
Opera Mobile for Windows Mobile 

Opera Mobile for Willcom W-ZERO3 
(Windows Mobile 5.0) 
Get the full Internet experience on your mobile phone 
Willcom W-ZERO3 に搭載されているウェブブラウザの代わりに Opera 
Mobile™ を使用することで高速、簡単なフルインターネット環境を体験す
ることができます。 Opera Mobile を使うと家のコンピューターと同じ感覚
でネットサーフィンを楽しむことができます。Opera Mobile for Willcom W-
ZERO3 は、Willcom W-ZERO3 専用のソフトウェアです。  

W-ZERO3 向けの Opera Mobile は無料でお使いいただけます。 

 

2006.6.6 - バージョンアップ版のOperaが入手可能です。変更点は下記のとおりです。 

UIの改善による操作性の向上  
フレームを含むページのレンダリングを最適化  
ダウンロードダイアログの追加  
パフォーマンス、安定性の大幅な向上  
キーボードショートカットによるカット・コピー・ペースト機能の追加  
エンコード選択機能の追加  
プロキシ・セキュリティプロトコル設定項目の追加  

 
 
 

2006.12.04 - セキュリティ勧告: 
Opera Mobile for Windows Mobile が、誤って証明書を“期限切れ”と表示します。 

注意： Opera アップデート時に、Opera のブックマークの引継ぎが行われず、全て削除されま
すことを、ご了承くださいませ。重要なブックマークはアップデート前に各自バック
アップを行ってください。 

http://ftp.opera.com/pub/.custom/partners/sharp/opera_wmppc_860_wzero3.cab


 

2006.2.22 - バージョンアップ版の Opera が入手可能です。変更点は下記のとおりです。 

複数ページ閲覧時に、画面下部にタブを表示する機能の追加  
デフォルトブラウザ設定の切替を設定画面内に追加  
文字コード判定の最適化により、文字化けの発生率を大幅に減少  

2006.1.15 - 正式版を公開いたしました。変更点は下記のとおりです。 

安定性向上  
高速化  
インストール後デフォルトブラウザに設定される機能を追加  

ダウンロード・インストール 

以下の手順で Opera Mobile™ をインストールできます: 

1. CAB インストーラパッケージは Pocket PC に直接ダウンロードするができますが、デス
クトップコンピュータ上にダウンロードした CAB ファイルを ActiveSync ソフトウエアを
使用して Pocket PC に転送することもできます。  

2. [ スタート > ファイルエクスプローラ ] からダウンロードしたパッケージを探し、実行し
ます。  

3. 画面の指示に従って、インストールを完了させてください。  
4. これで [ スタート > プログラム > Opera Browser ] から Opera を起動することができま
す。  

システム要求 

このソフトウェアは Willcom W-ZERO3 のみで動作します。その他の Windows Mobile 端末 
Smartphone 2002,2003、および Pocket PC 端末では動作しません。 

Copyright © 2011 Opera Software ASA. All rights reserved.  

■ブックマークのバックアップ方法について 
 
マイデバイス/Application Data/Opera/ にある Opera6.adr 

(ファイルエクスプローラから見た場合は "Opera6" とのみ書いてあります。) 

というファイルをどこか別の場所に（My Documents内等）保存してください。 
 
その後、Opera最新版のインストールを行います。 
 
インストール後に、バックアップしたファイルを 

マイデバイス/Application Data/Opera/ にある Opera6.adr 

に上書きする形で、コピーしてください。 



Opera Mobile for Windows Mobile が、誤って証
明書を“期限切れ”と表示する問題 
平素は、Opera ブラウザをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。さて今般、
Willcom 社 PHS「W-ZERO3 (シャープ製)」向けに提供されている Opera ブラウザにおいて、以
下の事象が発生することが確認されました。ここに、その問題の詳細と対応につきましてご案
内申し上げます。お客様をはじめ関係各位にはたいへんご迷惑をお掛けしますことを深くお詫
び申し上げます。今後、製品の品質向上に一層の努力を重ねていく所存でございますので何卒
よろしくお願い申し上げます。 

■問題の内容 

デバイスの日付が 12 月である時に Opera ブラウザで HTTPS もしくは SSL サイトにアクセス
した際、SSL 証明書の内容確認に失敗し、期限内の証明書であっても“期限切れ”と表示しま
す。この問題は、毎年 12 月のみ発生します。 

セキュリティ重要度: 低（個人データの流出もしくは、外部からのアタックなどはありませ
ん。しかし、誤った警告内容により混乱を生じさせる可能性があります。） 

■解決方法 W-ZERO3 (WS003SH, WS004SH) 

下記の方法で、W-ZERO3 向けに無料で弊社 Web サイトより提供されている Opera に修正版パ
ッチを適用することができます。この修正パッチは、すでに Opera をインストールしている方
のみご利用いただけます。また、このパッチ適用により、ブックマークや設定項目に影響はあ
りません。 

1. 修正版パッチのダウンロード 
PCで行う場合: 弊社ダウンロードサイトより修正パッチである 
opera_wmppc_860_wzero3_u1.cab (2.05MB) をダウンロードしてください。ダウンロ
ードしたファイルを、ActiveSync もしくは miniSD カード経由で端末本体の任意の
フォルダ（[マイデバイス]など）にコピーしてください。  
端末で行う場合: W-ZERO3 上の Opera でインターネットにアクセスし、弊社ダウン
ロードサイトより修正パッチである opera_wmppc_860_wzero3_u1.cab (2.05MB) とい
うファイルをダウンロードしてください。  

ご注意： 
  当修正パッチはW-ZERO3専用のため、W-ZERO3[es]には適用できません。 

 
 
 

http://ftp.opera.com/pub/.custom/partners/sharp/opera_wmppc_860_wzero3_u1.cab
http://ftp.opera.com/pub/.custom/partners/sharp/opera_wmppc_860_wzero3_u1.cab


2. Opera が起動している場合は、終了させてください。[ スタート > 設定 > システム > メモ
リ > 実行中のプログラム ] から、起動しているかどうかを確認し、終了させることが可
能です。 

  
 

3. ファイル エクスプローラで修正パッチがおいてあるフォルダに移動してください。修正
パッチのアイコンをタップすると、インストールが開始します。miniSD カードを本体に
装着している場合には、インストール先を指定する必要があります。この場合には必ず
前回と同じインストール先を指定してください。 

   
 
 
 
 
 
 



4. インストールが終了したら、OK を押してください。 

  
 

5. パッチが正しく適用された場合、[ メニュー > ツール > Operaについて ] と進むと、1678E 
(スクリーンショットを参照)と表示されます。パッチの適用に失敗した場合には、1678 と
なります。 

  

W-ZERO3 向け Opera ブラウザをご愛用のお客さまに大変ご迷惑をおかけ致します事につい
て、深くお詫び申し上げます。今後とも、より高品質なブラウザの提供に努めて参りますの
で、何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

 
最終修正日: 2006-12-07
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