード
ロックとオールロックの両方を起動するには、先にICカードロックを起動し
てからオールロックを起動してください。→P246
･ FOMAカードやmicroSDカードにはロックはかかりません。

1 m［設定／NWサービス］413e認証操作
待受画面に「オールロック中」と表示されます。
解除する：端末暗証番号を入力

✔お知らせ
･ メモリ別着信拒否／許可の設定に関わらず着信します。
･ 待受画面を設定していてもお買い上げ時の画像のみ表示されます。
･ 開閉ロックまたはオートキーロックを「ON」に設定していても、オールロックが
優先されます。
･ オールロックを解除し、待受画面に新着情報が表示されていても、新着アニメは動
作しません。
･ 指定した日時になっても目覚まし、スケジュールアラームは動作しません。また、
ワンセグの視聴予約や録画予約による起動もしません。
･ 指定した時刻になっても、ライフスタイル設定は切り替わりません。オールロック
を解除すると、動作していないライフスタイル設定が順に動作します。
･ 次の機能は利用できます。
- 音声電話やテレビ電話を受ける操作※1、緊急通報（110番、119番、118番）
への発信
- 電話帳お預かりサービスの自動更新
- ｉモードメールやメッセージR/F、SMSの受信※2
- エリアメールの受信、おまかせロックの起動
- かざすだけで支払い可能なおサイフケータイの機能、読み取り機からのトルカの
取得※3
- ワンタッチアラーム
- ソフトウェア更新、パターンデータの自動更新
※1 電話帳に登録している相手の名前や画像は表示されず、電話番号のみ表示さ

れます。また、着信時の着信画像や着信音などはお買い上げ時の状態に戻り、
テレビ電話の代替画像は標準画像になります。

※2 受信中および受信結果の画面表示や着信音の鳴動などの受信時の動作はしま
せん。

※3 トルカの取得が完了したときの音は鳴動しません。
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おまかせロック

おまかせロックを利用する
FOMA端末を紛失した際などに、ドコモにお電話でご連絡いただくだけで、電
話帳などの個人データやおサイフケータイのICカード機能にロックをかけるこ
とができます。お客様の大切なプライバシーとおサイフケータイを守ります。
また、お申し込み時におまかせロックがかからない場合で、1年以内に通信が
可能になった場合は自動的にロックがかかります。ただし、解約・利用休止・
電話番号変更・紛失時などで新しいFOMAカードの発行（番号を指定してロッ
クした場合のみ）を行った場合は、1年以内であっても自動的にロックはかか
りません。
お客様からのお申し出などによりロックを解除することができます。
※ ドコモプレミアクラブ会員の場合、手数料無料で何回でもご利用いただけま
す。ドコモプレミアクラブ未入会の場合、有料のサービスとなります。（た
だし、ご利用の一時中断と同時、もしくは一時中断中に申し込まれた場合は
無料になります。）また、ケータイあんしんパックをご契約の場合、ケータ
イあんしんパック定額料金内でご利用いただけます。

おまかせロックの設定／解除
 0120-524-360　受付時間　24時間

※ パソコンなどでMy docomoのサイトからも設定／解除ができます。

･ おまかせロックの詳細については『ご利用ガイドブック（ｉモード
〈FOMA〉編）』をご覧ください。

❖おまかせロックを起動すると
待受画面に「おまかせロック中です」と表示されます。
･ 電源を入れる／切る操作や、音声電話やテレビ電話を受ける操作以外のキー
操作ができなくなるほか、ICカード機能も使用することができなくなります。
･ FOMAカードやmicroSDカードにはロックはかかりません。

✔お知らせ
･ 音声電話やテレビ電話の着信はしますが、電話帳に登録している相手の名前や画像
などは表示されず、電話番号が表示されます。また、着信時の着信画像や着信音な
どはお買い上げ時の状態に戻り、テレビ電話の代替画像は標準画像になります。お
まかせロックを解除すると設定は元の状態に戻ります。
･ 受信したメールは、ｉモードセンターに保存されます。
･ 他の機能が起動中の場合は、起動中の機能を終了してロックをかけます。
･ 各種ロック機能を設定中でも、おまかせロックが優先されます。

･ FOMA端末を紛失したときに電源が入っていない場合や圏外、セルフモード中は、
おまかせロックがかかりません。その他お客様のご利用方法などにより、ロックお
よびロック解除ができない場合があります。
･ 電源を入れる／切る操作はできますが、電源を切ってもロックは解除されません。
･ デュアルネットワークサービスをご契約のお客様が、movaサービスをご利用中の
場合はおまかせロックがかかりません。
･ ご契約者本人とFOMA端末を所持しているお客様が異なる場合でも、ご契約者本
人からのお申し出がある場合は、おまかせロックがかかります。
･ おまかせロックの解除は、おまかせロックをかけたときと同じ電話番号のFOMA
カードをFOMA端末に挿入している場合のみ行うことができます。万が一解除で
きない場合は、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせくださ
い。

セルフモード設定

発信や着信ができないようにする
通信を必要とするすべての機能を利用できないようにします。
･ 緊急通報（110番、119番、118番）すると、発信後にセルフモードは解
除されます。

1 c（1秒以上）e「はい」
ディスプレイ上部に が表示されます。
解除する：c（1秒以上）e「はい」

✔お知らせ
･ 次の機能が利用できません。
- 電話の発着信
- ｉモード、メールの送受信
- 読み取り機からのトルカ取得
- 赤外線通信／iC通信や赤外線リモコン
- パソコンとつないだパケット通信、64Kデータ通信
･ 電話着信時は、相手には電波が届かないか電源が入っていない旨のガイダンスが流
れます。
･ セルフモード中に電話の着信があっても、セルフモード解除後、ディスプレイに

（不在着信）は表示されず、着信履歴にも記録されません。
･ 留守番電話サービス、転送でんわサービスは利用できますが、セルフモードを解除
しても、留守番電話サービスセンターに伝言メッセージがあることをお知らせする
アイコンは表示されません。
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･ 受信したｉモードメールやメッセージR/Fはｉモードセンターに、SMSはSMS
センターに保管されます。受信する場合は、セルフモードを解除してからｉモー
ド問合せ、SMS問合せを行ってください。

パーソナルデータロック

個人情報などを利用できないようにする
ｉモードやメール、個人情報などの利用を一時的に制限します。
･ メモリ登録外着信拒否が「ON」の場合は、本機能は起動できません。
･ パーソナルデータロック中の発着信は記録されます。リダイヤルや着信履歴
からの発信はできます。

1 m［設定／NWサービス］414e認証操作e1また
は2

「ON」に設定すると待受画面に が表示されます。

❖パーソナルデータロックを起動すると
次の操作（すべて、または一部の操作や設定）が制限されます。
- メール※1、ｉモード問合せ、チャットメール※1、SMS※1
- ｉモード、メッセージR/F※1、ｉチャネル、フルブラウザ
- ｉアプリ
- 電話帳、伝言メモ／音声メモ（動画メモ）、メール送受信履歴※2
- データBOX（すべての機能）
- バーコードリーダー、赤外線・iC・PC連携※3、microSD、カメラ、サウン
ドレコーダー、電話帳お預かりサービス、ウォーキングチェッカー
- クイック検索※4、スケジュール帳※5、テキストメモ、目覚まし、イミテー
ションコール設定
- 電話着信音、メール・メッセージ着信音、アラーム音、待受画面選択、テ
ロップ表示設定、待受ショートカット、新着アニメ、メニュー設定のリセッ
ト、電話発着信画像設定（人物画像表示設定を除く）、メール送受信画像設
定、きせかえツール、背面待受画面選択、お気に入り充電ビュー、きせかえ
／ライフスタイル、電話発着信設定、発番号なし動作設定、イヤホンスイッ
チ設定（イヤホンスイッチ発信）、メモリ着信拒否／許可、テレビ電話発信設
定、テレビ電話着信設定、テレビ電話画像選択※6、通話料金上限通知のア
ラーム音の設定、各種設定リセット、データ一括削除、件数増加鳴動設定、
着もじ、2in1設定、メロディコール設定、マルチナンバーの電話番号設定、
着信設定
- ミュージックプレーヤー、Music&Videoチャネル※7
- ICカード一覧、DCMX、トルカ、ｉモードで探す

- プロフィール情報
- ワンセグ（ユーザ設定の一部を除く）
※1 自動受信はできますが、受信中および受信結果の画面表示や着信音の鳴動

などの受信時の動作はしません。また、メール送受信履歴からのメール作
成はできません。

※2 電話帳に登録している相手の名前や画像は表示されず、メールアドレスの
み表示されます。

※3 赤外線通信／iC通信、USB接続によるデータの送受信はできません。
※4 パーソナルデータロック中に、制限がかかる機能での検索はできません。
※5 待受画面に設定したカレンダーに、スケジュール帳の情報は表示されませ

ん。
※6 テレビ電話の代替画像は標準画像になります。
※7 番組の取得が始まると番組取得中画面が表示されますが、取得結果は表示

されません。
･ FOMAカードやmicroSDカードにはロックはかかりません。

✔お知らせ
･ 電話帳に登録している相手からの電話発着信時は、相手の名前や画像は表示され
ず、電話番号のみ表示されます。
･ 伝言メモ起動中でも、待受画面に は表示されず、未再生の伝言メモのマークも
表示されません。
･ パーソナルデータロックの対象となっているデータを待受画面や着信音などに設定
していると、パーソナルデータロック中はお買い上げ時の状態に戻ります（メ
ニューがお買い上げ時以外のきせかえメニューのときはベーシックメニューになり
ます）。解除すると、設定は元の状態に戻ります。ただし、「プリインストール」
フォルダ内のデータを設定している場合は、パーソナルデータロック中でも設定は
変更されません。
･ ベーシックメニューやセレクトメニューでは、起動が制限されている機能や人物の
アイコンが に変わり、人物名は「＊＊＊」で表示されます。ただし、きせかえ
メニューの場合は文字の色がグレーで表示されたり、実行できない理由などを表示
したりします。
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ダイヤル発信制限

ダイヤル発信を禁止する
電話帳を利用する以外の方法では、電話を発信できないように設定します。
･ ダイヤル発信制限中でも、緊急通報（110番、119番、118番）はできま
す。

1 m［設定／NWサービス］416e認証操作e1また
は2

「ON」に設定すると待受画面に が表示されます。

❖ダイヤル発信制限を起動すると
次の操作ができなくなります。
- リダイヤルや着信履歴からの発信※1
- 電話帳またはグループの修正、登録・追加、削除、グループ設定
- プロフィール情報の修正、リセット
- Phone To（AV Phone To）、SMS To、Mail To機能
- 外部機器との電話帳やプロフィール情報の送受信
- メールやチャットメール※1、SMSの送信※1、メール送受信履歴からの送
信※1
- メール作成画面でのテンプレート読み込み、メールテンプレート一覧画面や
テンプレート詳細画面からのメール作成※2
- INBOXに一時的に保存されている電話帳、プロフィール情報の保存
- ダイヤル入力操作によるネットワークサービスの利用
- パソコンとつないだパケット通信※1、64Kデータ通信※1
※1 電話帳に登録している相手への発信や送信はできます。
※2 電話帳に登録しているメールアドレスが宛先に入力されているテンプレー

トからのメール作成はできます。

プライバシーモード

個人情報を利用・表示するときの動作を設定する
個人情報を利用・表示するときの動作の設定とシークレット属性を反映します。

◆プライバシーモードの動作設定の流れ
･ 次の順番で動作を設定してください。

aプライバシーモードの動作設定→P102
･ 個人情報を利用するたびに認証操作が必要になるように設定したり、非
表示にするデータの選択や、シークレット属性を設定した相手からの着
信動作を選択したりできます。

bシークレット属性を設定
･ プライバシーモードの各項目の設定内容「指定電話帳非表示」「指定
フォルダを非表示」「指定アルバムを非表示」「指定スケジュール非表
示」を各データに反映させるにはシークレット属性の設定が必要です。

電話帳→P73、ブックマーク→P159、メール→P133、マイピクチャ、
ｉモーション→P273、スケジュール→P293

cプライバシーモード起動→P103
■着信があったとき
･ 電話帳の名前を非表示にしたり、着信動作を行わずに伝言メモや留守番電話
で対応したりするなど、さまざまな着信の方法を選択できます。
■プライバシーモード中の操作
プライバシーモード一時解除→P105
シークレット反映→P105

✔お知らせ
･ プライバシーモードの設定を有効にするには、プライバシーモードを起動する必要
があります。自動的に起動するようにも設定できます。
･ 電話帳のシークレット属性の変更や電話帳を編集した後にシークレット反映をしな
かった場合、プライバシーモードを起動しても、変更や編集した電話帳のメールや
SMSは非表示になりません。非表示にするにはシークレット反映を実行してくだ
さい。→P105
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◆プライバシーモードの動作を設定する
･「認証後に表示」を選択すると、設定した機能を利用するときに認証操作を行
います。
･「指定電話帳非表示」「指定フォルダを非表示」「指定アルバムを非表示」「指
定スケジュール非表示」を選択すると、シークレット属性を設定したデータ
やフォルダを表示しません。また、待受画面に待受ショートカットを設定し
た場合にも、シークレット属性を設定したデータやフォルダが非表示になり
ます。

❖電話帳やメールの動作を設定する

1 m［設定／NWサービス］421e認証操作e各項目を
設定eCeg

電話・履歴：
･「認証後に表示」に設定すると、電話帳、リダイヤル、着信履歴、伝言メ
モ、音声メモ、クイック検索でメール検索を利用するときに認証操作を
行います。
･「指定電話帳非表示」に設定すると、シークレット属性を設定した電話帳
やグループ（グループ内の電話帳を含む）、シークレット属性を設定した
相手が対象のリダイヤル、着信履歴、メールやSMSなどの表示をしませ
ん。また、着信動作はシークレット属性電話着信動作の設定に従います。

メール・履歴：
･「認証後に表示」に設定すると、メールやメール送受信履歴を利用すると
きに認証操作が必要です。
･「指定フォルダを非表示」に設定すると、シークレット属性を設定した
フォルダを表示しません。また、シークレット属性を設定したフォルダ
に振り分けるように設定した相手からのメールを受信した場合の着信動
作はシークレット属性メール着信動作の設定に従います。

シークレット属性電話着信動作：プライバシーモード中（電話・履歴が
「指定電話帳非表示」のとき）にシークレット属性を設定した相手からの
電話着信動作を設定します。
･「未登録番号として扱う」にすると、電話帳に登録されていない相手から
の着信として動作します。
･「サイレント着信」にすると、着信音、バイブレータ、イルミネーショ
ン、背面ディスプレイでの通知はしません。また、ディスプレイの表示
は、サイレント着信時応答方法の設定に従って動作します。
･「表示・通知する」にすると、シークレット属性を設定していない相手か
らの着信として動作します。

サイレント着信時応答方法：シークレット属性電話着信動作を「サイレン
ト着信」に設定した場合の着信動作を設定します。各機能を設定してい
ても、着信音、バイブレータ、イルミネーション、背面ディスプレイで
の通知はしません。
･「着信継続」にすると、着信したときに着信画面には、電話番号のみ表示
されます。
･「伝言メモ起動」にすると、着信したときに伝言メモを起動します。着信
画面には、電話番号のみ表示されます。
･「留守番電話に接続」にすると、着信したときに留守番電話に接続しま
す。ただし、着信画面は表示されません。

シークレット属性メール着信動作：プライバシーモード中（電話・履歴が
「指定電話帳非表示」またはメール・履歴が「指定フォルダを非表示」の
とき）に、シークレット属性を設定した相手からのメールを着信した場
合や、シークレット属性を設定したフォルダに振り分けるように設定し
た相手からのメール着信時の表示や通知を設定します。
･「表示・通知しない」にすると、メールは受信しますが着信動作は行われ
ません。
･「表示・通知する」にすると、メール着信時にシークレット属性を設定し
ている相手からのメールを受信した場合でも、テロップ表示や名前、題
名を表示して、メールの着信動作を行います。

プライバシー新着通知：シークレット属性を設定した電話帳の相手からの
電話を着信したり、メールを受信したりした場合や、シークレット属性
を設定したフォルダに振り分けされるように設定した相手からのメール
を受信したときに電池アイコンの種類を変えて新着情報があることをお
知らせするかを設定します。表示させる電池アイコンを選択するか、
「OFF」を選択します。

❖その他の表示の動作を設定する
マイピクチャ、ｉモーション、スケジュール、テキストメモ、ｉアプリ、
Bookmark、画面メモを利用するとき、認証操作を行うかを設定します。

1 m［設定／NWサービス］422e認証操作e各項目を
設定eCeg

･「指定アルバムを非表示」「指定フォルダを非表示」「指定スケジュール非
表示」に設定すると、シークレット属性を設定したアルバムやフォルダ、
スケジュールを表示しません。



103あんしん設定

✔お知らせ
･ スケジュールを「認証後に表示」に設定した場合は、ワンセグの視聴／録画予約の
利用も含まれます。
･ ｉモーションを「指定アルバムを非表示」に設定した場合に、シークレット属性
を設定したアルバムにある動画／ｉモーションをプレイリストに登録していると
きは、プレイリスト内のタイトルも表示しません。

◆プライバシーモードの起動／解除方法を設定する

1 m［設定／NWサービス］423e認証操作e各項目を
設定eC

起動／解除操作：プライバシーモードの起動／解除方法を設定します。
･「なし」に設定すると、自動起動を設定した場合にのみプライバシーモー
ドを起動します。
･「操作非表示」に設定すると、起動／解除時の認証画面の操作が非表示に
なります。本項目を選択した場合、Cを押すと操作方法の詳細説明画面
が表示されます。

自動起動：待受画面表示中に何も操作しなかった場合、プライバシーモー
ドが自動起動するまでの時間を設定します。

◆プライバシーモードを起動する

❖「標準」での起動／解除方法

1 l（1秒以上）
解除する：l（1秒以上）e認証操作

❖「操作非表示」での起動／解除方法

1 seCe認証操作eg

･ 認証画面は表示されません。認証に失敗した場合、もう一度Cを押して
から認証操作を行ってください。なお、認証操作を5回失敗しても電源
は切れません。

✔お知らせ
･ プライバシーモード起動設定で自動起動が「OFF」以外のときは、待受画面表示
中に設定時間が経過するとプライバシーモードが起動します。
･ ライフスタイル設定で、プライバシーを「ON」に設定した場合、プライバシー
モード起動設定の起動／解除操作を「なし」にし、自動起動を「OFF」に設定し
ていても、プライバシーモードが起動します。

❖プライバシーモードを起動すると
プライバシーモードの項目によって設定した内容により次のような制限があり
ます。
〈ｉアプリ以外：「認証後に表示」〉
･ 利用できないｉアプリ（メール・履歴が「認証後に表示」のときを除く）ま
たはｉアプリDXがあります。

〈電話・履歴またはメール・履歴：「表示する」以外〉
･ メールグループの表示やメール振り分け、チャットメールの起動をするには、
認証操作が必要です。

〈電話・履歴：「表示する」以外〉
･ 通話中に撮影した静止画をメール送信するときに、通話相手のメールアドレ
スを電話帳に登録していても、相手のメールアドレスは宛先に入力されませ
ん。

〈電話・履歴：「認証後に表示」〉
･ ダイヤル入力による電話発信をした場合は、電話帳に登録している名前や画
像は表示されず、電話番号のみ表示されます。メールアドレスを直接入力し
てメール送信をした場合は、電話番号またはメールアドレスが表示されます。
着信時は電話帳に登録した設定に従って着信動作します。
･ 待受カスタマイズの新着情報エリアに、不在着信一覧、伝言メモ一覧は表示
されません。
･ メールやメール送受信履歴などでは、電話帳に登録している名前は表示され
ず、メールアドレスが表示されます。
･ スケジュール帳のメンバーリスト一覧で、メンバーの名前が表示されません。
･ セレクトメニューで人物を登録している場合は、人物の選択ができません。
アイコンが に変わり、人物名は「＊＊＊」で表示されます。
･ イヤホンスイッチ設定の電話帳メモリ番号を設定していても、イヤホンス
イッチ発信はできません。

〈電話・履歴：「指定電話帳非表示」〉
･ シークレット属性を設定した相手が対象の新着情報は表示されず、新着アニ
メも動作しません。また、リダイヤルや着信履歴、伝言メモ、通話中音声メ
モ、受信／送信／未送信BOX一覧、メール送受信履歴での表示をしません。
･ シークレット属性電話着信動作が「サイレント着信」のときに、シークレッ
ト属性を設定している相手からの着信があると、着信画面に着もじは表示さ
れません。ただし、着信履歴には記録されます。
･ シークレット属性電話着信動作を「サイレント着信」にし、サイレント着信
時応答方法を「伝言メモ起動」にした場合は、伝言メモを起動していなくて
も、伝言メモが起動します。ただし、伝言メモが4件録音／録画されている
場合は、「着信継続」の設定で着信動作します。
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･ シークレット属性電話着信動作を「サイレント着信」にし、サイレント着信
時応答方法を「伝言メモ起動」にした場合に、パーソナルデータロックを起
動していると、伝言メモが起動せず、「着信継続」の設定で着信動作します。
･ サイレント着信時応答方法を「留守番電話に接続」にした場合に、留守番電
話が未契約の場合は、サイレント着信時応答方法の「伝言メモ起動」の設定
で着信動作します。ただし、伝言メモが4件録音／録画されている場合は、
「着信継続」の設定で着信動作します。
･ 待受カスタマイズの新着情報エリアに、シークレット属性を設定した相手が
対象の未読メール一覧、不在着信一覧、伝言メモ一覧は表示されません。
･ シークレット属性を設定した電話帳に登録した名前の表示や、画像または動
画／ｉモーション、バイブレータなどの着信時の動作は、シークレット属性
電話着信動作の設定に従って動作します。
･ スケジュール帳のメンバーリスト一覧で、シークレット属性を設定した電話
帳のメンバーの名前が表示されません。
･ セレクトメニューで、シークレット属性を設定した電話帳の人物が表示され
ません。
･ イヤホンスイッチ設定の電話帳メモリ番号に、シークレット属性を設定した
電話帳を設定している場合、イヤホンスイッチ発信はできません。

〈メール・履歴：「認証後に表示」〉
･ 待受カスタマイズの新着情報エリアに、未読メール一覧は表示されません。
･ 電話帳やスケジュール帳からメールを検索したり、クイック検索でのメール
検索やメール送受信履歴の表示やメール連動型ｉアプリのダウンロードや
バージョンアップ、削除をしたりする場合は、認証操作が必要です。

〈メール・履歴：「指定フォルダを非表示」〉
･ シークレット属性を設定したフォルダに振り分けるように設定した相手から
のメールを送受信した場合、新着情報やメール送受信履歴での表示をしませ
ん。
･ 待受カスタマイズの新着情報エリアに、シークレット属性を設定したフォル
ダに振り分けるように設定した相手からのメールを未読メール一覧に表示し
ません。
･ シークレット属性を設定したフォルダにメール連動型ｉアプリに対応した受
信メールが保存されていた場合に、メール連動型ｉアプリをダウンロードし
てもメール連動型ｉアプリ用のフォルダに自動的に振り分けられません。

〈マイピクチャまたはｉモーション：「認証後に表示」〉
･ 各機能の設定でマイピクチャまたはｉモーションのデータを利用する場合
は、認証操作が必要です。また、機能によっては非表示に設定している項目
は、プライバシーモード解除後に反映されることを示す画面が表示されます。

〈マイピクチャ：「認証後に表示」〉
･ 静止画撮影や動画撮影でフレームを重ねて撮影できません。
･ メール作成中のデコメピクチャ一覧やデコメ絵文字一覧には、お買い上げ
時に登録されている「デコメピクチャ」「デコメ絵文字」以外の画像は表示さ
れません。

〈スケジュール：「表示する」以外〉
･ 待受カスタマイズのカレンダーで、スケジュールが設定されていても赤い
マークは表示されません。

〈スケジュール：「認証後に表示」〉
･ 待受カスタマイズのスケジュールエリアは表示されません。また、待受カス
タマイズのカレンダーで、スケジュールの休日設定や曜日休日設定で休日を
設定したことを示す色での表示はお買い上げ時の表示に戻ります。
･ 設定した日時になってもスケジュールアラーム（ワンセグの開始通知含む）
は鳴りません。ただし、ワンセグの録画予約は動作します。
･ アラーム自動電源ON設定が「ON」で電源が入っていない場合は、指定した
日時になっても電源は入りません。

〈スケジュール：「指定スケジュール非表示」〉
･ 設定した日時になっても、シークレット属性のスケジュールのアラームは鳴
りません。
･ 待受カスタマイズのスケジュールエリアに、シークレット属性のスケジュー
ルは表示されず、登録件数確認の件数にも含まれません。

〈テキストメモ：「認証後に表示」〉
･ 待受カスタマイズのメモ一覧とメモ内容は表示されません。
〈ｉアプリ：「認証後に表示」〉
･ メール連動型ｉアプリ用のメールフォルダを選択したり、ｉアプリをダウン
ロードしたりする場合は、認証操作が必要です。
･ 待受画面設定でｉアプリを待受画面に設定する場合は、認証操作が必要で
す。また、非表示に設定している項目はプライバシーモード解除後に反映さ
れる旨のメッセージが表示されます。

〈画面メモ：「認証後に表示」〉
･ 画面メモの上書き保存をする場合は、認証操作が必要です。
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✔お知らせ
･ ｉモードとフルブラウザのラストURLは、プライバシーモード中以外のラスト
URLを表示しません。
･ プライバシー新着通知と自動起動以外のすべての項目が「表示する」のとき、プラ
イバシーモードは起動しません。既に起動していると解除されます。
･ データ一括削除を行ったり、次の機能で「全件削除」したりした場合、プライバ
シーモード中で非表示になっているデータも削除されます。
- リダイヤル／着信履歴、伝言メモ、電話帳
- メール※、メール送受信履歴、スケジュール、音声メモ
※「1件削除」「複数削除」以外の削除操作をした場合も非表示のメールは削除さ
れます。

･ プライバシーモード中に、プライバシーモード設定の電話・履歴を「表示する」ま
たは「認証後に表示」から、「指定電話帳非表示」に変更した場合、メールへのプ
ライバシーを反映するために、シークレット反映を行うよううながす旨のメッセー
ジが表示されます。
･ プライバシーモードの設定によっては、プライバシーモード中にｉアプリから
メールやスケジュール（ワンセグの視聴／録画予約含む）を利用したり、マイピク
チャにデータを保存したりすると、指定された機能が実行できない旨のメッセージ
が表示される場合があります。
･ プライバシーモード中、「認証後に表示」に設定した機能を利用するときは、一度
認証操作を行うと待受画面に戻るまで認証操作は不要です。「認証後に表示」に設
定した複数の機能を利用する場合も同様です。
〈例〉 プライバシーモード中（電話・履歴、マイピクチャが「認証後に表示」のと
き）にマイピクチャに保存している画像をメールで送信する場合、マイピクチャを
表示するときに認証操作を行うため、メール作成画面で電話帳を表示するときは、
認証操作は不要です。

◆プライバシーモードを一時解除する
非表示のデータがある一覧画面などで一時的にプライバシー状態を解除して非
表示のデータを表示できます。
･ 待受画面に戻るまで一時解除は有効です。ただし、画面によっては一時解除
できない場合があります。

1 一時解除する画面でc（1秒以上）e認証操作

◆宛先、発信元がシークレット属性の電話帳のメールを非表
示にする〈シークレット反映〉

電話帳のシークレット属性を変更したときや、データ通信などで本FOMA端末
にメールを保存した場合などにシークレット反映を実行すると、シークレット
属性が設定された電話帳の電話番号またはメールアドレスと、宛先または発信
元が一致したメールやSMSに、シークレット属性が設定できます。
･ シークレット属性を設定したメールやSMSは、プライバシーモード中（電
話・履歴が「指定電話帳非表示」のとき）に非表示となります。

1 m［設定／NWサービス］424e認証操作e「はい」

✔お知らせ
･ 電話帳のシークレット属性の変更や電話帳を編集した後にシークレット反映をしな
かった場合、プライバシーモードを起動しても、変更や編集した電話帳のメールや
SMSは非表示になりません。
･ シークレット属性に設定されるメールやSMSは次のとおりです。
- 宛先（TO、CC、BCC）に登録されている電話帳にシークレット属性が設定され
ている送信／未送信メールやSMS
- シークレット属性が設定されている電話帳が発信元である受信メールやSMS
･ シークレット反映中はデータ転送モード（圏外と同じ状態）になります。
･ シークレット属性が設定されている電話帳を外部から取り込んだり、電話帳にシー
クレット属性を設定したりした場合に待受画面に戻ると、電話帳のシークレット属
性をメールに反映するかの確認画面が表示されます。「はい」を選択するとシーク
レット反映を実行します。プライバシーモードを起動していない場合は、プライバ
シーモード起動設定を確認する旨のメッセージが表示されます。
･ 2in1利用時は、2in1のモードや電話帳2in1設定に関わらず、シークレット属性
が設定されます。
･ 次の場合にシークレット反映を実行すると、これらのデータが対象のメールや
SMSに設定されていたシークレット属性は解除されます。
- 電話帳のシークレット属性の解除をしたとき
- シークレット属性を設定した電話帳を変更したとき（変更前の電話番号または
メールアドレスが対象）
- シークレット属性を設定した電話帳を削除したとき（電話帳の電話番号または
メールアドレスの削除含む）
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電話／メール着信時設定

電話やメール着信時の表示内容を設定する
電話帳に登録している相手から電話やメールを着信したときのディスプレイや
背面ディスプレイの表示内容（名前や電話番号など）について設定します。
･ プライバシーモード中の着信時や受信時の表示内容は、本設定よりもプライ
バシーモードの設定が優先されます。

1 m［設定／NWサービス］44e認証操作e各項目を設定
eC

メインディスプレイ着信表示（電話着信時表示）：音声電話やテレビ電話着
信時の画面の表示を設定します。
･「名前＋電話番号」にすると、音声電話やテレビ電話の着信時に名前と電
話番号が表示されます。

メインディスプレイ着信表示（メール着信時テロップ表示）：メール受信結
果テロップの表示を設定します。
･「名前＋題名」にすると、メールを受信したときに、受信結果テロップに
は名前や題名が表示されます。
･「着信通知のみ」にすると、受信結果テロップにはメールを受信した旨の
メッセージのみ表示されます。
･「なし」にすると、受信結果テロップは表示されません。
背面ディスプレイ着信表示（電話着信時表示）：音声電話やテレビ電話着信
時の背面ディスプレイの表示を設定します。
･「着信通知のみ」にすると、着信通知のみ表示されます。
背面ディスプレイ着信表示（メール着信時テロップ表示）：メール着信時の
背面ディスプレイの表示を設定します。
･「着信通知のみ」にすると、メールを受信した旨のメッセージのみ表示さ
れます。
･「なし」にすると、受信結果テロップは表示されません。

✔お知らせ
･ オールロック、おまかせロック、パーソナルデータロック中に名前を表示するよう
に設定していても、待受画面や背面ディスプレイには電話番号のみ表示されます。
また、オールロック、パーソナルデータロック、開閉ロック、オートキーロック中
に、受信結果テロップを表示するように設定していても、受信結果テロップは表示
されません。

HOLD

サイドキーの誤動作を防止する
FOMA端末を閉じているときのT、SDの操作を無効にし、かばんなどに入れ
て持ち歩く際の誤動作を防ぎます。

1 m（1秒以上）
待受画面に が表示されます。
解除する：m（1秒以上）

✔お知らせ
･ HOLD中でも、背面ディスプレイの表示、クイック伝言メモの起動、着信音の停
止、着信中のバイブレータの停止はできます。また、ワンタッチアラームが起動で
きる状態のときは、FOMA端末を閉じた状態でSDを1秒以上押すと、ワンタッチ
アラームが起動します。

開閉ロック／オートキーロック

キーをロックする
閉じるたびにキーをロックする開閉ロックと、設定時間が経過するまで無操作
だった場合にキー操作を自動でロックするオートキーロックを設定します。解
除するたびに認証操作が必要なため、他人が不正にFOMA端末を使用するのを
防げます。

開閉ロック／オートキーロック中に緊急通報（110番、119番、118番）
を行うには、端末暗証番号入力画面または待受画面、ロック中画面で緊急
通報番号を入力してnを押します。
※ 端末暗証番号入力画面で入力した緊急通報番号は「 」で表示されます。

･ FOMA端末が次の場合は、開閉ロック／オートキーロックがかかりません。
- 発信中※1、2、着信中※2、通話中※1、2、保留中※1、2、切断中※1、2
- 動画撮影中（一時停止を含む）※3、サウンドレコーダー録音中（一時停止
を含む）※3
- エリアメール受信中（内容表示中を含む）※2
- メロディ再生中※2、ｉモーション再生中（再生画面表示中を含む）
- 赤外線通信（INBOX表示中を含む）※2、iC通信（INBOX表示中を含
む）※2
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- スケジュールアラーム、目覚まし（スヌーズ動作中を含む）、ワンタッチア
ラーム、お知らせタイマー鳴動中（停止中、カウントダウン中を含む）、イ
ミテーションコール起動中※4、トイズワールド再生中※2
- ソフトウェア更新（ソフトウェア更新中を含む）
- ワンセグ視聴中、ワンセグ録画中（視聴中の録画のみ）、ワンセグの開始通
知、ワンセグのフォルダ一覧やワンセグで録画したビデオ再生中、静止画
の表示中、データ一覧の表示中
- Music&Videoチャネル起動中（番組取得を除く）、ミュージックプレー
ヤー起動中※2
- microSDカードの動画を連続再生中
- パソコンとつないだ64Kデータ通信※2、ドコモケータイdatalinkを使用
したデータ転送※2
※1 クローズ動作設定を「切断」以外に設定している場合や、イヤホンマイ

ク（別売）を接続している場合の動作です。
※2 FOMA端末を閉じているときは、開閉ロック／オートキーロックの

ロック起動時間を短い時間に設定したロックが優先してロックがかかり
ます。動作が終了した場合に、FOMA端末を開いた状態のときはオー
トキーロックがかかります。

※3 オートキーロックのみロックがかかりません。ただし、FOMA端末を
閉じている場合や、他の機能で起動しているときはオートキーロックが
かかります。

※4 開閉ロックの場合は、イミテーションコール着信中（カウントダウン中
を含む）のみロックがかかりません。

･ ロック中でも、次の機能は利用できます。
- 電源を入れる／切る操作
- 音声電話やテレビ電話を受ける操作、緊急通報（110番、119番、118
番）への発信
- 伝言メモ、音声メモ、動画メモの録音／録画
- 電話帳お預かりサービスの自動更新
- 待受カスタマイズの表示と非表示の切り替え操作
- ｉモードメールやメッセージR/F※、SMSの受信※
- エリアメールの受信、おまかせロックの起動
- かざすだけで支払い可能なおサイフケータイの機能、読み取り機からのト
ルカの取得
- ワンタッチアラーム
- ワンセグ録画予約による録画の起動
- イヤホンスイッチ設定によるイヤホンスイッチ発信

- ソフトウェア更新、パターンデータの自動更新
※ FOMA端末を開いた状態で受信した場合は、受信中および受信結果の画面
表示や着信音の鳴動などの受信時の動作はしません。

◆開閉ロックを「ON」に設定する

1 m［設定／NWサービス］411e認証操作e各項目を
設定eC

開閉ロック：開閉ロックを起動するかを設定します。
ロック起動時間：FOMA端末を閉じてから設定時間経過後に開閉ロックが
かかります。

◆オートキーロックを「ON」に設定する

1 m［設定／NWサービス］412e認証操作e各項目を
設定eC

オートキーロック：オートキーロックを自動起動するかを設定します。
ロック起動時間：最後に操作してから設定時間が経過するまで無操作だっ
た場合にオートキーロックがかかります。
･ 最後の操作とは、キー操作、開閉操作にする操作を示します。

❖ロックが起動すると
開閉ロック／オートキーロックが起動すると、T、SD以外のキーがロックさ
れます。ただし、S（1秒以上）を押しても、伝言メモ／音声メモ一覧画面は
表示されません。
･ 開閉ロックの場合は、FOMA端末を閉じるたびにロック起動時間で設定した
時間に従って開閉ロックが起動します。
･ オートキーロックの場合は、最後の操作から何も操作しなかった場合に、
ロック起動時間で設定した時間に従ってオートキーロックが起動し、キー操
作を自動でロックします。
･ 待受画面で開閉ロック／オートキーロックが起動すると、ディスプレイ下部
に が表示されます。待受画面以外で開閉ロック／オートキーロックを起動
すると、ロック中画面が表示されます。
･ 解除するときは、FOMA端末を開いて認証操作を行います。ロック中の画面
が表示されたときは、端末暗証番号を直接入力するか、mまたはsを押し
て認証操作を行います。
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✔お知らせ
･ 開閉ロック／オートキーロックが「ON」の場合に電源を入れ直すと、開閉ロック
／オートキーロックが起動します。また、おまかせロックが起動したときは、おま
かせロックを解除した後に開閉ロック／オートキーロックが起動します。
･ 既に開閉ロックを起動している場合、オートキーロックを設定しても起動しませ
ん。また、既にオートキーロックを起動している場合、開閉ロックを設定しても起
動しません。

◆ロックの起動をランプで知らせる〈セキュリティランプ設
定〉

開閉ロック／オートキーロックの状態を、ランプでお知らせするかを設定しま
す。

1 m［設定／NWサービス］43e認証操作e1または
2

❖セキュリティランプを設定すると
FOMA端末を閉じて開閉ロックが起動すると、ランプが青色で約3秒間点滅し
ます。「閉じた直後」以外に設定しているときは、設定した時間が経過するとラ
ンプが青色で約3秒間点滅し、開閉ロック／オートキーロックが起動したこと
をお知らせします。ただし、ランプが赤色で約3秒間点滅したときは、開閉
ロック／オートキーロックが起動しなかったことを示します。

発着信や送受信を制限する

指定した電話番号からの着信を許可／拒否する
FOMA端末電話帳に登録されている電話番号ごとに、着信の許可／拒否を設定
します。
･ 本機能を利用するには、電話番号ごとの着信許可／拒否の設定と、メモリ別
着信拒否／許可の設定をする必要があります。設定項目と着信の許可／拒否
の動作は次のとおりです。

※ 設定した電話番号から電話がかかってきても、着信音が鳴らずに電話が切れ、
相手には話中音が流れます。

･ 本機能は相手が電話番号を通知してきた場合のみ有効です。
･ 着信を拒否しても、不在着信として記録されます。
･ 留守番電話サービス、転送でんわサービスの呼出時間を「0秒」に設定して
いた場合は、留守番電話サービス、転送でんわサービスが動作し、着信履歴
には記録されません。
･ 番号通知お願いサービス、および発番号なし動作設定を併用することをおす
すめします。

◆着信を許可／拒否する電話番号を指定する〈着信許可／拒
否設定〉

FOMA端末電話帳に登録されている電話番号に対して、着信許可／拒否を設定
します。

1 de電話帳検索e設定する電話帳にカーソル
em343e認証操作e電話番号を選択e1～3

･ 指定した電話番号からの着信許可／拒否をするには、続けてメモリ別着
信拒否／許可の設定を有効にしてください。
･ 着信許可／拒否を設定している電話番号を変更または削除すると、本設
定は解除されます。その場合は、変更または登録後の電話番号に対して
着信許可／拒否を設定してください。

設　定
電話番号ごとの着信許可／拒否設定

着信許可 着信拒否 設定なし
メモリ別着信拒否
／許可設定

設定解除 着信する 着信する 着信する
拒否設定 着信する 着信を拒否する※ 着信する
許可設定 着信する 着信を拒否する※ 着信を拒否する※



109あんしん設定

◆着信許可／拒否設定を有効にする〈メモリ別着信拒否／許
可〉

･ 本設定は着信許可／拒否を設定したすべての電話番号が対象になります。
･ 拒否設定と許可設定を同時に有効にはできません。

1 m［設定／NWサービス］551e認証操作e1～
3

✔お知らせ
･ 着信拒否を設定した相手が発信者番号を通知してこなかった場合は、本設定に関わ
らず、発番号なし動作設定に従った動作となります。
･ 着信許可を設定した電話帳がない場合に許可設定を選択すると、すべての着信を拒
否する旨のメッセージが表示されます。「はい」を選択すると、すべての着信を拒
否するように設定されます。
･ ｉモードメールやSMSは、本設定に関わらず受信します。

発番号なし動作設定

電話番号が通知されない着信があったときの動作を
設定する
電話番号が通知されない着信があった場合、通知されない理由（発信者番号非
通知理由）ごとに着信動作を設定します。
･ 電話番号が通知されない音声電話の着信があったときの着信音と着信画像は、
電話着信設定よりも本設定が優先されます。
･ 着信動作に設定できるミュージックや動画／ｉモーション、イメージ表示に
設定できる動画／ｉモーションについて→P218、260

1 m［設定／NWサービス］52e認証操作e1～3e
各項目を設定eC

（着信動作）：発信者番号が通知されない電話の着信があったときの動作を
設定します。
･「設定解除」にすると、各着信音の設定に従って着信音が鳴ります。
･「着信音OFF」にすると、着信音は鳴りません。「イメージ表示」で画像
を設定します。
･「メロディ」にしたときは、メロディを選択し、「イメージ表示」で画像
を設定します。
･「着モーション」にしたときは、動画／ｉモーションを選択します。音声
と映像のある動画／ｉモーションを選択すると、イメージ表示は「着信
音連動」になります。

･「ミュージック」にしたときは、音楽データを選択し、「イメージ表示」
で画像を設定します。
ミュージックの設定→P77

イメージ表示：発信者番号が通知されない着信時に表示する画像を設定し
ます。
･「ｉモーション」を選択したときは、動画一覧から動画／ｉモーションを
選択します。

イメージ一覧：イメージ表示で「イメージ」を選択したときは、イメージ
一覧欄を選択して画像を設定します。

✔お知らせ
･「着信拒否」にすると、相手からの着信を拒否します。拒否された着信は不在着信
として記録されます。
･ 電話番号が通知されないテレビ電話の着信があった場合は、「着信拒否」に設定し
ているときのみ動作します。それ以外に設定した場合の着信音や着信画像は、各着
信音や着信画像の設定に従って動作します。
･ 次のような場合、着信動作が「メロディ」の「着信音1」になったり、イメージ表
示が「標準画像」になったりします。ただし、設定は変更できます。
- イメージ表示にFlash画像または映像のみの動画／ｉモーションを設定している
状態で、着信動作に音声のみの動画／ｉモーションやミュージックを設定したと
き
- 着信動作を音声と映像のある動画／ｉモーションからメロディ、ミュージック、
音声のみの動画／ｉモーションのいずれかに変更したとき
- 着信動作に音声のみの動画／ｉモーションまたはミュージックを設定している状
態で、イメージ表示にFlash画像や映像のみの動画／ｉモーションを設定したと
き
- イメージ表示を「着信音連動」から「着信音連動」以外に変更したとき
･ ｉモードメールやSMSは、本設定に関わらず受信します。
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呼出動作開始時間設定

電話帳に登録していない相手からの着信をすぐに受
けないようにする
･「ワン切り」などの迷惑電話に効果的です。
･ メモリ登録外着信拒否が「ON」の場合は設定できません。

1 m［設定／NWサービス］15e各項目を設定eC

着信呼出動作：着信呼出動作を有効にするかを設定します。
呼出開始時間（秒）：着信してから呼出動作を開始するまでの時間を1～
99秒の範囲で設定します。

時間内不在着信表示：呼出開始時間で設定した時間に満たなかった不在着
信を、着信履歴に表示するかを設定します。

❖着信呼出動作を設定すると
電話帳に登録していない相手や電話番号を通知してこない相手から音声電話や
テレビ電話がかかってきたときは、設定した時間内は画面表示のみで着信をお
知らせします。設定した時間が経過すると、通常の呼出動作を開始します。
･ 設定した時間が経過する前でも、電話に出たり伝言メモで応答したりできま
す。
･ パーソナルデータロック中は、電話帳に登録している相手からの着信でも本
機能が動作します。
･ プライバシーモード中（電話・履歴が「指定電話帳非表示」のとき）に、
シークレット属性電話着信動作を「未登録番号として扱う」に設定している
ときに、シークレット属性を設定した相手からの電話着信時も、本機能が動
作します。

✔お知らせ
･ 本設定に関わらず、次の機能やサービスが設定されている場合は、それらの動作が
優先されます。
- 公共モード、伝言メモ
- 留守番電話サービス、転送でんわサービス
･ メモリ別着信拒否／許可や発番号なし動作設定で着信拒否の対象に設定している相
手から電話がかかってきた場合は、本機能よりもそれらの動作が優先されます。
･ 呼出開始時間を、留守番電話サービス、転送でんわサービスの設定時間と同じ秒数
に設定している場合、着信音が鳴ることがあります。

メモリ登録外着信拒否

電話帳に登録していない番号からの着信を拒否する
･ 相手が電話番号を通知してきた場合に有効です。電話番号が通知されない相
手からの着信は発番号なし動作設定に従って動作します。番号通知お願い
サービスおよび発番号なし動作設定を併用することをおすすめします。
･ パーソナルデータロック中や呼出動作開始時間設定の着信呼出動作が「ON」
の場合は設定できません。

1 m［設定／NWサービス］552e認証操作e1また
は2

❖メモリ登録外着信拒否を設定すると
電話帳に登録されていない相手から着信があった場合は、着信音は鳴らずに電
話が切れ、相手には話中音が流れます。
･ 着信を拒否しても、不在着信として記録されます。
･ プライバシーモード中（電話・履歴が「指定電話帳非表示」のとき）に、
シークレット属性電話着信動作を「未登録番号として扱う」に設定している
ときに、シークレット属性を設定した相手からの電話着信時も、本機能が動
作します。
･ ｉモードメールやSMSは、本設定に関わらず受信します。
その他の「あんしん設定」

電話帳お預かりサービスを利用する
FOMA端末に保存されている電話帳・画像・メール（以下「保存データ」とい
います）を、ドコモのお預かりセンターに預けることができ、万が一の紛失時
や機種変更時などに保存データを復元できるサービスです。また、メールアド
レスを変更したことを一斉通知することもできます。一斉通知メール送信時パ
ケット通信料はかかりません。パソコン（My docomo）があれば、さらに便
利にご利用いただけます。
･ 電話帳お預かりサービスの詳細については『ご利用ガイドブック（ｉモード
〈FOMA〉編）』をご覧ください。
･ 電話帳お預かりサービスはお申し込みが必要な有料のサービスです（お申し
込みにはｉモード契約が必要です）。
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◆電話帳をお預かりセンターに保存（更新・復元）する
■更新する場合

1 m［LifeKit］61

FOMA端末電話帳から操作する：de電話帳検索em74

2「はい」e認証操作
･ g：保存を中止

3 通信結果を確認する
･ 通信結果の表示は約5秒後に消えます。

■復元する場合
･ 電話帳の復元や自動更新設定などは、ｉモードの電話帳お預かりサイトから
ご利用いただけます。
ｉMenu→マイメニュー／マイボックス→電話帳お預かり

✔お知らせ
･ FOMAカード電話帳に登録している電話帳は保存できません。
･ FOMA端末電話帳の電話帳を削除した後に自動更新を行うと、お預かりセンター
の電話帳も同様に削除されます。
･ FOMA端末電話帳の電話帳を削除した場合は、ｉモードの電話帳お預かりサイト
から電話帳をダウンロードすると復元できます。
ｉMenu→マイメニュー／マイボックス→電話帳お預かり→お預かりデータ確認→
ｉモードパスワードを入力→電話帳・ケータイへダウンロード→OK→待受画面に
戻す
･ 電話帳の自動更新時に他の機能が起動している場合は、待受画面に戻ると自動更新
を開始します。FOMA端末の電源を切ったときやFOMAサービスエリア外にいる
とき、FOMAカードが挿入されていないときは自動更新されません。
･ 電話帳の自動更新に失敗したときは、待受画面にマークなどは表示されません。電
話帳通信履歴表示で確認できます。
･ 電話帳のグループの並び順は、復元しても保存したときの並び順に戻らない場合が
あります。

❖電話帳に登録した画像の送信設定をする〈送信設定〉

1 m［LifeKit］63e電話帳内画像送信欄を選択e1また
は2eC

◆各種データをお預かりセンターに保存（更新・復元）する
FOMA端末内に保存されている画像、メールをお預かりセンターに保存しま
す。
･ 画像とメールは、1回の操作で最大10件保存できます。
･ ｉモードメールにファイルが添付されている場合は、保存するときに削除さ
れます。ただし、本文中の画像やメロディ、デコメアニメ本文のFlash画
像（メール添付やFOMA端末外への出力が禁止されたファイルを除く）は削
除されません。
･ 送達通知は保存できません。

1 保存する各データを選択
メールの保存：ae1または4～5eフォルダを選択

em45eメールを選択eC
･ 未送信メールを保存する場合は、フォルダを選択してからm43を
押し、保存するメールを選択します。

画像を保存：m［データBOX］1eフォルダを選択em56e画
像を選択eC

2「はい」e認証操作
･ g：保存を中止

3 通信結果を確認する
･ 通信結果の表示は約5秒後に消えます。

✔お知らせ
･ 保存したデータは、お預かりセンターに接続して、FOMA端末に更新・復元でき
ます。
･ 1件あたりのファイルサイズが100Kバイトを超える画像は保存／復元できませ
ん。
･ マイピクチャの「アイテム」「プリインストール」フォルダ内の画像は選択できま
せん。
･ 復元操作の詳細は『ご利用ガイドブック（ｉモード〈FOMA〉編）』をご覧くださ
い。
･ 復元したメールは、次の場合を除き保護されます。
- お預かりセンターに保存されている受信メール、受信SMSが未読だった場合
- 保護されているメールが最大保護件数に達している場合
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◆利用した履歴を確認する〈電話帳通信履歴表示〉
･ 各機能でお預かりセンターに保存した履歴を確認できます。
･ 通信履歴は最大30件記録されます。超過すると古いものから上書きされま
す。

1 m［LifeKit］62e履歴を選択

各種設定リセット

各種機能の設定をリセットする
メニュー一覧の赤文字の機能をお買い上げ時の状態に戻します。→P342

1 m［設定／NWサービス］757e認証操作eリセット
する項目を選択eCe「はい」

✔お知らせ
･ ｉモード設定をリセットすると、ｉチャネルのテロップが待受画面に表示されな
くなります。待受画面でcを押してｉチャネル一覧を表示すると、最新の情報
を受信し、待受画面にテロップ表示されるようになります。
･ ウォーキングチェッカー設定をリセットすると、当日の歩数と歩行距離がリセット
されます。

データ一括削除

登録データを一括して削除する
FOMA端末に保存、登録したデータを削除し、各機能の設定をお買い上げ時の
状態に戻します。
･ 保護したデータも削除されます。
･ 2in1のモードに関わらず設定やデータが削除されます。
･ 次のデータは削除されません。また、お買い上げ時の設定に戻りません。
- お買い上げ時に登録されているデータ
- FOMAカードやmicroSDカードに保存、登録、設定されているデータ
- データが保存されているおサイフケータイ対応ｉアプリ
- パソコンから設定したデータ通信の設定
- ネットワークサーチ設定
･ お買い上げ時に登録されているｉアプリは次のようになります。
-「iD 設定アプリ」はお買い上げ時の状態に戻ったり削除されたりしません。
-「iD 設定アプリ」以外のおサイフケータイ対応ｉアプリは、データが保存
されていない場合は削除されます。
- おサイフケータイ対応ｉアプリ以外のｉアプリはお買い上げ時の状態に戻
りますが、バージョンアップした場合は削除されます。

･ ICカード内データが保存されている場合は、ICオーナーは初期化されませ
ん。
･「受信BOX」フォルダに保存されている「オススメ BEST 」「緊急速
報「エリアメール」のご案内」「Welcome デコメアニメ 」を削除し
た場合は、再び保存されます。

1 m［設定／NWサービス］758e認証操作e「はい」
再起動中にデータ一括削除されます。

✔お知らせ
･ 本機能を実行して再起動すると、初めて電源を入れたときと同様の画面が表示（拡
大メニューの設定は、設定を行わず確認画面を消していた場合のみ表示）されま
す。→P47
･ 削除されるデータが多い場合は、再起動に時間が約1分程度かかることがありま
す。途中で電源を切らないようご注意ください。
･ 本機能を実行すると、Music&Videoチャネルの番組は自動的に取得されなくなり
ます。再び番組を自動的に取得するには、Music&Videoチャネルの番組設定を
行ってください。
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その他の「あんしん設定」
本章でご紹介した以外にも、次のようなあんしん設定に関する機能・サービス
がありますのでご活用ください。

機能・サービス名称 目　的 参照先
ICカードロック ICカード機能の不正使用を防止したい P246
迷惑電話ストップサービス いたずら電話や悪質なセールス電話などの

「迷惑電話」を着信したくない
P320

番号通知お願いサービス 発信者番号を通知してこない電話を着信し
たくない

P320

FirstPass 電子認証サービスを利用することにより、
安全で信頼性のあるデータ通信を行いたい
※ FirstPass対応サイトに限ります

P155
P167

ソフトウェア更新 必要な場合にFOMA端末のソフトウェアを
更新したい

P382

スキャン機能 障害を引き起こすデータからFOMA端末を
守りたい

P386

メール選択受信 大量に届くメールの中から、必要なメール
のみを受信したい

P139

「ｉモード災害用伝言板」
サービス

『ご利用ガイドブック（ｉモード〈FOMA〉編）』
をご覧ください。

メールアドレス変更
迷惑メール対策
（URL付きメール拒否設定）
（受信／拒否設定）
（かんたんメール設定）
（ｉモードメール大量送信者
からのメール受信制限）
（SMS拒否設定）
（未承諾広告※メール拒否）
（メール設定確認）
メール機能停止／再開
メールサイズ制限
ケータイお探しサービス
イマドコかんたんサーチ
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