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ISW11Kについて設定する

1 メインメニューで［設定］
設定メニュー画面が表示されます。
メインメニューでM→［端末設定］でも同様に操作できます。

プロフィールを確認する
あらかじめ登録されている電話番号などのほかに、名前や住所などの
情報を追加登録して、メールへの添付などに利用できます。

1 設定メニュー画面→［プロフィール］
プロフィール画面が表示されます。

《プロフィール画面》

2 M

3 共有 Bluetooth ▶P.	189「Bluetooth®でデータを送
信する」

Eメール プロフィールの内容を添付データにし
てEメールを作成します。

Gmail プロフィールの内容を添付データにし
てGmailを作成します。

PCメール プロフィールの内容を添付データにし
てPCメールを作成します。

赤外線 ▶P.	184「各機能のメニューから赤外
線送信する」

編集 ▶P.	164「プロフィールを編集する」

プロフィールを編集する

1 プロフィール画面→M→［編集］

2 項目を選択して編集
プロフィール編集画面が表示されます。
編集できる項目については、「連絡先を登録する」（▶P.	70）をご参照
ください。

3 ［完了］

◎	プロフィール編集画面→［ ］／［ ］と操作すると、項目を追加／削除でき
ます。

無線とネットワークの設定をする
Wi-Fi®やWiMAX、Bluetooth®接続、ホームネットワークの設定、サイ
ト閲覧時のフィルタリングなど、通信に関する設定を行います。

1 設定メニュー画面→［無線とネットワーク］

2 機内モード ワイヤレス接続をすべて無効にします。
Wi-Fi ▶P.	180「Wi-Fi®を利用する」
Wi-Fi設定
WiMAX ▶P.	182「WiMAXを利用する」
WiMAX設定
Bluetooth ▶P.	185「Bluetooth®機能を利用する」
Bluetooth設定
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テザリングと
ポータブルアク
セスポイント

▶P.	183「テザリングを利用する」

USB接続モード カード
リーダー
モード

▶P.	161「メモリカードリー
ダー／ライターとして使
う」

高速転送
モード

ISW11Kとパソコン間の高
速データ転送を可能にしま
す。（▶P.	160「パソコンと接
続する」）

接続時に確認
する

USBケーブル接続時にUSB
モードを選択します。

VPN設定 VPNの設定や管理を行います。
•	VPN（Virtual	Private	Network）とは、外
出先などから自宅のパソコンや社内のネッ
トワークに仮想的な専用回線を用意し、安
全にアクセスできる接続方法です。
VPNを追加する場合
1. ［VPNの追加］→VPNの種類を選択
2. 必要な項目を設定／入力
3. M→［保存］
VPNに接続する場合
1. VPNを選択
2. ユーザー名とパスワードを入力→［接続］

モバイル	
ネットワーク

データ通信を
有効にする

データ通信を使用するかど
うかを設定します。
•	無効にすると、Eメールの
送受信やCメールの送信な
どができなくなります。

データ	
ローミング

▶P.	207「データローミング
を設定する」

モバイル	
ネットワーク

ローミング
設定

エリア設定 ▶P.	207「エリ
ア を 設 定 す
る」

PRL設定 ▶P.	207「PRL
（ローミング
エリア情報）
を取得する」

auネット
ワーク設定

高度な設定 高度な設定をし
ます。

auフェムト
セルを探す

auフェムトセル
を手動で検索し
ます。

フィルタリング	
設定

青少年に不適切なカテゴリに属する出会い
系サイトやアダルトサイトなどのウェブ
ページを遮断するかどうかを設定します。

機内モードについて
◎	携帯電話の使用が禁止されている場所（航空機内、医療機器や電子機器のそ
ばなど）では、電源を切ってください。

◎	F（1秒以上長押し）→［機内モード］でも同様に操作できます。
◎	機内モードを有効に設定すると、電話をかけることができません。ただし、
110番（警察）、119番（消防機関）、118番（海上保安本部）には、電話をかけ
ることができます。なお、電話をかけた後は、自動的に無効に設定されます。

◎	機内モードを有効に設定すると、電話を受けることはできません。また、メー
ルの送受信、無線LAN、Bluetooth®機能による通信なども無効にします。

フィルタリング機能について
◎	本設定によるフィルタリングは、アプリ通信、およびWi-Fi®接続に対応して
おりません。「ウイルスバスター™	モバイルfor	au（▶P.	150）」のフィルタ
リング機能をあわせてご利用いただくことをおすすめします。
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通話に関する設定をする
通話時間の確認や留守番電話の設定など、通話に関する設定を行いま
す。

1 設定メニュー画面→［通話設定］

2 通話時間 通話時間 前回通話・累積の通話時
間の目安を表示します。
•	M→［リセット］→
［OK］と操作すると、表
示されている時間をリ
セットできます。

通話時間（海外）

発信者番号通知 自分の電話番号を相手の方に通知するかど
うかを設定します。

伝言メモ 伝言メモ設定 電話に出ることができな
いとき、応答メッセージ
を流して相手の方の伝言
を録音するかどうかを設
定します。

応答時間 伝言メモで応答するまで
の時間を設定します。

伝言メモリスト ▶P.	166「伝言メモを再
生する」

留守番電話 ▶P.	192「お留守番サービスを利用する
（標準サービス）」

転送電話 ▶P.	197「着信転送サービスを利用する
（標準サービス）」

着信拒否 ▶P.	167「着信を拒否する」

通話時間について
◎	表示される通話時間は、自分から発信したときの通話時間になります。
◎	通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合
など、通話時間が更新されない場合があります。

発信者番号通知について
◎	電話をかける場合、「184」または「186」を相手の方の電話番号に追加して
入力したときは、「発信者番号通知」の設定にかかわらず、入力した「184」ま
たは「186」が優先されます。

◎	発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、「発信者番号通知」を
有効にしていても相手の方に電話番号が通知されません。電話番号を通知
したい場合は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせく
ださい。

◎	「発信者番号通知」を無効に設定しても、緊急通報番号（110、119、118）
への発信時や、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。

◎	海外でのローミング中は、相手の方に電話番号が表示されない場合があり
ます。

伝言メモについて
◎	録音できるのは、1件あたり約60秒間で、20件までです。20件録音されて
いる場合は、再生済みで保護されていない伝言メモが、古いものから順に削
除されます。すべて未再生または保護されている場合、伝言メモで応答しま
せん。

伝言メモを再生する

1 設定メニュー画面→［通話設定］→
［伝言メモ］→［伝言メモリスト］
伝言メモリスト画面が表示されます。
① 伝言メモの再生状態を示すアイコン
	 ：未再生の伝言メモ
	 ：再生済みの伝言メモ
	 ：保護された伝言メモ
② 相手の方の名前／電話番号／非通知着

信の理由
③ 伝言メモが録音された日時

①
②

③

《伝言メモリスト画面》
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2 再生する伝言メモを選択
伝言メモが再生されます。

／ ：伝言メモの再生を一時停止／再生します。
：伝言メモの再生を停止します。

■ 伝言メモリストのメニューを利用する

1 設定メニュー画面→［通話設定］→［伝言メモ］→［伝言メモ
リスト］

2 再生する伝言メモをロングタッチ

保護／	
保護解除

伝言メモが自動的に削除されないように保護を
設定／解除します。

削除 再生中の伝言メモを削除します。

着信を拒否する
自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、
着信画面の表示、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

1 設定メニュー画面→［通話設定］→［着信拒否］

2 入力欄をタップ→PIN（ロックNo.）を入力→［OK］

3 指定番号 指定番号
設定

特定の電話番号からの着信を拒否しま
す。

指定番号
リスト

特定の電話番号を指定して、その電話
番号からの着信を拒否します。
電話帳を引用して登録する場合
1. M→［登録］→［電話帳］
2. 連絡先を選択→電話番号を選択→

［登録］
電話番号を入力して登録する場合
1. M→［登録］
2. 入力欄をタップ→電話番号を入力→

［登録］

非通知 電話番号を通知しない着信を拒否します。
公衆電話 公衆電話からの着信を拒否します。
通知不可能 電話番号を通知できない着信を拒否します。
電話帳	
登録外

電話帳に登録されている電話番号以外からの着信
を拒否します。

着信履歴	
保存

拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを設
定します。

◎	割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できません。

音・バイブレータ・ランプの設定をする
マナーモードの設定や着信音など、音やバイブレータ、着信ランプに関
する設定を行います。

1 設定メニュー画面→［音］

2 マナーモード ▶P.	168「マナーモードを設定する」
バイブ 着信時のバイブレータを有効にするかどうか

を設定します。
音量 着信音や音楽、動画再生時などの音量を設定

します。
着信音 着信音に設定するデータを選択して登録しま

す。
バイブパターン 着信時のバイブレータの振動パターンを設定

します。
着信LED 着信時の着信ランプの点滅パターンを設定し

ます。
通知音 通知音に設定するデータを選択して登録しま

す。
お知らせLED 新着通知受信時に通知を確認するまで着信ラ

ンプを点滅させるかどうかを設定します。
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タッチ操作音 数字キーで電話番号やプッシュ信号入力時の
操作音を有効にするかどうかを設定します。

選択時の操作音 メニュー選択時の操作音を有効にするかどう
かを設定します。

画面ロックの音 画面のロック／ロック解除時に音を鳴らすか
どうかを設定します。

入力時バイブ
レーション

特定の操作時にバイブレータが動作するかど
うかを設定します。

マナーモードを設定する
マナーモードを選択するだけで、公共の場所で周囲の迷惑とならない
ように設定できます。ロック画面でもフリック操作でマナーモード
ON／OFFができます。

1 設定メニュー画面→［音］→［マナーモード］

◎	F（1秒以上長押し）→［マナーモード］と操作すると、マナーモードの
ON／OFFを切り替えられます。

◎	rを押すと、着信音量が1下がります。着信音量を「0」にすると、マナー
モードになります。

◎	マナーモード中でもカメラのシャッター音や録画開始／終了音は鳴動しま
す。

◎	マナーモード設定中に機能設定の内容を再生して確認したときは、消音の
状態でデータが再生されます。機能によっては、再生中にl／rを
押すと音量を調節できます。

画面の設定をする
画面の明るさの設定や文字フォントの切り替えなど、表示に関する設
定を行います。

1 設定メニュー画面→［画面］

2 フォント切替 画面に表示される文字フォントを変更しま
す。

画面の明るさ 画面の明るさを設定します。
•	［明るさを自動調整］をチェックすると、周
囲の明るさに合わせて画面の明るさが自動
的に調整されます。

画面の自動回転 ISW11Kの向きに合わせて、自動的に縦表
示／横表示を切り替えるかどうかを設定しま
す。

アニメーション
表示

画面が切り替わるときのアニメーション表示
を設定します。

バックライト	
消灯

バックライトが自動消灯するまでの時間を設
定します。

現在地情報とセキュリティの設定をする
GPS情報の使用やISW11K使用時のセキュリティ方法について設定
します。

1 設定メニュー画面→［現在地情報とセキュリティ］

2 無線ネットワーク
を使用

Wi-Fi®またはモバイルネットワークを利用
して位置情報を取得するかどうかを設定し
ます。

GPS機能を使用 高精度な位置情報を取得するかどうかを設
定します。
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PIN（ロックNo.）
の変更

PIN（ロックNo.）を変更します。4～16桁
の数字に変更できます。
1. 現在のPINを入力→［次へ］
2. 新しいPINを入力→［次へ］
3. 確認のためもう一度新しいPINを入力

→［OK］
画面ロックの設定 ▶Ｐ.	170「画面ロックを設定する」
指の軌跡を線で	
表示

ロック解除パターンの入力時に、指の軌跡
を線で表示するかどうかを設定します。

入力時	
バイブレーション

画面ロックを解除するときにバイブレータ
が動作するかどうかを設定します。

UIMカードロック
設定

UIMカード
ロック

起動時にPINコードを入
力するかどうかを設定し
ます。
PINコードを入力→［OK］

PINコードの	
変更

au	ICカードのPINコード
を変更します。au	ICカー
ドのPINコードを変更す
る 場 合 は、「UIMカ ード
ロック」を有効に設定して
ください。
1. 現在のPINコードを入

力→［OK］
2. 新しいPINコードを入

力→［OK］
3. 確認のためもう一度新

しいPINコードを入力
→［OK］

パスワードを表示 パスワード入力時に文字を表示するかどう
かを設定します。

デバイス管理者を
選択

デバイス管理者が認証済みのときに、デバ
イス管理者を設定します。

安全な認証情報の
使用

安全な証明書とその他の認証情報へのアク
セスを許可します。
認証情報ストレージパスワードを入力→

［OK］
• あらかじめ「パスワードの設定」から認証
情報ストレージパスワードを設定してお
いてください。

microSDから	
インストール

暗号化された証明書をmicroSDメモリ
カードからインストールします。
1. 認証情報のパスワードを入力→［OK］
2. 証明書の名前を指定→［OK］
• 認証情報ストレージパスワードを設定し
ていない場合は、設定画面が表示されま
す。認証情報ストレージパスワードを設
定してください。

パスワードの設定 認証情報ストレージパスワードを設定しま
す。
1. 新しい認証情報ストレージパスワード

を入力
2. 確認のためもう一度新しい認証情報ス

トレージパスワードを入力→［OK］
ストレージの消去 認証情報ストレージのすべてのコンテンツ

をクリアして、パスワードをリセットしま
す。

GPS機能を使用について
◎	電池の消費を節約する場合は、無効に設定してください。
◎	電波が良好な場所でご利用ください。
UIMカードロック設定について
◎	PINコードについては、「PINコードについて」（▶P.	22）をご参照くださ
い。
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画面ロックを設定する
スリープモードになったときに、ロックがかかるように設定します。

1 設定メニュー画面→［現在地情報とセキュリティ］→［画面
ロックの設定］

2 なし 画面ロックを無効にします。
パターン ロック解除パターンを入力します。
PIN（ロックNo.） PINを入力します。
パスワード 4～16桁の英数字／記号を入力します。

■ 画面ロックの解除方法を変更する

1 設定メニュー画面→［現在地情報とセキュリティ］→［画面
ロックの変更］

2 現在のロック解除パターン／PIN／パスワードを入力
ロック解除パターンの入力を５回続けて失敗した場合は、画面に従っ
て再試行してください。

■ 画面ロックを解除する

1 スリープモード中に現在のロック解除パターン／PIN／
パスワードを入力する
ロック解除パターンの入力を５回続けて失敗した場合は、画面に従っ
て再試行してください。

◎	画面ロック中、ロックを解除していない状態でも「緊急通報」をタップして、
110番（警察）、119番（消防機関）、118番（海上保安本部）、157番（お客さ
まセンター）への電話はかけられます。

◎	画面ロック解除パターンを５回続けて失敗した場合は、正しく指定されて
いない旨のメッセージが表示されます。「OK」をタップして30秒後に再試
行できます。また、「パターンを忘れた場合」をタップし、Googleアカウント
でログインしてロックを解除すると、新しいロック解除パターンを設定で
きます。ただし、Googleアカウントを設定していない場合、「パターンを忘
れた場合」は表示されません。

アプリケーションの設定をする

1 設定メニュー画面→［アプリケーション］

2 提供元不明の	
アプリ

ブラウザでダウンロードしたアプリケー
ションなど、提供元が不明な場合でもインス
トールを許可するかどうかを設定します。

アプリケーション
の管理

インストールされているアプリケーション
に関して、アンインストールやキャッシュ
の消去、強制停止などができます。

実行中のサービス 実行中のサービスを表示します。
• サービスを選択→［停止］→［OK］と操作
すると、実行中のサービスを停止するこ
とができます。

ストレージ	
使用状況

アプリケーションのストレージ使用状況を
表示します。

電池使用量 利用中の機能の電池使用量を項目ごとに表
示します。
• 項目を選択すると、電池使用量の詳細が
表示されます。
• 電池使用量を調整できる項目の場合、詳
細画面に表示される機能名をタップし
て、調整する画面を表示できます。
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開発 USBデバッグ USB接続時にデバッグ
モードにするかどうかを
設定します。

スリープモード
にしない

充電中やパソコンとカー
ドリーダーモード／高速
転送モードで接続中に、
スリープモードにならな
いようにするかどうかを
設定します。

擬似ロケー
ションを許可

擬似位置情報データの利
用を許可するかどうかを
設定します。

アプリケーションの管理について
◎	Androidマーケットなどからインストールしたアプリケーションを選択す
ると「アンインストール」が表示されます。アンインストールを実行すると
アプリケーションは削除されます。

開発について
◎	開発機能についてご不明な点がある場合は、下記のホームページをご参照
ください。
http://developer.android.com/

アカウントと同期の設定をする
アカウントの追加や、データの自動同期について設定します。

1 設定メニュー画面→［アカウントと同期］

2 バックグラウンド
データ

アプリケーションが、いつでも自動的に
データ通信できるようにするかどうかを設
定します。

自動同期 自動的にデータを同期するかどうかを設定
します。
• 「アカウントを管理」の一覧に登録された
アカウント内の有効に設定された項目が
自動同期されます。

アカウントを	
管理

アカウント設定が有効なオンラインサービ
スが表示されます。

手動で同期する
「自動同期」が無効のとき、登録されたアカウントを同期します。

1 設定メニュー画面→［アカウントと同期］

2 同期するアカウントを選択

3 同期する項目を選択

アカウントを追加する

1 設定メニュー画面→［アカウントと同期］→［アカウントを
追加］

2 追加するアカウントを選択

3 画面の指示に従って操作する
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アカウントを削除する

1 設定メニュー画面→［アカウントと同期］→削除するアカ
ウントを選択→［アカウントを削除］

2	［アカウントを削除］

◎	他のアプリケーションで使用されているアカウントは削除できません。削
除するには、「オールリセット」が必要です。

プライバシーを設定する

ISW11Kをリセットする

1 設定メニュー画面→［プライバシー］→［オールリセット］

2 ［携帯端末をリセット］→［OK］

3 ［すべて消去］

◎	オールリセットを実行すると本体内のすべてのデータが消去されます。
	 オールリセットを実行する前に本体内のデータをバックアップすることを
おすすめします。

◎	「microSD内データを消去」を選択するとmicroSDメモリカード内のデー
タも消去できます。

◎	設定メニューの以下の項目は、オールリセットを実行してもリセットされ
ません。
•	 UIMカードロック設定

microSDメモリカードと本体容量の 設定をする

1 設定メニュー画面→［microSDと本体容量］
microSDと本体容量の設定画面が表示されます。

2 合計容量 microSDメモリカードの合計容量／空き容
量が確認できます。
•	メモリの一部をmicroSDメモリカード仕
様に基づく管理領域として使用するため、
実際にご使用いただけるメモリ容量は、
microSDメモリカードに表記されている容
量より少なくなります。

空き容量

microSDの	
マウント解除／
microSDの	
マウント

▶P.	172「microSDメモリカードのマウント
を解除する」

microSD内
データを消去

▶P.	173「microSDメモリカードを初期化す
る」

本体空き容量 本体の空き容量が確認できます。

■ microSDメモリカードのマウントを解除する
microSDメモリカードを安全に取り外すためにマウントを解除しま
す。

1 設定メニュー画面→［microSDと本体容量］

2 ［microSDのマウント解除］→［OK］
microSDのマウントが解除されます。

◎	マウントを解除した後に再度microSDメモリカードを認識させる場合は、
「microSDのマウント」を選択してください。
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microSDメモリカードを初期化する
microSDメモリカードを初期化すると、microSDメモリカードに保
存されているデータ（アプリケーションを含む）はすべて削除されま
す。

1 設定メニュー画面→［microSDと本体容量］

2 ［microSD内データを消去］

3 ［microSD内データを消去］

4 ［すべて消去］

◎	初期化は、充電しながら行うか、電池パックが十分に充電された状態で行っ
てください。

◎	データが壊れる（消去される）ことがありますので、microSDメモリカード
にデータを保存中はマウント解除操作を行わないでください。

使用する言語やソフトウェアキーボードの 設定をする
ISW11Kの言語や文字入力時の設定を行います。

1 設定メニュー画面→［言語とキーボード］

2 言語（Language）
を選択

日本語と英語の表示を切り替えます。

単語リスト 単語リストを表示します。
• M→［追加］→単語などを入力→［OK］
と操作すると、単語リストに単語などを
登録できます。
• 登録した単語などを編集／削除する場合
は、単語などを選択し「編集」／「削除」を
選択します。
• ここで登録された単語はAndroidキー
ボードで利用されます。

iWnn	IME	 ▶P.	60「iWnn	IMEの設定を行う」
手書き入力
（LaLaStroke）

▶P.	59「手書き入力の設定をする」

Android	
キーボード

キー操作バイブ キーをタップしたとき
に、バイブレータを有効
にするかどうかを設定し
ます。

キー操作音 キーをタップしたときに
キー操作音を鳴らすかど
うかを設定します。

キー押下時
ポップアップ

キー押下時にポップアッ
プを表示するかどうかを
設定します。

タップして	
語句を修正

入力した語句をタップし
て修正できるようにする
かどうかを設定します。

自動大文字変換 英字入力時に、文頭の文
字を自動的に大文字に変
換するかどうかを設定し
ます。

設定キーを表示 設定キーを自動で表示す
るかどうかを設定しま
す。

音声入力 「 」の表示について設定
します。

入力言語 スペースキーをスライド
して変更する言語を設定
します。
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Android	
キーボード

入力候補を表示 文字入力時に、入力候補
を表示するかどうかを設
定します。

オート	
コンプリート

誤りと思われる入力につ
いて、変換候補をスペー
スまたは句読点キーで入
力できるかを設定しま
す。

音声入出力の設定をする
音声認識装置やテキストから音声への変換オプションの設定をしま
す。

1 設定メニュー画面→［音声入出力］

2 音声認識装置の	
設定

言語 音声入力する言語を設定
します。

セーフサーチ 音声入力で検索する場合
に、青少年に不適切なカ
テゴリに属する出会い系
サイトやアダルトサイト
などのウェブページを規
制するレベルを設定しま
す。

不適切な語句
をブロック

音声認識の不適切な語句
をブロックするかどうか
を設定します。

テキスト読み上げ
の設定

サンプルを再生 音声合成の短いサンプル
を再生します。

常に自分の設定
を使用

常に「音声の速度」と「言
語」の設定に従って再生
するかどうかを設定しま
す。

既定のエンジン テキストを読み上げる場
合に使用する音声合成エ
ンジンを設定します。

音声データを
インストール

Androidマーケットから
音声データをインストー
ルできます。

音声の速度 テキストを読み上げる速
度を設定します。

言語 テキストを読み上げる言
語を設定します。

Pico	TTS Pico	TTSを設定します。
Androidマーケットから
データをインストールす
ることができます。

◎	音声入力する言語により、「セーフサーチ」「不適切な語句をブロック」が利
用できない場合があります。

◎	テキスト読み上げを利用する場合は、あらかじめ音声データをインストー
ルする必要があります。また、テキスト読み上げは「言語（Language）を選
択」が「日本語」の場合には利用できないことがあります。

◎	microSDメモリカードに音声データをインストールした状態で、ソフト
ウェアアップデートなどのソフトウェアの更新を実行すると、テキスト読
み上げの動作が不安定になる場合があります。ソフトウェアの更新を実行
した場合は、microSDメモリカードにインストールされている音声データ
を削除し、再度音声データのインストールを行ってください。
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ユーザー補助の設定をする
ユーザーの操作に音や振動で反応するユーザー補助オプションを利用
できます。また、通話中にFを押すと通話を終了するように設定でき
ます。
お買い上げ時はアプリケーションが登録されていません。ユーザー補助
オプションを利用する場合は、あらかじめアプリケーションをAndroid
マーケットなどからダウンロードして登録する必要があります。
アプリケーションを登録後、以下の操作でオプションを設定します。

1 設定メニュー画面→［ユーザー補助］
ユーザー補助アプリケーションをインストールするかどうかの確認画
面が表示された場合は、「OK」を選択してユーザー補助アプリケーショ
ンをインストールしてください。

2 ユーザー補助 ユーザー補助オプションを利用するかどうか
を設定します。
• ユーザー補助オプションを利用する場合
は、利用するユーザー補助サービスを有効
にしてください。

電源ボタンで通
話を終了

通話中にFを押した場合に通話を終了する
かどうかを設定します。

日付と時刻を設定する
CDMAネットワーク内では「自動」「日付設定」「タイムゾーンの選択」
「時刻設定」の変更はできません。

1 設定メニュー画面→［日付と時刻］

2 自動 ネットワークから通知される日付・時刻情報
をもとに自動で補正するかどうかを設定しま
す。

日付設定 日付を設定します。
タイムゾーンの
選択

タイムゾーンを設定します。

時刻設定 時刻を設定します。
24時間表示 時刻の表示方法を、24時間表示にするかどう

かを設定します。
日付形式 日付の表示形式を設定します。

端末情報に関する設定をする
ISW11Kのバージョンなどの情報を確認します。また、アップデート
やセンサーの補正などを行います。

1 設定メニュー画面→［端末情報］

2 ソフトウェア
アップデート

▶P.	176「ソフトウェアアップデート（ソフ
トウェア更新）をする」
▶P.	177「メジャーアップデート（Android	
OSの更新）をする」

地磁気センサー
感度補正

モーションセンサー、地磁気センサーの補正
を行います。
本体をしっかりと持ち、画面上にイラストで
表示される動作をゆっくりと行ってくださ
い。
補正が完了してバイブレータが振動するま
で、繰り返し実施してください。
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端末の状態 電池残量や電話番号などの、端末の状態を確
認できます。

電池使用量 利用中の機能の電池使用量を項目ごとに表示
します。
• 項目を選択すると、電池使用量の詳細が表
示されます。
•	電池使用量を調整できる項目の場合、詳細
画面に表示される機能名をタップして、調
整する画面を表示できます。

法的情報 利用規約などの法的情報を表示します。
モデル番号 バージョンや各番号を確認できます。
Android
バージョン
カーネル
バージョン
ビルド番号

ソフトウェアアップデート （ソフトウェア更新）を
する

ISW11Kは、ソフトウェアアップデート（ソフトウェア更新）に対応し
ています。ソフトウェアアップデートとは、ISW11Kのソフトウェアを
更新する機能です。
更新は、次の方法があります。
•	ISW11K本体でソフトウェアをダウンロードして更新する
•	パソコンに接続してソフトウェアをISW11Kに転送して更新する
ソフトウェアの更新前と更新後にISW11Kが自動的に再起動します。

1 設定メニュー画面→［端末情報］→［ソフトウェアアップ
デート］

2 「ソフトウェア更新」「アップデートお知らせ通知」の中か
ら選択

ソフトウェア更新
開始

ソフトウェア更新が必要かどうかを確認
し、ダウンロード及びアップデートを行い
ます。
更新が必要な場合、「はい」でダウンロード
が開始されます。
※	十分に充電してからソフトウェア更新を開始してください。
※ISW11Kにメジャーアップデート更新用データがダウン
ロードされている時は選択不可になります。
すぐに更新する場合（手動更新）
1. ［今すぐアップデート］
	 ダウンロード完了後に「今すぐアップデー
ト」を選択すると再起動しソフトウェアが
更新されます。

※	自動アップデート時刻になるとアップデートが自動で開始
されます。未変更状態では2：00が設定されています。

後で更新する場合（予約更新）
1. ［自動アップデート時刻を設定］
	 ダウンロード完了後に、［自動アップデー
ト時刻を設定］を選択すると更新開始時
刻を設定する画面が表示されます。

2. 時刻を設定→［設定］
	 更新開始時刻に自動的にISW11Kが再
起動してソフトウェアが更新されます。

※	未変更状態では2：00が設定されています。

自動ダウンロード
設定

アップデートお知らせ通知時にアップデー
トの有無を確認後自動的にソフトウェア更
新用データのダウンロードを開始します。
※	［アップデートお知らせ］がONのとき設定が可能です。
※	ISW11Kにメジャーアップデート更新用データがダウン
ロードされている時は選択不可になります。

自動アップデート
時刻設定

設定されている更新開始時刻を変更します。
※	未変更状態では2：00が設定されています。
※	［自動ダウンロード設定］がON時、またはISW11Kにソフ
トウェア更新用データがダウンロードされている時に設定
が可能です。

※	ISW11Kにメジャーアップデート更新用データがダウン
ロードされている時は選択不可になります。

アップデート
お知らせ

アップデートの有無を定期的に自動で確認
してお知らせするかどうかを設定します。
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■ ご利用上の注意
•	ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様
にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップ
もしくはお客さまセンター（157／通話料無料）までお問い合わせく
ださい。また、ISW11Kをより良い状態でご利用いただくため、ソフ
トウェアの更新が必要なISW11Kをご利用のお客様に、auからのお
知らせをお送りさせていただくことがあります。
•	十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更
新途中で電池残量が不足するとソフトウェアアップデートに失敗し
ます。
•	電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ソフト
ウェアアップデートに失敗することがあります。
•	ソフトウェアを更新しても、ISW11Kに登録された各種データ（電話
帳、メール、フォト、楽曲データなど）や設定情報は変更されません。
	 ただし、お客様のau電話の状態（故障・破損・水濡れなど）によっては
データの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承
願います。また、更新前にデータのバックアップをされることをおす
すめします。
•	ソフトウェアアップデートに失敗したときや中止されたときは、「ソ
フトウェア更新開始」によりソフトウェアアップデートを実行し直
してください。
•	「エリア設定」を「ローミング」に設定している場合は、ご利用になれ
ません。

ソフトウェアアップデート実行中は、以下のことは行わないでください
•	ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パッ
クを外すと、ソフトウェアアップデートに失敗することがあります。
•	ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。
ソフトウェアアップデート実行中にできない操作について
•	ソフトウェアの更新中は操作できません。110番（警察）、119番（消
防機関）、118番（海上保安本部）へ電話をかけることもできません。
	 また、アラームなども動作しません。

ソフトウェアアップデートが実行できない場合などについて
•	ソフトウェアアップデートに失敗すると、ISW11Kが使用できな
くなる場合があります。ISW11Kが使用できなくなった場合は、au
ショップもしくはPiPit（一部ショップを除く）にお持ちください。

メジャーアップデート（Android OSの更新）を
する

メジャーアップデートでは、ISW11KのOSを更新できます。
更新は、次の方法があります。
•	ISW11K本体でソフトウェアをダウンロードして更新する
•	パソコンに接続してソフトウェアをISW11Kに転送して更新する
ソフトウェアの更新前と更新後にISW11Kが自動的に再起動します。

1 設定メニュー画面→［端末情報］→［ソフトウェアアップ
デート］

2 「メジャーアップデート」の中から選択

メジャーアップ
デート開始

新しいAndroidOSの有無を確認し、ダウン
ロード及びアップデートを行います。
更新がある場合、「はい」でダウンロードが
開始されます。
※	十分に充電してからメジャーアップデートを開始してくだ
さい。

※	ISW11Kにソフトウェア更新用データがダウンロードさ
れている時は選択不可になります。
すぐに更新する場合（手動更新）
１.［今すぐアップデート］
	 ダウンロード完了後に「今すぐアップデー
ト」を選択すると再起動しソフトウェアが
更新されます。

※	自動アップデート時刻になるとアップデートが自動で開始
されます。未変更状態では2：00となります。
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メジャーアップ
デート開始

後で更新する場合（予約更新）
1.［自動アップデート時刻を設定］
	 ダウンロード完了後に、［自動アップデー
ト時刻を設定］を選択すると更新開始時刻
を設定する画面が表示されます。

2．時刻を設定→［設定］
	 更新開始時刻に自動的にISW11Kが再起
動してソフトウェアが更新されます。

※	未変更状態では2：00が設定されています。

自動アップデート
時刻設定

設定されている更新開始時刻を変更します。
※	未変更状態では2：00が設定されています。
※	ISW11Kにメジャーアップデート更新用データがダウン
ロードされている時に設定が可能です。

※	ISW11Kにソフトウェア更新用データがダウンロードさ
れている時は選択不可になります。

◎	メジャーアップデート後、元のバージョンに戻すことはできません。

パソコンに接続してソフトウェアをISW11Kに転送して更新する
パソコンにインストールできる「京セラAndroid端末アップデート
ツール」を使用して、ソフトウェアをISW11Kへ転送できます。「京セ
ラAndroid端末アップデートツール」をインストールするパソコンは、
インターネットに接続されている必要があります。
ISW11Kをパソコンと接続するには、あらかじめパソコンにUSBドラ
イバのインストールが必要です。USBドライバおよびインストールマ
ニュアルについては、下記のホームページをご確認ください。
●	auのホームページ：
http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/usb_
cable_win/usb_driver.html

「京セラAndroid端末アップデートツール」の詳細については下記の
ホームページからご確認ください。
●	京セラのホームページ：
http://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/isw11k/
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