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タッチパネルの使い方
本製品のディスプレイはタッチパネルになっており、指で直接触れて
操作します。
•	 タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押し
たり、先のとがったもの（爪／ボールペン／ピンなど）を押し付けたり
しないでください。

•	 以下の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。また、
誤動作の原因となりますのでご注意ください。
	- 手袋をしたままでの操作
	- 爪の先での操作
	- 異物を操作面に乗せたままでの操作
	- 保護シートやシールなどを貼っての操作
	- ディスプレイに水滴が付着または結露している状態での操作
	- 濡れた指または汗で湿った指での操作
	- 水中での操作

■■タップ／ダブルタップ

画面に軽く触れて、すぐに指を離します。また、
2回連続で同じ位置をタップする操作をダブル
タップと呼びます。

■■主な操作目的
画面に表示された項目やアイコンを選択しま
す。
ダブルタップすると、画面を拡大／縮小します。

	■ロングタッチ

項目やキーなどに指を触れた状態を保ちます。

■■主な操作目的
コンテキストメニューの表示などを行います。

■■スライド

画面内で表示しきれないときなど、画面に軽く触
れたまま、目的の方向へなぞります。

■■主な操作目的
画面のスクロールやページの切り替えを行いま
す。また、音量や明るさの調整時にゲージやバー
を操作します。

■■フリック（スワイプ）

画面を指で素早く上下左右にはらうように操作し
ます。

■■主な操作目的
ページの切り替えや文字のフリック入力、画面
のロック解除などを行います。
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■■ピンチ

2本の指で画面に触れたまま指を開いたり（ピン
チアウト）、閉じたり（ピンチイン）します。

■■主な操作目的
画像を拡大／縮小します。

■■ドラッグ

画面に軽く触れたまま目的の位置までなぞりま
す。

■■主な操作目的
画面上のアイコンを目的の位置まで移動しま
す。

ホーム画面とメインメニュー

ホーム画面の見かた
ホーム画面は複数のデスクトップで構成されています。デスクトップ
を追加してショートカットやウィジェット、フォルダーを追加するこ
とができます。

a ステータスバー
b クイック検索ボックス
c ショートカット／ウィ
ジェット／フォルダー

d クイックメニュー
e デスクトップ
f アプリ

メインメニューが開き、アプリ
ケーション一覧が表示されま
す。

g ■戻るキー
1つ前の画面に戻ります。

h ■ホームキー
ホーム画面を表示します。

i ■メニューキー
オプションメニューを表示しま
す。

f

c

a

d

b

e

g h i
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ホーム画面を利用する
本製品のホーム画面では、用途別に以下の5つのデスクトップが用意
されています。これらを「isaiスクリーン」と呼びます。isaiスクリー
ンでは、特定のアプリケーションを起動することなく、さまざまな情
報やコンテンツをホーム画面のみで利用できます。
•	 センター
気象情報などを確認できます。

•	 SNS
FacebookやTwitterなどのSNSを利用できます。
利用するには登録が必要です。

•	 トレンド
auスマートパスや会員限定クーポンなどの情報を確認できます。

•	 ビデオ
ビデオパスやYouTubeなどの動画を閲覧できます。

•	 ニュース
各社ニュースを閲覧できます。

各デスクトップで上下方向にフリックすると、表示内容が時系列で切
り替わります。

各デスクトップを利用するために必要な設定

■■SNSを設定する

a ホーム画面をスワイプして「SNS」■u■［■ ■］

b 追加するSNSを選択
•	 追加するSNSによって操作方法が変わります。
•	 画面に従って操作してください。

■■ニュースを登録する
RSSフィードを登録し、ホーム画面に表示することができます。

a ホーム画面をスワイプして「ニュース」■u■［■ ■］

b ［■ ■］

c フィード名、URLを入力し、［保存］をタップ

■■天気予報を設定する

a ホーム画面■u■天気エリアをタップ

b 都市名を入力し、［■ ■］
•	 	検索結果が表示されます。

c 検索結果から登録する都市名をタップ
•	 ホーム画面	u	天気エリアをタップ	u	［	 	］	u	都市名を入力し、［	

	］	u	検索結果から登録する都市名をタップと操作すると都市を
追加できます。

•	 都市を追加した後に、ホーム画面	u	天気エリアをタップ	u	［	 	／	
	］と操作すると都市を切り替えられます。

•	 ホーム画面	u	天気エリアをタップ	u	［	 	］	u	［設定］	u	［都市リ
ストの編集］	u	［	 	］	u	削除する都市名にチェックを付ける	u	［削
除］	u	［はい］と操作すると都市を削除できます。
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デスクトップを切り替える
ホーム画面は複数のデスクトップで構成されており、左右にスライド
／フリックすることで、デスクトップを切り替えることができます。

•	 画面下部には、現在の表示位置を示
すインジケーターが表示されます。

アプリケーションを利用する
アプリケーションのアイコンをタップすると、アプリケーションが起
動します。

memo

•	 アプリケーションのアイコンをタップしてそれぞれの機能を使用す
ると、機能によっては通信料が発生する場合があります。

ホーム画面のメニューを利用する

a ホーム画面■u■［■ ■］

b 以下の項目をタップ

アプリとウィジェットの追加 ホーム画面にショートカットやウィ
ジェットを追加したり、壁紙を変更
できます。

テーマ テーマを変更できます。

ホーム画面設定 ホームスクリーンの設定を変更でき
ます。

ロック画面設定 画面ロックの設定を行います。

システム設定 各種設定を行います。
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ショートカット／ウィジェットを追加する

a ホーム画面■u■［■ ■］■u■［アプリとウィジェットの追
加］

b 以下の項目をタップ

アプリ アプリケーションのショートカット
を作成します。

ウィジェット カレンダーや音楽などのウィジェッ
トを追加できます。
また設定メニューのショートカット
を追加できます。

壁紙 ギャラリー、マルチフォト、ライブ
壁紙、季節の壁紙、壁紙から選択し
ます。

c ショートカット／ウィジェットを追加したい位置へド
ラッグ
左／右端にドラッグすると、隣のデスクトップに表示が切り替わりま
す。

memo

•	 表示しているデスクトップに空きスペースがない場合などは追加で
きません。

•	 ライブ壁紙を設定中は、電池の消耗が激しくなります。

フォルダーを追加する

a フォルダーに格納するアプリ／ショートカットをロング
タッチ

b 別のアプリ／ショートカットの上へドラッグして、指を
離す
アプリ／ショートカットがフォルダーに格納されます。

memo

フォルダーについて
•	 フォルダーを選択	u	フォルダー上部のフォルダー名をタップする
と、フォルダー名や色を変更できます。

•	 フォルダーをロングタッチし、指を離すとフォルダーの周りに枠が
表示されます。枠の四隅をドラッグするとフォルダーサイズを変更
できます。

アプリ／ショートカットをフォルダーから取り出すには
•	 フォルダーを選択	u	フォルダー内のアプリ／ショートカットをロ
ングタッチ	u	フォルダーの外へドラッグして指を離すことで、フォ
ルダーから取り出すことができます。
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ショートカット／ウィジェット／フォルダーを移動／
削除する

a 移動／削除するショートカット／ウィジェット／フォル
ダーをロングタッチ

■■移動する場合
移動する位置へドラッグして、指を離す

■■削除する場合
画面上部の［削除］にドラッグして、指を離す

memo

•	 デスクトップの左端または右端にドラッグすると、デスクトップを
切り替えることができます。

メインメニューを利用する
インストールされているアプリケーションがアイコンで表示されま
す。アイコンを選択して、アプリケーションを起動できます。
アプリケーションアイコンは、利用頻度に応じて色が変化します。こ
れにより、必要なものをすばやく見つけることができます。

a ホーム画面■u■［アプリ］
メインメニューが表示されます。

メインメニューに表示されるアプリケーションなどについては、「ア
プリケーション一覧」（uP.174）をご参照ください。
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メインメニューのレイアウトを変更する
メインメニューに表示するアイコンのサイズを変更できます。

a メインメニューで［■ ■］■u■［大きなアイコン］／［小
さなアイコン］■u■［はい］

メインメニューのアイコンを移動する
メインメニューのアイコンを移動することができます。

a メインメニューで［■ ■］

b 移動するアイコンをロングタッチ

c 移動する位置までアイコンをドラッグして、指を離す

クイックメニューを利用する
よく使うアプリケーションをメインメニューからクイックメニュー
に移動すると、ホーム画面からアプリケーションを起動できるように
なります。
クイックメニューには最大7件（［アプリ］のアイコンを含む）まで
アイコンを配置できます。
お買い上げ時には、「電話」、「インターネット」、「Eメール」、「カメラ」
が登録されています。

a メインメニューで移動するアイコンをロングタッチ

b アイコンをクイックメニューまでドラッグして、指を離
す
アイコンがメインメニューからクイックメニューに移動します。すで
に登録されているクイックメニューのアイコンの上で指を離すと、ア
イコンがフォルダーに格納されます。

memo

•	 クイックメニューに登録されている［アプリ］のアイコンは、フォ
ルダーに格納したり、削除することはできません。
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起動中のアプリケーションを一覧表示する
アプリケーションを起動中に［	 	］をタップするなどして利用を
中断したり、利用するアプリケーションを切り替えたりすると、利用
していたアプリケーションはバックグラウンドで処理を継続、または
一時停止状態となります。
起動中アプリ一覧画面を表示して、利用するアプリケーションを切り
替えたり、アプリケーションを終了したりできます。

a ホーム画面■u■［■ ■］■をロングタッチ
起動中アプリ一覧画面が表示されます。

■■利用するアプリケーションを切り替える場合

b アプリケーションをタップ

■■アプリケーションを終了する場合

b ［タスクマネージャー］

c ［停止］
すべてのアプリケーションを終了する場合は［すべて停止］をタップ
します。

memo

•	 複数のアプリケーションを起動している場合、実行用メモリを効率
的に使用するため、バックグラウンドのアプリケーションを自動的
に終了する場合があります。

•	 複数のアプリケーションを起動しているときなど、本体の実行用メ
モリが不足すると、サムネイルが表示されない場合があります。

•	 バックグラウンドのアプリケーションによっては、連続待受時間が
短くなったり、動作が遅くなる場合があります。

•	 一覧からアプリケーションを削除するには、一覧でアプリケーショ
ンを左右にフリック、またはアプリケーションをロングタッチ	u	
［リストから削除］と操作します。

スクリーンショットを撮る
表示している画面を画像として保存できます。

a ■電源キーと■ ■音量キー（DOWN）を同
時に1秒以上押す
撮影したスクリーンショットは、ホーム画面	u	［アプリ］	u	［基本機
能］	u	［ギャラリー］	u	［	 	］	u	［Screenshots］で見ることがで
きます。

クイック検索ボックスを利用する
本製品内やウェブサイトの情報を検索できます。

a ホーム画面■u■クイック検索ボックスをタップ■
クイック検索ボックス画面が表示されます。
ホーム画面	u	［アプリ］	u	［Google］でも同様に操作できます。
クイック検索ボックス画面で［	 	］	u	［設定］	u	［端末内検索］と
操作すると、端末内検索の対象とするアプリケーションを設定できま
す。

b 入力欄にキーワードを入力
入力した文字を含むアプリケーションや検索候補などが入力欄の下に
一覧表示されます。

c 一覧表示から項目を選択／キーボードの［■ ■］
ブラウザが起動してGoogle検索の検索結果が表示されます。
一覧からアプリケーションを選択した場合は、アプリケーションが起
動します。

memo

•	 一覧表示された項目の［	 	］をタップすると、選択した項目が、
検索ボックスに入力されます。
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Google音声検索を利用する
検索するキーワードを音声で入力できます。

a クイック検索ボックス画面■u■［■ ■］■
Google音声検索画面が表示されます。

b 送話口（マイク）に向かってキーワードを話す
検索候補が一覧表示されます。
一覧表示から項目を選択すると、ブラウザが起動してGoogle検索の
検索結果が表示されます。

クイック検索ボックスを設定する

a クイック検索ボックス画面■u■［■ ■］■u■［設定］

b 以下の項目をタップ

Google■Now※ Google	NowのON／OFF、およびカードの種
類を設定します。

音声 音声検索の設定を行います。

端末内検索 端末内の検索対象を設定します。

プライバシーと
アカウント

Googleアカウントの設定やプライバシーに関す
る各種設定を行います。

※	Googleアカウントでログインした状態でのみ表示されます。

本製品の状態を知る

アイコンの見かた

ステータスバー

ステータスバーの左側には不在着信、新着メールや実行中の動作など
をお知らせする通知アイコン、右側には本製品の状態を表すステータ
スアイコンが表示されます。
また、ステータスバーを下方向にスライドすると通知パネルが表示さ
れます。
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■■通知アイコンの例

アイコン 概要

不在着信あり

新着メールあり（Eメール）

新着メールあり（PCメール）

新着メールあり（Gmail）

新着SMSあり

アラーム終了、スヌーズ中
•	 アラーム終了操作を行わずにアラームが終了したときや、
スヌーズ中に表示されます。

カレンダーの予定通知あり

ワンセグ起動中

音楽再生中

USBデバッグ接続中

着信中

本体の空き容量が少ないとき

USB接続中

データのアップロード、ファイルの送信
•	 アップロード中、ファイル送信中のアイコンはアニメー
ション表示されます。

データ、アプリケーションのダウンロード中、ダウンロード
完了、インストール中、ファイル受信中、ファイル受信完了、
ファイル受信失敗
•	 ダウンロード中、ファイル受信中のアイコンはアニメー
ション表示されます。

利用可能なアップデートあり

Google	Playでインストール完了、または更新完了

アイコン 概要

VPN接続中

メジャーアップデート（OSアップデート）更新あり

まとめられたアイコンあり
•	 まとめられたアイコンは通知パネルで確認できます。

Wi-Fi®テザリング中

Bluetooth®テザリング中

■■ステータスアイコンの例

アイコン 概要

時刻

アラーム設定あり

	 	 電池レベル状態
	十分／	 	充電が必要／	 	充電中

•	「十分」以外の充電中のアイコンはアニメーション表示さ
れます。

機内モード

	 電波の強さ（受信電界）
	レベル4／	 	圏外

LTEデータ通信状態

3Gデータ通信状態

CDMA	1Xデータ通信状態

ローミング中
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アイコン 概要

	 	 	
	 	 	

文字種
	ひらがな漢字入力／	 	半角英字入力／	 	半角数字入力

／	 	半角カタカナ入力／	 	全角英字入力／	 	全角数字入
力／	 	全角カタカナ入力

バイブレートのみ設定中

サイレント設定中

	 Wi-Fi®の電波の強さ
	レベル4／	 	レベル0

	 Bluetooth®利用中
	待機中／	 	接続中

	 GPS利用中
•	 GPS取得中のアイコンはアニメーション表示されます。

データ同期中

マイク付きイヤホン挿入状態

イヤホン挿入状態
■■■

通知パネルについて
ステータスバーに通知アイコンが表示されているときに、ステータス
バーを下にスライドして通知パネルを開くと、通知の概要を確認した
り、対応するアプリケーションを起動したりできます。

a ステータスバーを下方向にスライド

a クイック設定
Qメモ、サウンドプロフィール、
GPS、Wi-Fi®などをタップして起
動や設定の変更が行えます。

b Qスライドアプリ
マルチタスクでアプリケーションを
起動できます。

c 画面の明るさ
d ボリューム
e 日付

日付を表示します。

f 設定
システム設定画面が表示されます。

b

f

c

g

h

d
e

a

i

g 消去
通知情報と通知アイコンの表示を消去します。
通知内容によっては通知を消去できない場合があります。

h 通知情報
通知情報の詳細を表示します。

i 閉じるバー
上方向にスライドすると通知パネルを閉じます。



59

基
本
操
作

ロック画面お知らせについて
画面ロック時に、auスマートパスの重要なタイムライン情報を受信
するとロック画面の色が変化したり、ステータスバーにアイコンが表
示されたりします。アイコンをタップすると、お知らせの内容が表示
されます。

通知LEDについて

LED点灯／点滅と通知内容について
通知LEDの点灯／点滅により、充電を促したり、充電中の充電状態、
不在着信やメールの受信などをお知らせしたりします。

LEDの色と点滅 通知内容

赤の点滅 充電中であることを示します。

緑の点滅 着信時、不在着信、PCメールに登録されたメールア
カウントに未確認のEメールがあることを示します。

緑の点灯 充電が完了したことを示します。

虹色の点滅 アラーム鳴動中であることを示します。

水色の点滅 カレンダーの通知があることを示します。

青の点滅 おサイフケータイ®、NFCが使用中であることを示し
ます。

※	Eメール（@ezweb.ne.jp）受信時に点滅するLEDの色は、「赤、緑、青、
黄、紫」の中から選択できます。

※	「ダウンロードアプリ」にチェックを付けると、ダウンロードアプリか
らのLED通知が表示されます。LED通知の色は、ダウンロードアプリ
によって異なります。チェックを外すとダウンロードアプリからのLED
通知は表示されません。

通知内容を個別に設定する

a ホーム画面■u■［■ ■］■u■［システム設定］■u■［表示］■u■
［通知表示LED］

b 通知する項目にチェックを付ける
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共通の操作を覚える

縦横表示を切り替える
ご使用時に本製品の向きを変えると、自動的に縦横表示を切り替える
ことができます。
例：縦（横）表示から左（右）に90°回転した場合

memo

•	 本製品を垂直に立てた状態で操作してください。本製品を水平に寝
かせると画面表示が切り替わらない場合があります。

•	 縦横表示を切り替えるかどうかは、「縦横表示の自動回転」
（uP.223）で設定できます。
•	 アプリケーションによっては、本製品の向きや設定にかかわらず画
面表示が切り替わらない場合があります。

利用できるメニューを表示する

■■オプションメニューについて
オプションメニューは、メニューを表示できる画面で［	 	］（メ
ニューキー）をタップすると表示されるメニューです。
例：ホーム画面の場合
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■■コンテキストメニューについて
コンテキストメニューは、メニューを表示できる画面や項目をロング
タッチすると表示されるメニューです。
例：文字入力画面の場合

a ［■ ■］をロングタッチ

b ［■ ■］

ロックを解除する
「画面のロック」で制限した機能を利用するときや、データを全件削
除するときなど、重要な操作を行うときは、「パターン／PIN／パス
ワード」の入力を求められます。（uP.24「ご利用いただく各種暗
証番号について」）
「画面ロック解除」の設定（uP.230）を変更することで、PINの代
わりに指リストパターンやパスワードを使用することができます。

■■スワイプ

a スワイプが必要な操作をする

b 円の外までスライドする

■■フェイスアンロック

a 顔認証が必要な操作をする

b 画面の中心に顔が映るようにする

■■パターンで入力する

a パターンの入力が必要な操作をする

b パターンを入力

■■PINを入力する

a PINの入力が必要な操作をする

b PINを入力■u■［OK］
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■■パスワードを入力する

a パスワードの入力が必要な操作をする

b パスワードを入力■u■［完了］

memo

•	 P IN ／パターン／パスワードの入力に5回失敗すると、メッセージ
が表示され30秒間入力できない状態になります。「OK」を選択し、
入力可能になったら再入力してください。

チェックボックスを利用する
設定項目の横にチェックボックスが表示されているときは、チェック
ボックスをタップすることで設定の有効／無効を切り替えることが
できます。
また、データの「選択移動」「選択保存」「選択削除」などをする際は、
チェックボックスをタップすることで項目の選択／選択解除を切り
替えることができます。

アイコン 説明

設定が有効／項目が選択されている状態です。

設定が無効／項目が選択されていない状態です。

ラジオボタンを利用する
設定項目の横にラジオボタンが表示されているときは、ラジオボタン
をタップすることで設定を有効に切り替えることができます。
複数の設定項目のうち1件だけ項目を選択できます。

アイコン 説明

設定が有効／項目が選択されている状態です。

	 設定が無効／項目が選択されていない状態です。

スイッチを利用する
設定項目の横にスイッチが表示されているときは、スイッチをタップ
することで設定の有効／無効を切り替えることができます。

アイコン 説明

設定が有効な状態です。

設定が無効な状態です。
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Clean■Viewを利用する
本製品では、設定や機能を利用するための多数のアイコンなどが画面
に表示されていると操作しづらい場合に、よく使う機能以外の項目を
非表示にすることができます。
連絡先、カメラ、ギャラリー、動画で利用できます。

アイコン 説明

タップするごとに表示／非表示を切り替えます。
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