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本書では、Bluetooth搭載機種で東芝 Bluetoothスタックをお使いのお客様のために、セキ

ュリティパッチをインストールする手順について説明します。 

 

【ご注意】 

・ ウィルス駆除ソフトウェア等が常駐している場合は、常駐を解除してください。(セ

キュリティパッチのインストール完了後には元にお戻しください。) 

・ アップデートを実行する際は、必ず「管理者」の権限のユーザーでログオン(又は

サインイン)してください。(ユーザーの切り替え機能を使わずにコンピューターの

管理者の権限でログイン(又はサインイン)して操作してください。) 

 

【お願い】 

セキュリティパッチのインストールを行う際には、以下の事項をお守りください。 

・ AC アダプター、および充分に充電されたバッテリーパックを接続しておい

てください。 

・ アップデートプログラム以外のアプリケーションソフトはすべて終了して

ください。 

 

【インストール方法】 

東芝 Bluetoothスタックのセキュリティパッチのインストールは下記の流れで行います。 

 

1. セキュリティパッチ適用要否確認とセキュリティパッチプログラムのダウンロード 

2. セキュリティパッチのインストール 

2-1. セキュリティパッチプログラムの展開 

2-2. セキュリティパッチのインストール 

 

以下に OS 別にインストール手順を記載いたしますので、ご使用になっている OS の手順に

したがってセキュリティパッチのインストールを行ってください。 

 

 



1.  Windows 8 

1.1 セキュリティパッチ適用要否確認とセキュリティパッチプログラムのダ

ウンロード 

インストールされている東芝 Bluetooth スタックソフトウェアのバージョンを確認し、セ

キュリティパッチのインストールが必要かどうか確認します。セキュリティパッチのイン

ストールが必要な場合、セキュリティパッチプログラムをダウンロードします。 

 

(1) デスクトップ画面において、チャームを表示し、[設定]、[コントロールパネル]の

順に選択して、コントロールパネル画面を表示します。 

 

(2) [プログラムのアンインストール]を選択します。 

 

(3) 表示されたアプリケーションの一覧の中から、”Bluetooth Stack for Windows by 

Toshiba”を選択し、下部詳細情報中の”製品バージョン”(下図の赤で囲んだ部分)を

確認してください。 

 

 
 

・ リスト中に”Bluetooth Stack for Windows by Toshiba”が存在しない場合 

Bluetooth 搭載機種ではないか、東芝 Bluetooth スタックがインストールされていな

いため、セキュリティパッチのインストールは不要です。 



 

・ ”製品バージョン”末尾に”SP2”がついている場合(「v9.10.04(P) SP2」等の場合) 

セキュリティパッチはインストール済みですので、セキュリティパッチのインスト

ールは不要です。 

 

・ ”製品バージョン”末尾に”SP2”がついていない場合 

セキュリティパッチのインストールが必要です。セキュリティパッチプログラム

(toshiba_bluetooth_sp.exe)をダウンロードしてください。 

 

(4)  右上の[×]を選択し、プログラムと機能画面を閉じます。 

 



1.2 セキュリティパッチのインストール 

1.2-1 セキュリティパッチプログラムの展開 

セキュリティパッチをインストールするために、ダウンロードしたインストールプログラ

ムを対象機種の Windows上で実行し、作業用フォルダにファイルを展開します。 

 

(1) ダウンロードしたセキュリティパッチプログラム(toshiba_bluetooth_sp.exe)をダブ

ルクリック(又はダブルタップ)して実行します。 

 

(2) 「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい(Y)]を選択します。 

 

 

 

(3) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい(Y)]を選

択してください。 

 

 

 

(4) 展開先フォルダを設定する画面が表示されます。作業用フォルダは、プログラムが自動

的に作成しますので、特に変更する必要はありません。 



展開先フォルダは標準では「c:\util2\drivers\bluet_sp」が設定されています。 

 

 

 

(5) [OK]を選択してください。しばらくして展開が完了すると、展開先フォルダが開きます。 

 

1.2-2 セキュリティパッチのインストール 

以下の手順にしたがって、セキュリティパッチのインストールを行ってください。 

 

(1) セキュリティパッチプログラムが展開されたフォルダをエクスプローラーで開きます。

（標準では c:\util2\drivers\bluet_sp） 

 

 
 

(2) [TosBtSp2Setup](拡張子を表示している場合は [TosBtSp2Setup.exe])をダブルクリッ

ク(又はダブルタップ)して実行します。 



 

(3) 「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい]を選択します。 

 

 

 

(4) しばらくすると”Bluetooth Stack for Windows by Toshiba Security Patch 2 の 

InstallShield Wizard へようこそ”画面が表示されるので、[次へ(N)>]を選択します。 

 

 

 

(5) インストール準備の完了画面が表示されるので、[インストール]を選択します。 

 



 

 

(6) InstallShield Wizardの完了画面が表示されればインストール完了です。 

[完了]ボタンを選択して Wizard 画面を終了します。 

 

 

 

(7) コンピューターを再起動します。 

 

(8) 「1.1 セキュリティパッチ適用要否確認とセキュリティパッチプログラムのダウンロ

ード」と同手順で、セキュリティパッチがインストール済みであることを確認してくだ

さい。 

 

以上で東芝 Bluetoothスタックのセキュリティパッチのインストールは完了です。 

 



2.  Windows 7 

2.1 セキュリティパッチ適用要否確認とセキュリティパッチプログラムのダ

ウンロード 

インストールされている東芝 Bluetooth スタックソフトウェアのバージョンを確認し、セ

キュリティパッチのインストールが必要かどうか確認します。セキュリティパッチのイン

ストールが必要な場合、セキュリティパッチプログラムをダウンロードします。 

 

(1) スタートメニューで [コントロールパネル]を選択して、コントロールパネル画面を

表示します。 

 

(2) [プログラムのアンインストール]を選択します。 

 

(3) 表示されたアプリケーションの一覧の中から、”Bluetooth Stack for Windows by 

Toshiba”を選択し、下部詳細情報中の”製品バージョン”(下図の赤で囲んだ部分)を

確認してください。 

 

 
 

・ リスト中に”Bluetooth Stack for Windows by Toshiba”が存在しない場合 

Bluetooth 搭載機種ではないか、東芝 Bluetooth スタックがインストールされていな

いため、セキュリティパッチのインストールは不要です。 



 

・ ”製品バージョン”末尾に”SP2”がついている場合(「v7.00.08(P) SP2」等の場合) 

セキュリティパッチはインストール済みですので、セキュリティパッチのインスト

ールは不要です。 

 

・ ”製品バージョン”末尾に”SP2”がついていない場合 

セキュリティパッチのインストールが必要です。セキュリティパッチプログラム

(toshiba_bluetooth_sp.exe)をダウンロードしてください。 

 

(4) 右上の[×]を選択し、プログラムと機能画面を閉じます。 

 



2.2 セキュリティパッチのインストール 

2.2-1セキュリティパッチプログラムの展開 

セキュリティパッチをインストールするために、ダウンロードしたインストールプログラ

ムを対象機種の Windows上で実行し、作業用フォルダにファイルを展開します。 

 

(1) ダウンロードしたセキュリティパッチプログラム(toshiba_bluetooth_sp.exe)をダブ

ルクリック(又はダブルタップ)して実行します。 

 

(2) 「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい(Y)]を選択します。 

 

 

 

(3) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい(Y)]を選

択してください。 

 

 

 

(4) 展開先フォルダを設定する画面が表示されます。作業用フォルダは、プログラムが自動

的に作成しますので、特に変更する必要はありません。 



展開先フォルダは標準では「c:\util2\drivers\bluet_sp」が設定されています。 

 

 

 

(5) [OK]を選択してください。しばらくして展開が完了すると、展開先フォルダが開きます。 

 

2.2-2 セキュリティパッチのインストール 

以下の手順にしたがって、セキュリティパッチのインストールを行ってください。 

 

(1) セキュリティパッチプログラムが展開されたフォルダをエクスプローラーで開きます。

（標準では c:\util2\drivers\bluet_sp） 

 

 
 

(2) [TosBtSp2Setup](拡張子を表示している場合は [TosBtSp2Setup.exe])をダブルクリッ

ク(又はダブルタップ)して実行します。 



 

(3) 「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、[はい(Y)]を選択します。 

 

 

 

(4) しばらくすると”Bluetooth Stack for Windows by Toshiba Security Patch 2 の 

InstallShield Wizard へようこそ”画面が表示されるので、[次へ(N)>]を選択します。 

 

 

 

(5) インストール準備の完了画面が表示されるので、[インストール]を選択します。 

 



 

 

(6) InstallShield Wizardの完了画面が表示されればインストール完了です。 

[完了]ボタンを選択して Wizard 画面を終了します。 

 

 

 

(7) コンピューターを再起動します。 

 

(8) 「2.1 セキュリティパッチ適用要否確認とセキュリティパッチプログラムのダウンロ

ード」と同手順で、セキュリティパッチがインストール済みであることを確認してくだ

さい。 

 

以上で東芝 Bluetoothスタックのセキュリティパッチのインストールは完了です。 

 



3.  Windows Vista 

3.1 セキュリティパッチ適用要否確認とセキュリティパッチプログラムのダ

ウンロード 

インストールされている東芝 Bluetooth スタックソフトウェアのバージョンを確認し、セ

キュリティパッチのインストールが必要かどうか確認します。セキュリティパッチのイン

ストールが必要な場合、セキュリティパッチプログラムをダウンロードします。 

 

(1) スタートメニューで [コントロールパネル]を選択して、コントロールパネル画面を

表示します。 

 

(2) [プログラムのアンインストール]を選択します。 

 

(3) プログラムのアンインストールまたは変更画面で、[整理]を選択し、表示されたメニュ

ーで[レイアウト]、[詳細ペイン]と順に選択します。 

 

 
 

(4) 表示されたアプリケーションの一覧の中から、”Bluetooth Stack for Windows by 

Toshiba”を選択し、下部詳細ペイン中の”製品バージョン”(下図の赤で囲んだ部分)

を確認してください。 

 



 
 

・ リスト中に”Bluetooth Stack for Windows by Toshiba”が存在しない場合 

Bluetooth 搭載機種ではないか、東芝 Bluetooth スタックがインストールされていな

いため、セキュリティパッチのインストールは不要です。 

 

・ ”製品バージョン”が「v3.**.**(PA)」、「v4.**.**(PA)」または「v4.**.**(PT)」

の場合、セキュリティパッチのインストールは不要です。 

 

・ ”製品バージョン”末尾に”SP2”がついている場合(「v6.00.11(P) SP2」等の場合) 

セキュリティパッチはインストール済みですので、セキュリティパッチのインスト

ールは不要です。 

 

・ ”製品バージョン”末尾に”SP2”がついていない場合 

セキュリティパッチのインストールが必要です。セキュリティパッチプログラム

(toshiba_bluetooth_sp.exe)をダウンロードしてください。 

 

(5) 右上の[×]を選択し、プログラムのアンインストールまたは変更画面を閉じます。 

 



3.2 セキュリティパッチのインストール 

3.2-1 セキュリティパッチのインストール 

セキュリティパッチをインストールするために、ダウンロードしたインストールプログラ

ムを対象機種の Windows上で実行し、作業用フォルダにファイルを展開します。 

 

(1) ダウンロードしたセキュリティパッチプログラム(toshiba_bluetooth_sp.exe)をダブ

ルクリック(又はダブルタップ)して実行します。 

 

(2) 「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、[続行(C)]を選択します。 

 

 
 

HDDリカバリー直後など、Windows Update が最新のものまで十分に適用され

ていない場合、OSが実行プログラムに対応する証明書を持たないため、ユー

ザーアカウント制御の画面が上記ではなく、下のようになることがあります。 

 

 

この場合は、[許可(A)]を選択します。 



 

 

(3) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい(Y)]を選

択してください。 

 

 

 

(4) 展開先フォルダを設定する画面が表示されます。作業用フォルダは、プログラムが自動

的に作成しますので、特に変更する必要はありません。 

展開先フォルダは標準では「c:\util2\drivers\bluet_sp」が設定されています。 

 

 

 

(5) [OK]を選択してください。しばらくして展開が完了すると、展開先フォルダが開きます。 

 

3.2-2 セキュリティパッチのインストール 

以下の手順にしたがって、セキュリティパッチのインストールを行ってください。 

 

(1) セキュリティパッチプログラムが展開されたフォルダをエクスプローラーで開きます。

（標準では c:\util2\drivers\bluet_sp） 

 



 
 

(2) [TosBtSp2Setup](拡張子を表示している場合は [TosBtSp2Setup.exe])をダブルクリッ

ク(又はダブルタップ)して実行します。 

 

(3) 「ユーザー アカウント制御」の画面が表示された場合は、[続行(C)]を選択します。 

 

 
 



 

HDDリカバリー直後など、Windows Update が最新のものまで十分に適用され

ていない場合、OSが実行プログラムに対応する証明書を持たないため、ユー

ザーアカウント制御の画面が上記ではなく、下のようになることがあります。 

 

 

この場合は、[許可(A)]を選択します。 

 

 

(4) しばらくすると”Bluetooth Stack for Windows by Toshiba Security Patch 2 の 

InstallShield Wizard へようこそ”画面が表示されるので、[次へ(N)>]を選択します。 

 

 

 

(5) インストール準備の完了画面が表示されるので、[インストール]を選択します。 

 



 

 

(6) InstallShield Wizardの完了画面が表示されればインストール完了です。 

[完了]ボタンを選択して Wizard 画面を終了します。 

 

 

 

(7) コンピューターを再起動します。 

 

(8) 「3.1 セキュリティパッチ適用要否確認とセキュリティパッチプログラムのダウンロ

ード」と同手順で、セキュリティパッチがインストール済みであることを確認してくだ

さい。 

 

以上で東芝 Bluetoothスタックのセキュリティパッチのインストールは完了です。 

 



4.  Windows XP 

4.1 セキュリティパッチ適用要否確認とセキュリティパッチプログラムのダ

ウンロード 

インストールされている東芝 Bluetooth スタックソフトウェアのバージョンを確認し、セ

キュリティパッチのインストールが必要かどうか確認します。セキュリティパッチのイン

ストールが必要な場合、セキュリティパッチプログラムをダウンロードします。 

 

(1) スタートメニューで [コントロールパネル]を選択して、コントロールパネル画面を

表示します。 

 

(2) [プログラムの追加と削除]を選択します。 

 

(3) 表示されたアプリケーションの一覧の中から、”Bluetooth Stack for Windows by 

Toshiba”を選択し、”サポート情報を参照するには、ここをクリックしてください。”

を選択します。 

 

(4) サポート情報ダイアログの”Version”表記(下図の赤で囲んだ部分)を確認してくださ

い。 

 

 

 

・ リスト中に”Bluetooth Stack for Windows by Toshiba”が存在しない場合 

Bluetooth 搭載機種ではないか、東芝 Bluetooth スタックがインストールされていな



いため、セキュリティパッチのインストールは不要です。 

 

・ ”Version”が「v3.**.**(PA)」、「v4.**.**(PA)」または「v4.**.**(PT)」の場合、

セキュリティパッチのインストールは不要です。 

 

・ ”Version”末尾に”SP2”がついている場合(「v7.10.20(P) SP2」等の場合) 

セキュリティパッチはインストール済みですので、セキュリティパッチのインスト

ールは不要です。 

 

・ ”Version”末尾に”SP2”がついていない場合 

セキュリティパッチのインストールが必要です。セキュリティパッチプログラム

(toshiba_bluetooth_sp.exe)をダウンロードしてください。 

 

(5) [閉じる(C)]を選択して、サポート情報ダイアログを閉じた後、右上の[×]を選択し、

プログラムの追加と削除画面を閉じます。 

 



4.2 セキュリティパッチのインストール 

4.2-1 セキュリティパッチのインストール 

セキュリティパッチをインストールするために、ダウンロードしたインストールプログラ

ムを対象機種の Windows上で実行し、作業用フォルダにファイルを展開します。 

 

(1) ダウンロードしたセキュリティパッチプログラム(toshiba_bluetooth_sp.exe)をダブ

ルクリック(又はダブルタップ)して実行します。 

 

(2) 使用許諾契約の画面が表示されますので、内容をよくお読みいただき、[はい(Y)]を選

択してください。 

 

 

 

(3) 展開先フォルダを設定する画面が表示されます。作業用フォルダは、プログラムが自動

的に作成しますので、特に変更する必要はありません。 

展開先フォルダは標準では「c:\util2\drivers\bluet_sp」が設定されています。 

 

 

 

(4) [OK]を選択してください。しばらくして展開が完了すると、展開先フォルダが開きます。 

 



4.2-2 セキュリティパッチのインストール 

以下の手順にしたがって、セキュリティパッチのインストールを行ってください。 

 

(1) セキュリティパッチプログラムが展開されたフォルダをエクスプローラーで開きます。

（標準では c:\util2\drivers\bluet_sp） 

 

 
 

(2) [TosBtSp2Setup](拡張子を表示している場合は [TosBtSp2Setup.exe])をダブルクリッ

ク(又はダブルタップ)して実行します。 

 

(3) しばらくすると”Bluetooth Stack for Windows by Toshiba Security Patch 2 の 

InstallShield Wizard へようこそ”画面が表示されるので、[次へ(N)>]を選択します。 

 



 

 

(4) インストール準備の完了画面が表示されるので、[インストール]を選択します。 

 

 

 

(5) InstallShield Wizardの完了画面が表示されればインストール完了です。 

[完了]ボタンを選択して Wizard 画面を終了します。 

 



 

 

(6) コンピューターを再起動します。 

 

(7) 「4.1 セキュリティパッチ適用要否確認とセキュリティパッチプログラムのダウンロ

ード」と同手順で、セキュリティパッチがインストール済みであることを確認してくだ

さい。 

 

以上で東芝 Bluetoothスタックのセキュリティパッチのインストールは完了です。 
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