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オーバービュー 

P.I.Protector は、パワフル、安全、そしてコンパクトな、ポータブル Email・ 

ファイル同期処理・プライベート ブラウジング、そして複数のＰＣ間でインターネット設定を 

移動するための、ポータブル インターネット ソリューションをご提供します。  

P.I.Protector は、複数のコンピュータ間で、しばしば、インターネット環境や 

アプリケーションのデータを管理、アップデートが必要な方には理想のソフトウエアです。 

動作環境 

• Windows 2000 又は Windows XP オペレーティング システム  

• Internet Explorer (プライベート ブラウジング) version 5.5 以上  

• Outlook Express (ポータブル Email) version 5.5 以上 又は  

• Outlook (ポータブル Email) version 2000 (Corporate/Workgroup), 2002, 又は 2003  

P.I.Protector は、USB フラッシュメモリー等のポータブルデバイス（16MB 以上の空容量）が必要です。 

ポータブルデバイスのライトプロテクロ スイッチはアンプロテクト ポジションでご使用下さい。 

P.I.Protector のスタート 

P.I.Protector ソフトウエアのスタートには、プログラムがインストールされている 

ディレクトリー（ポータブルデバイス内）から、piprotector.exe をダブルクリックします。 

P.I.Protector インターフェースが表示されます。 

 

 
 

重要: P.I.Protector を適切に終了させるまで、ポータブルデバイスを抜き取らないで下さい。  

 

フラッシュドライブは、内蔵ハードディスクよりもデータ転送が幾分遅くなる傾向があります。 

したがって、インターネット ブラウジング、Email、又は他のデータ転送を伴う処理が、PC の 

ローカル ハードディスクを使用するアプリケーションよりも、わずかに遅く感じることがあります。 

これはポータブルデバイスを使用する上で異常な事ではありません。さらに、Windows XP PC から 

ポータブルデバイスへは、特に、テンポラリー インターネットファイルと Email をポータブルデバイスへ 

コピーする場合、Windows 2000 PC からポータブルデバイスへの転送レートと比較しても、 

特に遅くなる場合があります。   
 

キーボード ショートカット 

以下のキーボード ショートカットは、P.I.Protector インターフェース上で使用することができます。: 

<alt>h ヘルプ 

<alt>f ファイルの同期 

<alt>e  Email ‐ ポータブル 

<alt>i  Internet Explorer ‐ プライベート ブラウジング 
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<alt>x 終了 

<alt>a  オートポップ 

<alt>w ネットツール（株）、ホームページへ 

<alt>l  ポータブルデバイス Explorer 

<alt>m  最小化 

 

ディスク使用率 

P.I.Protector の下部-中央には、現在のポータブルデバイス ドライブ上のディスク空容量を 

表示するディスク使用率メータです。このパーセンテージは、マイコンピュータ ウインドウ上の 

ドライブレターで右クリックして参照できるプロパティー情報に基ずいています。 

ポータブルデバイス エクスプローラー 
インターフェース左下に表示されるドライブレターは、P.I.Protector がインストールされた 

ポータブルデバイスの位置です。ドライブレターをクリックすると内容が表示されます。 

ポータブル Email セッティング 

P.I.Protector は、Microsoft Outlook Express を使用するか、または Outlook を 

使用するかのオプションを用意しています。ディフォルト セッティングでは Outlook Express の 

使用になっています。 Email 設定の変更は、P.I.Protector インターフェースの セッティングボタンを 

クリックし、Email セッティング タブを選択します。そして、Outlook Express または Outlook の 

どちらかを選択し 適用ボタンをクリックします。 
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Email パスワード プロテクション 

P.I.Protector は、P.I.Protector インターフェースから Outlook 又は Outlook Express をアクセスする 

前に、要求するパスワードを作成することができます。 パスワードの作成は、 

Email セッティング スクリーン上の “パスワード プロテクションを有効にする”ボックスをチェックします。 

パスワードの更新には、Email セッティング 上の パスワード更新選択します。 

ポータブル Email - Outlook Express 

P.I.Protector は、Microsoft Outlook Express ユーザーの方々に、Email アイデンティティー、 

構成情報、アドレス帳、メッセージをポータブルデバイスへコピーすることを実現します。その後、 

Email は PC に接続されたポータブルデバイス経由でアクセスでき、Outlook Express がインストール 

されたいかなる Windows PC からでも、P.I.Protector のインターフェース経由で実行できます。  

ポータブルデバイスへ Outlook Email をコピーする前に、ハードディスク内の必要無いメッセージを 

削除し、クリーンアップされることをご推奨します。（その他、削除済フォルダー内を空にする等も） そして、 

全ての Email フォルダーをコンパクトにするため、Outlook Express のファイル/フォルダー/最適化  

されることをご推奨します。 

Outlook Express Email をポータブルデバイスへコピー 

Outlook Express の Email をポータブルデバイスへコピーするには、P.I.Protector インターフェースの  

セッティング ボタンをクリックし、Email セッティング タブを選択します。 

そして、Email セッティング更新 ボタンをクリックします。Outlook Express アイデンティティーを選択し、 

ポータブルデバイス へアイデンティティーをコピー をクリックします。 

 

 
 

 

 ポータブルデバイスへコピーしたいメッセージ フォルダーを選択するスクリーンが表示されます。 

同様にポータブルデバイスへアドレス帳をコピーするか否か、また日付やサイズで Email を 

フィルターすることもできます。継続 ボタンをクリックするとコピーがスタートします。データ量は、 

指定したオプションに依存します。コピー処理には数分を必要とします。コピー処理が完了すると、 

スクリーンに完了のメッセージが表示されます。 
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ポータブル Outlook Express Email 使用方法 

一旦、Outlook Email のデータを ポータブルデバイスへコピーしたら、Outlook がインストール 

されている PC にポータブルデバイスを接続して下さい。初めに、Outlook が PC で稼動していないことを 

確認して、ポータブルデバイスから P.I.Protector アプリケーションを起動し、P.I.Protector  
インターフェース上の Outlook Email アイコンをクリックして Outlook を起動して下さい。全ての 

Email 処理や履歴はポータブルデバイス上に残り、使用したＰＣのハードディスク上には何も残りません。 

ポータブルデバイス上の Email を読み、送受信することができます。 

そして、P.I.Protector アプリケーションを終了し適切にポータブルデバイスを抜き取るまで、 

Email アクティビティーに関するいかなるトレース情報 も残しません。 

ポータブルデバイスから Outlook Express Email をコンピュータへコピー 

P.I.Protector は、Outlook Express Email の第一の保管場所に ポータブルデバイスを 

使用するようにデザインされています。特に大きいサイズのポータブルデバイスはこの目的にとても 

適しています。ポータブルデバイス上で Email を使用・保管するということは、出張、旅行、会社から 

自宅、等の Email をいつでも、どこへでも持ち運べる準備ができているという事です。 

もし、ポータブルデバイスの Email をコンピュータへコピーしたい場合は、セッティング ボタンをクリックし、 

Email セッティング タブ から Email セッティング更新を選択します。そして、ポータブルデバイスから 

コンピュータへアイデンティティーをコピー ボタンをクリックします。ポータブルデバイス上の  

Outlook Express Email はいかなる Outlook Express がインストールされている PC へでも 

コピーすることができます。コンピュータ上には、新規の Outlook Express アイデンティティーが 

作成され、ポータブルデバイス上に保存された完全なメッセージが含まれています。 -  

コピー機能は、オリジナルの Outlook Express アイデンティティーへ同期することはできません。 
また、現バージョンではアドレス帳をポータブルデバイスからコンピューターへコピーする機能は 

サポートされておりません。 
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Email のバックアップコピー作成 

ポータブルデバイス上の Email のバックアップコピーを作成したい場合は、簡単にポータブルデバイス上 

の My Email フォルダーを希望するバックアップ先へコピーして下さい。 

Outlook Express Email 送信 ‐ 構成情報  

以前のインターネット環境はいかなるコンピュータでも利益を得るためにインターネットへの接続を 

行っていました。、しかし現在、ほとんどのシステム アドミニストレーターは Email の送信を 

制限する機能を有しています。  

最もシンプルなアクセス制限はネットワーク アドレスの使用を制限することです。 

もしこの方法を送信メールサーバーにセットアップした場合、他のネットワークに接続することに 

問題となるでしょう。（例えば、ホテル内やサイバーカフェ等）  

外部のネットワークへ接続するためのセットアップができているか確認するためには 

P.I.Protector インターフェースから Outlook Express を起動します。Outlook Express の 

ツール そして アカウントをクリックします。アカウント内の 1 つはデフォルトにデザインされています。 

アカウントをクリック、またはハイライトさせて、プロパティーを参照します。 

そして サーバー をクリックします。 

 

 
 

もし、このサーバーは認証が必要 がチェックされていれば、異なるネットワークへの接続に問題は 

無いでしょう。 もし、このサーバーは認証が必要 が チェックされていなければ 特定の 

Email アドレスから、送信メールを受け付けるために、Email サーバーを構成する必要がある可能性が 

あります。ネットワーク アドミニストレーターに、送信サーバーを使用することは可能か否かを 

確認する必要があります。  

もし、アドミニストレーターが否定した場合、あなたは何らかの送信メールサーバーを 

使用するための Email サービスを見つける必要があります。  

現在、いくつかのプロバイダーは、送信メールサーバーや、SMTP リレー サービスを提供しています。  

さらにいくつかの ISP は、ユーザーが内部の送信 Email サーバーに接続することを制限しています。 

もしこれらの ISP を利用している場合は、この ISP の送信メールサーバーを（上記の方法で）変更する 

必要があります。 
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ポータブル Email - Outlook  

P.I.Protector は、Microsoft Outlook ユーザーの方々に、Email のプロファイル 

（設定情報、コンタクト、メッセージ、カレンダー、その他の Outlook フォルダー）をポータブルデバイスへ 

コピーすることを実現します。その後、Email は PC に接続されたポータブルデバイス経由でアクセスでき、 

Outlook がインストールされたいかなる Windows PC からでも、P.I.Protector のインターフェース経由で 

実行できます。  

 

ポータブルデバイスへ Outlook Email をコピーする前に、ハードディスク内の必要無いメッセージを 

削除し、クリーンアップされることをご推奨します。（その他、削除済フォルダー内を空にする等も） 

Outlook Email クライアントを選択 

P.I.Protector インターフェース上のセッティングボタンをクリックし、Email Settings タブを選択して 

ポータブル Email クライアントに Outlook を選択します。そして Outlook チェックボックスを選択し、 

適用 ボタンをクリックします。このステップ終了時、P.I.Protector のメインインターフェース上には、 

ディフォルトの Outlook Express アイコンに変わって、Outlook アイコンが表示されます。 

 

 

Outlook Email をポータブルデバイスへコピー 

Outlook Email をポータブルデバイスへコピーするには、P.I.Protector インターフェース上の 

セッティング ボタンをクリックし、Email セッティング タブを選択します。そして Outlook チェックボックスを 

クリックして、ポータブル クライアントを選択し、適用 ボタンをクリックします。 

次に、Email セッティング更新 ボタンを選択し、コピーしたい Outlook のプロファイルを選択します。 

そしてポータブルデバイスへ Email、プロファイルをコピー ボタンをクリックします。 
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 ポータブルデバイスへコピーする Outlook フォルダーの選択画面から、コピーしたいフォルダーを 

選択します。コピーするメッセージは、日付やサイズでフィルターすることができます。 

継続 ボタンでコピー処理がスタートします。必要容量は、コピーするフォルダーの選択によって 

変化します。コピー処理には数分間を必要とします。コピー処理が完了するとスクリーンに 

メッセージが表示されます。 

 

 
 

ポータブル Outlook Email 使用方法 

一旦、Outlook Email のデータを ポータブルデバイスへコピーしたら、Outlook が 

インストールされている PC にポータブルデバイスを接続して下さい。初めに、Outlook が PC で 

稼動していないことを確認して、ポータブルデバイスから P.I.Protector アプリケーションを起動し、 

P.I.Protector インターフェース上の Outlook Email アイコンをクリックして Outlook を起動して下さい。 

全ての Email 処理や履歴はポータブルデバイス上に残り、使用したＰＣのハードディスク上には 

何も残りません。ポータブルデバイス上の Email を読み、送受信することができます。 

そして、P.I.Protector アプリケーションを終了し適切にポータブルデバイスを抜き取るまで、 

Email アクティビティーに関するいかなるトレース情報 も残しません。 

ポータブルデバイスから コンピュータへ Outlook Email のマージ 

P.I.Protector は、Outlook Email の第一の保管場所に ポータブルデバイスを 

使用するようにデザインされています。特に大きいサイズのポータブルデバイスはこの目的にとても 

適しています。ポータブルデバイス上で Email を使用・保管するということは、出張、旅行、会社から 

自宅、等の Email をいつでも、どこへでも持ち運べる準備ができているという事です。 

もし、ポータブルデバイスの Email をコンピュータへマージしたい場合は、簡単に、セッティング ボタンを 

クリックし、Email セッティング タブ から Email セッティング更新を選択します。 

そして、ポータブルデバイスからコンピュータへ Email、プロファイルのコピーボタンをクリックします。 

ポータブルデバイス上の Outlook Email はいかなる Outlook がインストールされている PC へでも 

マージすることができます。ポータブルデバイス上のプロファイルとメッセージは、 

同一名でコンンピュータ上にマージされます。 
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Email の Backup コピー作成 

ポータブルデバイス上の Email のバックアップコピーを作成したい場合は、シンプルに、 

ポータブルデバイス上の My Email フォルダーを希望するバックアップ先へコピーして下さい。 

Outlook Email 送信 ‐ 構成情報  

以前のインターネット環境はいかなるコンピュータでも利益を得るためにインターネットへの接続を 

行っていました。、しかし現在、ほとんどのシステム アドミニストレーターは Email の送信を制限する 

機能を有しています。  

最もシンプルなアクセス制限はネットワーク アドレスの使用を制限することです。 

もしこの方法を送信メールサーバーにセットアップした場合、他のネットワークに接続することに 

問題となるでしょう。（例えば、ホテル内やサイバーカフェ等）  

外部のネットワークへ接続するためのセットアップができているか確認するためには 

P.I.Protector インターフェースから Outlook を起動します。Outlook 内の 

ツール/電子メールアカウント をクリックして下さい。（最低でも 1 つのアカウント内はデフォルトで 

デザインされています。）アカウントをクリック、またはハイライトさせて、変更/詳細設定 をクリックします。 

そして送信サーバー タブをクリックします。 

 

 
 

もし、送信サーバー (SMTP) は認証が必要 がチェックされていれば、他のネットワークとの接続は 

問題無いでしょう。  

もし送信サーバー (SMTP) は認証が必要 がチェックされていなければ、送信メールを受け付けるために、 

Email サーバーを構成する必要がある可能性があります。ネットワーク アドミニストレーターに、 

送信サーバーを使用することは可能か否かを確認する必要があります。  

もし、アドミニストレーターが否定した場合、あなたは何らかの送信メールサーバーを 

使用するための Email サービスを見つける必要があります。  

現在、いくつかのプロバイダーは、送信メールサーバーや、SMTP リレー サービスを提供しています。 
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さらにいくつかの ISP は、ユーザーが内部の送信 Email サーバーに接続することを制限しています。 

もしこれらの ISP を利用している場合は、この ISP の送信メールサーバーを（上記の方法で） 

変更する必要があります。 

 

プライベート ブラウジング 

P.I.Protector のプライベート ブラウズング機能は、あなたがインターネットを 

ブラウジング中、あなたのプライバシーを守るようにデザインされています。あなたがインターネットを 

サーフ中（ネットサーフィン中）、あなたのコンピュータは、あなたが何を行ったのか、 

情報を蓄積しています。  

• あなたがインターネット上で見た写真は PC 内にコピーしています。  

• あなたが訪れたサイトは、シークレットファイルに蓄積されています。  

• 'クッキー情報' はコンピュータ上に残されたままになっています。  

• テンポラリー インターネット ファイルは、あなたの貴重なドライブスペースを無駄使いしています。  

P.I.Protector ソフトウエアを使用することで、あなたは絶対のプライバシーを守る事が 

できます。あなたの PC 上に蓄積された物をクリーンアップするのではなく、P.I.Protector は、あなたの 

PC から、ポータブルデバイスへあなたの全てのインターネット アクセスのログを変更します。 

このことによって、あなたのインターネット アクティビティーは、あなたの PC 上に一切残りません。  

P.I.Protector は、簡単に使用することができます。あなたはプライバシーを守りたい時、 

あなたのポータブルデバイスをコンピュータの USB ポートに挿入し、P.I.Protector を起動します。 

そして、あなたが望むネットサーフィンを実行します。終了したら、ポータブルデバイスを抜き取って、 

そしてそれを持ち去って下さい。コンピュータ上には何も蓄積されません。P.I.Protector の 

プライベート プラウジング 機能は、web ベースの Email やオンライン バンキング等の機密保持を 

したいインターネット アクセスに最適です。  

プライベート ブラウジングを実行するには、P.I.Protector インターフェース上の Internet Explorer  

アイコンをクリックします。P.I.Protector はローカル セッティングを追跡して、Internet Explorer の 

プライベート ブラウジングを開始します。P.I.Protector を終了するまで、 

このプライベート ブラウジングは継続されます。  

P.I.Protector は、インターネット アクセスのプライバシーを守る事に加えて、さらに、ポータボリティーの 

メリットも付加します。このポータビリティーのメリットは、PC 上のインターネット設定（お気に入り、 

履歴、その他）を他の PC に移動することができます。あなたは、気にしなければならない情報を 

置き去りにする事無く、インターネットアクセスを実行できます。また、単に、ポータブルデバイスを 

持ち歩く事で、一度訪れたサイトを何も記録する事無く、簡単に違う場所からでも訪れる事ができます。 

あなたの全てのお気に入り、ブックマーク、履歴、テンポラリーファイル、等等をポータブルデバイスから 

直接使用、又はあなたの PC へ移動することができます。   

 

セッティング 

P.I.Protector のメインインターフェースから セッティング ボタンをクリックすると、セッティングを実行する 

画面が表示されます。 

  

  11  



 

 

IE セッティング 

P.I.Protector は、PC 上の Internet Explorer セッティングをポータブルデバイスへエクスポートする 

機能を提供します。これらのセッティングは、プライベート ブラウジング セッション中、または他の PC に 

インポートして使用することができます。  

P.I.Protector インターフェース上のセッティング ボタンをクリックすると、セッティング オプションの 

メニューが表示されます。IE セッティング タブをクリックします。以下の内容から、ポータブルデバイス 

からＰＣへ、又はＰＣからポータブルデバイスへコピーする物を選択します。:  

• お気に入り  

• 履歴  

• クッキー情報  

• テンポラリー インターネット ファイル  

ポータブルデバイスからコンピュータへコピーする場合は、コンピュータへ をクリックします。  

コンピュータからポータブルデバイスへコピーする場合は、ポータブルデバイスへ をクリックします。 

 

ブラウズ内容の削除 

 

P.I.Protector は、あなたのブラウジング履歴（内容）をポータブルデバイス又は コンピュータから 

削除するための機能をご提供します。P.I.Protector を使用することで、プライベート ブラウジング機能は、 

あなたのインターネット アクティビティー データをコンピュータ上には書き込みませんが、 

プライベート ブラウジングを使用していない時に書き込まれた履歴をクリーンアップすることができます。 
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P.I.Protector インターフェース上の セッティング ボタンをクリックします。そして IE 履歴 タブを選択 

します。 以下からファイルを削除する方法を選択します。:  

• 単純削除 (単純に削除します。)  

• 上書き削除 (1 度上書きしてその後削除します。 - リサイクルは空に、そして次のリブート時に

ページング ファイルへ削除フラグをセットします。データ再生をしにくくします。)  

• 完全削除 (7 度上書きしてその後削除します。- リサイクルは空に、そして次のリブート時にペー

ジング ファイルへ削除フラグをセットします。ﾃﾞｰﾀ再製ができないようにします。) Note: この削

除方法は単純削除、上書き削除と比べ時間を要します。  

以下から削除するデータを選択します。:  

• お気に入り  

• 履歴  

• クッキー情報  

• テンポラリ インターネット ファイル  

削除の開始は、コンピュータ内から削除 をクリックします。Note: コンピュータから選択した項目を 

削除します。 削除の開始は、ポータブルデバイス内から削除 をクリックします。 

Note: ポータブルデバイスから選択した項目を削除します。 

 

オートポップ 

オートポップ機能は、メイン画面からセッティングをクリックし、その他のオプションタブから 

設定することができます。オートポップ オプションの下の選択ボタンをクリックすることにより、 

P.I.Protector が PC に接続された時、自動的にプログラムをスタートさせることができます。一旦、 

オートポップ機能をスタートさせたら、P.I.Protector をインストールしたフォルダー名を変更しないで 

下さい。 
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ファイル同期プロファイル 

プロファイルの編集には、セッティング ボタンをクリックし、その他のオプション タブを選択して下さい。 

そして ファイル同期プロファイルの更新 ボタンをクリックするとプロファイル エディター スクリーンが 

表示されます。 
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現在のリストからフォルダーを追加又は削除するためプロファイルを編集します。さらに選択した 

フォルダーは、以下の内容をさらに定義することができます。:  

• サブフォルダーを含む又は含まない  

• 最終更新日にかかわらず全ファイルを含む  

• 又は "X"日以内に更新されたファイルのみ含む (本オプションをチェックした場合、"0" は設定

できません。)  

• インクルード フィルターをチェック (選択されたファイルタイプのみプロファイル内に含まれま

す。)  

• エクスクルード フィルターをチェック (選択されたファイルタイプのみプロファイル内から除外され

ます。)  

いくつかの、インクルード そして エクスクルード フィルターは、ディフォルト プロファイル内に 

用意されています。さらに選択したフォルダーに、さらに インクルード 又は エクスクルード フィルターを 

作成して使用することができます。 新たなフィルターの作成には、ファイルタイプフィルターの編集を 

クリックします。 プロファイルの修正後、プロファイルを保存して終了を選択すると、変更が保存されます。 

ファイルの同期（シンクロナイゼーション） 

ファイルの同期は、プロファイルに基ずいて実行されます。P.I.Protector インターフェース上の 

ファイルの同期 アイコンをクリックします。 

 

 
 

転送の内容を選択します。:  

• ポータブルデバイスへ  

• コンピュータへ  

• 双方向で  

"ポータブルデバイスへ" オプションは、コンピュータから ポータブルデバイスへプロファイル内に 

指定されたファイルをコピーします。もし、プロファイルの基準にマッチしなかった場合は、 

"アップデートするファイルはありません。"というメッセージが表示されます。  

"コンピュータへ" オプションは、ポータブルデバイスからコンピュータへプロファイル内に指定された 

ファイルをコピーします。もし、プロファイルの基準にマッチしなかった場合は、 

"アップデートするファイルはありません。"というメッセージが表示されます。  

"双方向で" オプションは、ポータブルデバイスからコンピュータへ、そしてコンピュータから 

ポータブルデバイスへプロファイル内に指定されたファイルをコピーします。もし、双方向の同期処理を 

選択した場合、あなたは、ファイルをポータブルデバイスへコピー、そしてファイルをコンピュータへ 

コピーする、それぞれ別々のダイアログが表示されます。双方向同期処理を選択して、 

ポータブルデバイス又はコンピュータのどちらかにアップデートされるファイルが無い場合は、 
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"アップデートするファイルはありません。"というメッセージが表示されます。  

同期処理の開始は、転送スタート をクリックします。ディフォルトでは、同期処理対象ファイルは、 

"My Documents" フォルダーのみになっています。プロファイルの編集には、早期処理、 

プロファイルのセクションをご参照下さい。  

同期処理は、あなたが選択したプロファイルを読み、どのファイルを、ポータブルデバイス、 

コンピュータのどちらから、どちらへ転送するのかを決定します。画面は転送されるファイルが 

表示されます。ファイルを転送するための空容量が足りない場合は、空容量がアジャストされるまで、 

転送ファイルの変更を促します。   

 

ポータブルデバイスの適切な取り外し方 

Windows XP システム から ポータブルデバイス を抜き取る場合は、物理的にデバイスを抜き取る前に、 

安全なデバイスの取り外しユティリティーを使用します。Windows 2000 システム から 

ポータブルデバイスを抜き取る場合は、物理的にデバイスを抜き取る前に、システムトレイ内の 

ハードウエアの抜き取りアイコンを使用します。  

ポータブルデバイスの適切な抜き取りの失敗は、アプリケーションの不完全な処理、終了につながる 

危険性があります。例えば、P.I.Protector が実行していた、ポータブルデバイスの適切ではない 

抜き取りは、Outlook Express で送信したはずのメールを再送信しなければならなくなりかもしれません。 

 

FAQ（よくあるお問合せ） 

P.I.Protector に関するよくあるお問合せです。  

Q: P.I.Protector とは・・・?  

A: P.I.Protector とはポータブルデバイスを使用して、革新的に、インターネット プライバシーと Email の 

ポータビリティーを実現するための、ソフトウエア プログラムです。P.I.Protector は、Windows 2000 又は 

Windows XP ユーザーの、全てのインターネット アクセス履歴と、Outlook Express 又は Outlook の 

Email アクティビティーをポータブルデバイスを利用することによりプロテクトします。  

これにより、ユーザーのハードディスクには、いかなる P.I.Protector に関する情報保管を禁止し、 

”インターネット ポータビリティー”の利便性を追加します。さらに、P.I.Protector は、Outlook Express 、 

Outlook を使用した、ポータブル Email と、シンクロナイゼーション（同期）機能をご用意します。  

Q: P.I.Protector が使用できるシステムは・・・?  

A: Windows 2000 又は Windows XP オペレーティングシステムで、Internet Explorer と  

Outlook Express のバージョン 5.5 以上がインストールされている必要があります。又、Outlook を 

ご使用の場合は、Outlook 2000（コーポレート/ワークグループ モード）、Outlook 2002、Outlook 2003 で 

ご使用いただけます。  

Q: ポータブルデバイスから P.I.Protector を削除する方法は・・・?  

A: 単純に P.I.Protector プログラムを削除するか、ポータブルデバイスを再フォーマットします。  

Q: P.I.Protector のバージョンを確認する方法は・・・?  

A: Help をクリックし、About P.I.Protector を選択すると、ご使用のバージョンが表示されます。  

Q: ¥My Settings¥History¥History.IE5¥index.dat に対する、遅延書き込みエラーが発生しますが、 

原因は・・・?  

A: 本エラーは、P.I.Protector がポータブルデバイスへの情報書込が完了する前にポータブルデバイス

を抜き取ろうとした事で発生するエラーです。  

Q: 誤って P.I.Protector の処理が完了する前にポータブルデバイスを抜いてしまった場合 

どうすれば・・・?  

A: ポータブルデバイスを再挿入し、P.I.Protector をスタートします。そしてポータブルデバイスを抜いて 

しまった時に使用していたアプリケーション(IE、OE、同期処理 等）を起動して、ポータブルデバイスを 

抜いてしまった時に進行していたトランザクションを再実行して下さい。  

Q: P.I.Protector のユーザー インターフェースから Email ボタンをクリックしたら、”プライベート Email の 
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アイデンティティーがありません。”というメッセージが表示されましたが、これはどういう意味・・・?  

A: 本メッセージは、まだポータブルデバイス上に Email アイデンティティーがセットアップされていない 

ことを意味しています。はいを選択すると、ポータブルデバイスへ Email 環境をセットアップする 

スクリーンへ進み、セットアップされます。  

Q: Email セッティング のスクリーンへ進むと、複数のアイデンティティー又はプロファイルがありますが、 

どれを選ぶべきなのでしょう・・・?  

A: 最も一般的に使用している、ポータブル利用したい物を選択して下さい。  

Q: ポータブルデバイスへいくつのアイデンティティー又はプロファイルをコピーできますか・・・?  

A: ポータブルデバイス上に、一度に 1 つのアイデンティティー又はプロファイルのみ持つことができます。  

Q: Internet Explorer を PC から立ち上げるのと、P.I.Protector から立ち上げるのでは何が違うの・・・?  

A: もし、Internet Explorer(IE) を PC から立ち上げた場合、この IE は、プライベート ブラウジング モード 

ではありません。プライベート ブラウジングを実行するには、IE を P.I.Protector インターフェースから 

起動します。一旦、IE を P.I.Protector インターフェースから起動すれば P.I.Protector インターフェーを 

終了するまで IE 上で発生する内容は、プライベート ブラウジング モードで実行されます。  

Q: Outlook Express Email フォルダーを PC からポータブルデバイスへエクスポートして、 

ポータブル Email えお使用する際、エクスポートしなかった、フォルダーの 参照済/未読 のメール数が 

表示されますが、これは何故・・・?  

 

A: これは変則事項として知られています。フォルダーはクリックされた時にこれを修正して 0 メッセージと 

なります。  

Q: ポータブルデバイスへメッセージとアドレス帳をエクスポートした時、これらのバックアップ方法は・・・?  

A: ポータブルデバイス上の My Email フォルダーを 最適な場所へバックアップして下さい。  

Q: ファイル同期 プロファイル エディターから MY DOCUMENT をブラウズした時、何故、 

全てのフォルダーやファイルが参照できないのでしょう・・・?  

A: P.I.Protector インターフェースから Internet Explorer(IE)を起動してプライベート ブラウジングを 

実行し、ポータブル デバイス上に MY DOCUMENTS が存在している場合、プロファイル エディターの 

ブラウズ画面は PC 上の MY DOCUMENTS フォルダーではなく、ポータブルデバイス上の  

MY DOCUMENTS を表示しています。プログラムを終了してから、再度 P.I.Protector を起動して、 

プライベート ブラウジングを起動する前に ファイル同期 プロファイル エディターを実行して下さい。 
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