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本製品について設定する

a ホーム画面■u■［■ ■］■u■［システム設定］■
設定メニュー画面が表示されます。

b c da

memo

• 設定メニュー画面 u ［  ］ u ［リスト表示に切替え］と操作する
と、リスト表示に切り替わります。

a ネットワーク

無線ネット
ワーク

Wi-Fi uP.250「無線LAN（Wi-Fi®）機
能を有効にする」

Bluetooth uP.256「Bluetooth®機能を有
効にする」

モバイルデー
タ

モバイルデータ通信の設定や、通信
量の確認などを行います。

通話設定 uP.229「通話に関する設定をす
る」

接続 共有と接続 uP.231「共有と接続の設定をす
る」

テザリングと
ネットワーク

uP.232「テザリングとネット
ワークの設定をする」

b サウンド

全般 サウンドプロ
フィール

uP.234「サウンドプロフィール
を設定する」

ボリューム 着信音や音楽、動画再生時などの音
量を設定します。

バイブレート
の強さ

振動の強さを設定します。

サウンド中断
時間

アラームとメディアを除くサウン
ドをオフにする時間を設定します。
また、バイブレートを使用するかど
うか、特定の連絡先からの着信をブ
ロックするかどうかを設定します。
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着信音とバ
イブレー
ション

着信音 音声着信音に設定するデータを選
択して登録します。

スマート着信
音

周囲が賑やかなときに、自動的に着
信音を大きくするかどうかを設定
します。

音声着信バイ
ブレート

音声着信時の振動パターンを設定
します。また、振動パターンを追加
することもできます。

ジェントルバ
イブレート

振動の強さを現在の設定値まで
徐々に強くしていくかどうかを設
定します。

着信音とバイ
ブレート

着信時にバイブレートさせるかど
うかを設定します。

システム 音声通知 音声着信時に発信者情報を読み上
げるかどうかを設定します。

通知音 通知音に設定するデータを選択し
て登録します。

タッチフィー
ドバックとシ
ステム

「ダイヤルパッドのタッチトーン」、
「タッチ操作音」、「画面ロック時の
音」で操作時に音を鳴らすかどうか
を設定します。また、緊急通報時の
動作を設定します。さらに、「キー
操作バイブレート」で、フロント
タッチボタン操作時などに振動さ
せるかどうかを設定します。

c 表示

ホームと
ロック画面

ホームスク
リーン

テーマや壁紙などの設定を行いま 
す。

画面のロック uP.234「画面のロックの設定を
する」

フロントタッ
チボタン

フロントタッチボタンの配列を選
択したり、背景のテーマや透明な背
景を使用するかどうかを設定しま
す。

画面 画面の明るさ 画面の明るさを設定します。
• ［自動］にチェックを付けると、

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。

バックライト
点灯時間

バックライトの点灯時間を設定し
ます。

画面OFFエ
フェクト

画面OFFしたときのエフェクトを
設定します。

縦横表示の自
動回転

本製品の向きに合わせて、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。

スクリーン
セーバー

スクリーンセーバーの設定を行い
ます。「今すぐ開始」をタップする
とスクリーンセーバーが起動しま
す。「スタートアップ設定」をタッ
プするとスクリーンセーバーが起
動するシーンを設定できます。
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フォント フォントタイ
プ

画面表示のフォントを設定します。
「フォント追加」をタップすると
SmartWorldからフォントをダウ
ンロードできます。

フォントサイ
ズ

「極小」、「小」、「中」、「大」、「特大」、
「極大」から選択します。

スマートON スマートスク
リーン

画面を見ている間はバックライト
を点灯するかどうかを設定します。

スマートビデ
オ

画面を見ていないことを感知して、
再生中の動画を一時停止するかど
うかを設定します。

詳細設定 通知表示LED 不在着信通知、アラーム鳴動時など
に通知LEDを使用するかどうかを
設定します。

d 一般

デバイス ジェスチャー uP.235「ジェスチャーの設定を
する」

片手操作モー
ド

「ダイヤルキーパッド」、「LGキー
ボード」、「ロック画面」表示時に、
パッドやキーボードの位置を移動
する左右ボタンを表示するかどう
かを設定します。

ストレージ uP.236「ストレージ」

バッテリー uP.236「バッテリーの設定をす
る」

アプリ uP.237「アプリの設定をする」

スライドウィ
ンドウ

アプリケーション表示中に3本の指
で画面を左側にフリックすると実
行中のアプリケーションを保存す
ることができます。 
また、右側にフリックすることで保
存しているアプリケーションを戻
すことができます。最大3つのアプ
リケーションを保存できます。
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パーソナル アカウントと
同期

uP.238「アカウントと同期の設
定をする」

クラウド uP.239「クラウドの設定をする」

ゲストモード uP.239「ゲストモードの設定を
する」

位置情報 uP.240「位置情報の設定をする」

セキュリティ uP.240「セキュリティの設定を
する」

言語と入力 uP.241「使用する言語やソフト
ウェアキーボードの設定をする」

バックアップ
とリセット

uP.243「バックアップとリセッ
トの設定をする」

システム 日付と時刻 uP.244「日付と時刻を設定する」

ユーザー補助 uP.245「ユーザー補助の設定を
する」

PC接続 uP.246「接続の設定をする」

アクセサリー uP.247「アクセサリー」

印刷 uP.247「印刷の設定をする」

端末情報 uP.248「端末情報に関する設定
をする」

通話に関する設定をする
留守番電話、着信転送などネットワークサービスを設定します。

a 設定メニュー画面■u■［ネットワーク］■u■［通話設定］■

b 以下の項目をタップ

留守番電話 uP.271「お留守番サービスEXを利
用する（オプションサービス）」

音声着信のポップアップ アプリケーション使用中に音声着信し
た場合に、ポップアップを表示するか
どうかを設定します。

着信拒否 uP.230「着信を拒否する」

プライバシーキーパー 「すべての情報を非表示」、「電話番号
のみ表示」、「OFF」で着信時に発信
者情報を表示するかどうかを設定しま
す。「すべての情報を非表示」、「電話
番号のみ表示」に設定した場合、着信
中に ［  ］ をタップすると発信者情報
を表示できます。

着信転送 uP.264「着信転送サービスを利用
する（標準サービス）」

割込通話サービス uP.267「割込通話サービスを利用
する（標準サービス）」

録音ボタン 通話中に録音ボタンを表示するかどう
かを設定します。

音声を強調する 周囲の音が大きい場所での通話時に、
相手の音声がクリアに聞こえるように
するかどうかを設定します。

連絡先未登録番号追加 通話相手が連絡先に登録されていない
場合、通話終了時に連絡先に追加する
か確認します。
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電源ボタンで通話を終了 通話中に  電源キーを押した場
合に通話を終了するかどうかを設定し
ます。

ガイドの言語を変更する uP.276「英語ガイダンスへ切り替
える」
uP.276「日本語ガイダンスへ切り
替える」

auお客さまサポート お客さまセンターに連絡できます。

通話時間 前回通話・累積の通話時間の目安を表
示します。
• 各項目をタップすると、表示されて

いる時間をリセットできます。

伝言メモ 伝言メモ 電話に出られないときに、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。

応答メッ
セージ

「日本語1」、「日本語2」、「英語」で応
答メッセージの種類を設定します。ま
た、録音したメッセージを設定するこ
ともできます。

伝言メモを
再生する

録音した伝言メモを再生します。

memo

通話時間について
• 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。

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、伝言メモで応答しません。再度伝言メモで応答
するには伝言メモを削除した後に、伝言メモで応答するように設定
する必要があります。

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、着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

a 設定メニュー画面■u■［ネットワーク］■u■［通話設定］■u■
［着信拒否］■u■［着信拒否モード］

b 以下の項目をタップ

OFF 着信を拒否しません。

着信拒否条件 着信拒否条件に登録されている電話番号から
の着信を拒否します。

すべて拒否 すべての着信を拒否します。

memo

• 着信転送サービスのフル転送を設定している場合は、着信拒否に設
定しても着信転送サービスに転送されます。

• 割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できない場合があります。



231

機
能
設
定

着信拒否条件を設定する
着信を拒否する条件を設定し、条件に該当する着信を拒否します。

a 設定メニュー画面■u■［ネットワーク］■u■［通話設定］■u■
［着信拒否］■u■［着信拒否条件］

b ［■ ■］■

連絡先 連絡先から拒否する電話番号を選択して登録
します。

通話履歴 通話履歴から拒否する電話番号を選択して登
録します。

新しい番号 拒否する電話番号を入力して登録します。

memo

• ［非通知番号］にチェックを付けると、非通知番号の着信を拒否し
ます。

• ［未登録の番号］にチェックを付けると、連絡先に登録されていな
い電話番号の着信を拒否します。

共有と接続の設定をする
おサイフケータイ®、SmartShare Beam、Miracast、ワイヤレス
ストレージに関する設定を行います。

a 設定メニュー画面■u■［ネットワーク］■u■［共有と接続］■■■

b 以下の項目をタップ

NFC/おサイフケー
タイ設定

uP.213「おサイフケータイ®を設定する」

SmartShare■
Beam

SmartShare Beamに対応した他の機器と
データを送受信するために「LGL22※」、「ス
トレージ」、「リクエストの自動許可」、「タイ
ムアウト」を設定します。

Miracast Miracastに対応する映像機器でWi-Fi 
Directを利用して、画面の表示内容と音を共
有するための設定をします。利用可能なデバ
イスが見つからない場合は［デバイスの検索］
をタップします。

ワイヤレスストレー
ジ

Wi-Fi®接続でパソコンと本製品のフォルダを
共有するための設定を行います。

※ 「LGL22」は初期設定です。リネームを行った場合は、設定したデ
バイス名が表示されます。
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テザリングとネットワークの設定をする
テザリング、機内モード、モバイルネットワーク、VPNに関する設
定を行います。

a 設定メニュー画面■u■［ネットワーク］■u■［テザリングと
ネットワーク］■■■

b 以下の項目をタップ

Wi-Fiテザリング uP.253「Wi-Fi®テザリング機能を利用す
る」

Bluetoothテザリン
グ

uP.254「Bluetooth®テザリング機能の設
定をする」

ヘルプ 「Wi-Fiテザリング」、「Bluetoothテザリング」
のヘルプを表示します。

機内モード uP.232「機内モードを設定する」

モバイルネットワー
ク

モバイルネットワーク設定など通信に関する
設定を行います。
LTEデータ通信をする場合には、［LTEデー
タ通信］にチェックを付けます。

デフォルトSMSア
プリ

デフォルトSMSアプリを「ハングアウト」、
「SMS」から選択します。

VPN uP.233「VPNを設定する」

機内モードを設定する
機内モードを設定すると、ワイヤレス機能（電話、パケット通信、無
線LAN（Wi-Fi®）機能、Bluetooth®機能）がすべてオフになります。

a 設定メニュー画面■u■［ネットワーク］■u■［テザリングと
ネットワーク］

b ［機内モード］にチェックを付ける

memo

•  電源キー（2秒以上長押し） u ［機内モードON］と操作して
も、機内モードに切り替えられます。

• 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。

• 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（Wi-Fi®）機能、Bluetooth®機
能による通信などもご利用になれません。ただし、無線LAN（Wi-Fi®）
機能、Bluetooth®機能については機内モード設定中に再び有効に
することができます。
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VPNを設定する
仮想プライベートネットワーク（VPN：Virtual Private Network）
は、保護されたローカルネットワーク内の情報に、別のネットワーク
から接続する技術です。VPNは一般に、企業や学校、その他の施設
に備えられており、ユーザーは構内にいなくてもローカルネットワー
ク内の情報にアクセスできます。
本製品からVPNアクセスを設定するには、ネットワーク管理者から
セキュリティに関する情報を得る必要があります。
• 本製品は以下の種類のVPNに対応しています。

 - PPTP
 - L2TP/IPSec PSK
 - L2TP/IPSec RSA
 - IPSec Xauth PSK
 - IPSec Xauth RSA
 - IPSec Hybrid RSA

■■ VPNを追加する

a 設定メニュー画面■u■［ネットワーク］■u■［テザリングと
ネットワーク］■u■［VPN］
初回起動時など、セキュリティの設定が必要な場合は画面の指示に
従って設定してください。項目の内容については、「画面のロックの
設定をする」（uP.234）をご参照ください。

b ［VPN接続の追加］

c VPN接続の追加画面の各項目を設定

d ［保存］
VPN設定画面のリストに、新しいVPNが追加されます。

memo

• 追加したVPNは編集したり、削除したりできます。編集するには、
変更するVPNをロングタッチ u ［ネットワークの編集］ u 必要に応
じてVPNの設定を変更 u ［保存］と操作します。 
削除するには、削除するVPNをロングタッチ u ［ネットワークを削
除］ u ［OK］と操作します。

■■ VPNに接続する

a 設定メニュー画面■u■［ネットワーク］■u■［テザリングと
ネットワーク］■u■［VPN］
VPN設定画面に、追加したVPNがリスト表示されます。

b 接続するVPNをタップ

c 必要な認証情報を入力

d ［接続］
VPNに接続すると、ステータスバーに接続中を示す通知が表示され
ます。

■■ VPNを切断する

a ステータスバーを下にスライド

b VPN接続中を示す通知をタップ

c ［切断］

memo

• 設定メニュー画面 u ［ネットワーク］ u ［テザリングとネットワー
ク］ u ［VPN］ u 接続中のVPNをタップ u ［切断］と操作しても、
VPN接続を切断できます。
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サウンドプロフィールを設定する
サウンドプロフィールで、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。

a 設定メニュー画面■u■［サウンド］■u■［サウンドプロ
フィール］■u■［バイブレートのみ］■／■［サイレント］

memo

• 自動車または原動機付自転車を運転中の携帯電話の使用は、交通事
故の原因となり、危険なため法律で禁止されています。

• 「バイブレートのみ」や「サイレント」を設定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。

• 「バイブレートのみ」や「サイレント」を設定中でもムービーやミュー
ジックの再生では消音されません。

•  電源キーを長押し u ［  ］ ／ ［  ］でも同様に操作できま
す。

画面のロックの設定をする
画面ロックを使用するかどうか、使用する場合に必要な設定を行います。

a 設定メニュー画面■u■［表示］■u■［画面のロック］■■

b 以下の項目をタップ

画面ロックを選択 「なし」、「スワイプ」、「フェイスアンロック」、
「ノックコード」、「パターン」、「PIN」、「パ
スワード」のいずれかを選択します。

スワイプエフェクト スワイプエフェクトの設定をします。

天気のアニメーショ
ン

ロック画面に設定した都市の天気情報をアニ
メーションで表示するかどうかを設定しま
す。

壁紙 ロック画面に表示する壁紙を設定します。

ショートカット ロック画面に表示するショートカットを設定
します。

所有者情報 ロック画面に表示するオーナー情報を設定し
ます。

ロックタイマー 画面OFFからロックするまでの時間を設定し
ます。

電源ボタンですぐに
ロックする

 電源キーを押すとすぐにロックするか
どうかを設定します。

※ 「画面ロックを選択」の設定内容に応じて表示・設定できる項目は異
なります。
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ロック設定について
• 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）
への電話はかけられます。

• ロック解除方法をパターンに設定している場合、画面ロック解除時
に入力に5回失敗すると、「パターンを忘れましたか?」が表示され
ます。「パターンを忘れましたか?」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、Google
アカウントのログイン設定項目は表示されませんので、ご注意くだ
さい。また、「パターンを忘れましたか？」をタップし、ロック時に
設定したバックアップPINを入力し「OK」をタップすると、新しい
パターンを設定できます。

• ロック解除方法をパスワードに設定する場合、パスワードは、4 ～
16桁のお好みの英数字・記号に設定できます。

ジェスチャーの設定をする
各種モーションジェスチャーの有効／無効の設定を行います。

a 設定メニュー画面■u■［一般］■u■［ジェスチャー］■

b 以下の項目をタップ

画面ON/OFF すばやく2回タップすると、バックライトを
点灯／消灯します。この操作を「ノックオン」
と呼びます。

アンサーミー 着信時に、本製品を耳に当てると電話を受け
ます。

着信音のフェードア
ウト

着信音が鳴ってるときに平らな場所から
本製品を持ち上げると、音がフェードアウト
します。

ミュート 着信音が鳴ってるときに本製品を裏返すと音
が止まります。

アラームの停止また
はスヌーズ

アラーム鳴動中に本製品を裏返すとアラーム
音が止まります。

ビデオの一時停止 動画再生中に本製品を裏返すと動画が一時停
止します。

ヘルプ ジェスチャー機能の使いかたを表示します。

センサー感度補正 センサーの感度（傾斜角や速度）を補正しま
す。
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• 「ノックオン」に反応する範囲は、以下の範囲です。
 - ホーム画面およびロック画面の空いているスペース
 - ステータスバー

• 「センサー感度補正」は、モーションジェスチャーがうまく動作し
ない場合に実施してください。

ストレージ

microSDメモリカードと端末容量の確認や初期化をする
microSDメモリカードや本体内のメモリ容量を確認したり、
microSDメモリカードのマウント／マウント解除や初期化を行いま
す。（uP.223「メモリの使用量を確認する」）

バッテリーの設定をする
バッテリー情報の表示、電池残量が少なくなったときに各種機能の使
用を抑えるような設定など、バッテリーに関する設定を行います。

a 設定メニュー画面■u■［一般］■u■［バッテリー］■■■

b 以下の項目をタップ

電池残量のアイコン 電池残量のパーセント、充電されてい
るか、使用可能予想時間が表示されま
す。また、充電している場合、使用可
能予想時間の代わりに充電完了までの
予想時間が表示されます。
タップすると、バッテリー消費状況の
詳細を確認できます。

ステータスバーに表示 ステータスバーに電池残量（%）を表
示するかどうかを設定します。

バッテリーセーブ バッテリーセーブ機能のON ／ OFFを
設定します。

バッテリーセー
ブをONにします

バッテリーセーブ機能をONにするタ
イミング（電池残量）を指定します。

自動同期 自動同期をOFFにします。

Wi-Fi 使用していない場合は、Wi-Fi®機能を
OFFにします。

Bluetooth 使用していない場合は、Bluetooth®

機能をOFFにします。

キー操作バイブ
レート

キー操作時の振動を解除します。

画面の明るさ 画面の明るさを指定します。

バックライト点
灯時間

バックライト点灯時間を指定します。

通知表示LED 通知LEDによる通知をOFFにします。
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ヘルプ 「バッテリーセーブ」の説明を表示し
ます。

アプリの設定をする
アプリケーションに関する設定を行います。また、インストール済み
のアプリケーションを管理します。

a 設定メニュー画面■u■［一般］■u■［アプリ］■

b 以下のタブを表示

ダウンロード済み 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、強制終了などができます。

実行中 実行中のサービスを表示します。
• サービスを選択 u ［停止］ u ［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。

すべて すべての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、強制終了な
どができます。

memo

アプリケーションの管理について
• Google Play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。
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アカウントと同期の設定をする
オンラインサービスのアカウント管理や、データ同期に関する基本設
定を行います。

自動同期を設定する
本製品とGoogleオンラインサービスの連絡先、カレンダー、Gmail
などの自動同期を設定します。

a 設定メニュー画面■u■［一般］■u■［アカウントと同期］■

b ［データ自動同期］にチェックを付ける

■自動同期する対象を設定する

c アカウントの種類を選択

d 同期するアカウントを選択

e 同期する項目にチェックを付ける■u■［■ ■］

手動で同期する
［データ自動同期］にチェックが付いていないとき、同期する項目を
選択して同期します。

a 設定メニュー画面■u■［一般］■u■［アカウントと同期］

b アカウントの種類を選択

c 同期するアカウントを選択

d 同期する項目を選択

アカウントを追加する

a 設定メニュー画面■u■［一般］■u■［アカウントと同期］■u■
［アカウントを追加］

b 追加するアカウントの種類を選択

c 画面の指示に従って操作する

アカウントを削除する

a 設定メニュー画面■u■［一般］■u■［アカウントと同期］■u■
アカウントの種類を選択■u■削除するアカウントを選択

b ［■ ■］■u■［アカウントを削除］■u■［OK］

memo

• 削除できないアカウントもあります。削除するには、「本製品を初
期化する」（uP.244）が必要です。



239

機
能
設
定

クラウドの設定をする
クラウドサービスのアカウント設定を行います。

a 設定メニュー画面■u■［一般］■u■［クラウド］■u■［アカウン
トを追加］■■■
初めて起動したときは、「クラウドガイド」画面が表示されます。内
容をご確認のうえ、［次へ］ u ［完了］をタップしてください。

b 追加するアカウントの種類を選択

c 画面の指示に従って操作する

ゲストモードの設定をする
所有者以外のユーザーが本製品を使用する際に表示される、専用の
ホーム画面の設定を行います。

a 設定メニュー画面■u■［一般］■u■［ゲストモード］■■■
初めて起動したときは、「ゲストモードガイド」画面が表示されます。
内容をご確認のうえ、［完了］をタップしてください。

b 「ゲストモード」をONにする

c 以下の項目をタップ

パターンの設定 ゲストモードのロック解除パターンを設定し
ます。

アプリの設定 ゲストモードに表示するアプリケーションを
設定します。

ヘルプ ゲストモードのヘルプを表示します。

memo

• ゲストモードを使用するには、画面ロックを「パターン」に設定す
る必要があります。（uP.234「画面のロックの設定をする」）
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位置情報の設定をする
GPS機能のオン／オフなどの位置情報に関する設定を行います。

a 設定メニュー画面■u■［一般］■u■［位置情報］■

b 「位置情報」をONにする

c 以下の項目をタップ

モード モードを「高精度」、「バッテリーセー
ブ」、「本体センサーのみ」から選択し
ます。モードによって、現在位置を調
べるために利用する機能が異なります。

最近の位置
情報リクエ
スト

（アプリケー
ション名）

位置情報リクエストを要求するアプリ
ケーションを、直近に使用した順に表
示します。アプリケーションをタップ
すると、アプリ情報を表示します。

Google現在地送信機能 現在地送信機能やロケーション履歴を
利用するかどうかを設定します。

memo

GPS機能の使用について
• 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。

セキュリティの設定をする
各種パスワードなどの設定を行います。

a 設定メニュー画面■u■［一般］■u■［セキュリティ］■■

b 以下の項目をタップ

携帯端末を暗号化 本製品内部に保存されてるシステム
データを暗号化します。一度暗号化す
ると、電源を入れるたびに復号化する
ためのPINコードやパスワードの入力
が必要になります。

UIMカードの
ロック設定

UIMカード
のロック

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■u■［OK］

UIM■PIN
の変更

PINコードを変更します。UIM PINを
変更する場合は、「UIMカードのロッ
ク」を有効に設定してください。
1.■現在のPINコードを入力■u■［OK］
2.■新しいPINコードを入力■u■［OK］
3.■確認のためもう一度新しいPIN
コードを入力■u■［OK］

パスワードを表示する 入力中のパスワードの最後の文字を表
示するかどうかを設定します。

デバイス管理機能の選択 本製品で有効にするデバイス管理機能
を選択します。

提供元不明のアプリ Google Playで提供されるアプリケー
ション以外のアプリケーションのイン
ストールを許可するかどうかを設定し
ます。
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アプリを確認する 安全性が証明されていないアプリケー
ションの場合、インストールを拒否ま
たは警告メッセージを表示するかどう
かを設定します。

ストレージタイプ 認証情報ストレージのタイプを表示し
ます。

確認済み証明書 確認済みのCA証明書を表示します。

ストレージからインストー
ル

暗号化された証明書を内部ストレージ
やmicroSDメモリカードからインス
トールします。

証明書の消去 認証情報ストレージのすべてのコンテ
ンツを消去します。

memo

UIMカードの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」（uP.24）をご参

照ください。

使用する言語やソフトウェアキーボードの設定
をする

表示言語の設定、文字入力関連の設定を行います。

a 設定メニュー画面■u■［一般］■u■［言語と入力］■

b 以下の項目をタップ

言語 本製品の表示言語を選択します。

ユーザー辞書 ユーザー辞書を表示します。
• ［  ］ u 単語などを入力 u ［保存］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する場合は単語を選択

し、削除する場合は［  ］ u 削除する単語を選
択 u ［削除］ u ［はい］と操作します。

デフォルト デフォルトの入力方法を設定します。

LG■日本語
キーボード

LG 日本語キーボードに関する設定を行います。

LGキーボー
ド

LGキーボードに関する設定を行います。

Google音声
入力

Google音声入力に関する設定を行います。また、
チェックを外すと入力方法の選択肢として表示され
なくなります。
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音声入出力の設定をする
Google音声認識を設定したり、テキスト読み上げの設定をします。

a 設定メニュー画面■u■［一般］■u■［言語と入力］■

b 以下の項目をタップ

音声検索 言語 音声入力する言語を設定します。

音声出力 「ON」、「ハンズフリー時のみ」、「OFF」
のいずれかを選択します。

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。

オフラインの
音声認識

音声認識の言語ファイルをダウンロード
してインストールしたり、アンインス
トールできます。

音声認識のカ
スタマイズ※

音声認識の精度を向上させるかどうかを
設定します。

Bluetooth
ヘッドセット

使用可能な場合はBluetooth®ヘッド
セットで音声を録音するかどうかを設定
します。

音声出力 優先エンジン 各種設定を行います。

読み上げ速度
の調整

テキストを読み上げる速度を設定しま
す。

デモを聞く 音声合成の短いデモンストレーションを
再生します。

デフォルト設
定言語

デフォルトに設定されている言語を音声
入力がサポートしているかを表示しま
す。

※ Google検索を行うと表示されなくなります。

memo

• 音声入力する言語により、「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」
が「日本語」の場合には利用できないことがあります。
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マウス／トラックパッドの設定をする
Bluetooth®デバイス（マウスやトラックパッド）のポインター速度
の設定を行います。

a 設定メニュー画面■u■［一般］■u■［言語と入力］■u■［ポイン
ター速度］

b ポインター速度の設定を行い、［OK］

バックアップとリセットの設定をする
データのバックアップ／復元を行ったり、お買い上げ時の状態に戻し
ます。

a 設定メニュー画面■u■［一般］■u■［バックアップとリセッ
ト］■

b 以下の項目をタップ

データのバックアッ
プ

アプリケーションのデータ、無線LAN（Wi-
Fi®）のパスワード、およびその他の設定を
Googleサーバーにバックアップするかどう
かを設定します。

バックアップアカウ
ント

バックアップ用のアカウントを設定します。

自動リストア アプリケーションの再インストール時にバッ
クアップした設定やそのほかのデータを復元
します。

データの初期化 uP.244「本製品を初期化する」
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本製品を初期化する
本製品をお買い上げ時の状態に戻します（リセット）。この操作を行
うと、ご購入後にお客様が本製品にインストールしたアプリケーショ
ンや登録したデータはすべて削除されます。

a 設定メニュー画面■u■［一般］■u■［バックアップとリセッ
ト］■u■［データの初期化］

b ［携帯電話のリセット］

c ［実行する］■u■［OK］

memo

• データの初期化を実行すると本体内のすべてのデータが消去されま
す。

• データの初期化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。

• 「SDカードのデータを消去」にチェックを付けるとmicroSDメモ
リカード内のデータも消去されます。

• 設定メニューの以下の項目は、データの初期化を実行してもリセッ
トされません。
 - UIMカードのロック設定 
 - NFC ／おサイフケータイロック設定

日付と時刻を設定する
日付と時刻の表示形式などを設定します。

a 設定メニュー画面■u■［一般］■u■［日付と時刻］■

b 以下の項目をタップ

日付と時刻の自動
設定

ネットワークから日付・時刻情報を取得して自
動的に設定します。

タイムゾーンを自
動設定

ネットワークを介してタイムゾーンの情報を取
得し、自動的に設定します。

日付の設定 日付を設定します。

時刻の設定 時刻を設定します。

タイムゾーンの選
択

タイムゾーンの設定を行います。

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。

日付表示形式の選
択

日付の表示形式を設定します。
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ユーザー補助の設定をする
通話終了時の動作や、ユーザー補助サービスを設定します。

a 設定メニュー画面■u■［一般］■u■［ユーザー補助］■

b 以下の項目をタップ

TalkBack ユーザーの操作に音や振動で反応したり、テキス
トを読み上げたりするユーザー補助サービスを
有効にします。また、読み上げやその他のフィー
ドバック、タッチガイドなどを設定します。

大きい文字サイ
ズ

文字サイズを大きくします。

色の反転 色のコントラストを大きくして画面表示します。

色調調整 画面をドラッグしてコントラストを調整します。

タッチズーム 画面を3回タップすることで画面をズームイン
／ズームアウトするかどうかを設定します。

画面表示を最も
暗くする

画面の明るさをもっとも小さな値に設定します。

音声出力 テキストの読み上げに関する設定を行います。
優先エンジンの設定や読み上げ速度の調整、デ
モを聞くことができます。

音声形式 ステレオ音声をモノラル音声に変換します。

音声バランス スライドすることで、左右の音量のバランスを
調節します。

キャプション 字幕設定をカスタマイズします。

タッチフィード
バックタイム

タッチの感度を「短め」、「中」、「長め」から選
択します。

Universal■
touch

タッチとドラッグでハードキーやジェスチャー
などの機能を使用することができる補助ボタン
を設定します。

縦横表示の自動
回転

本製品の向きを変えた場合、画面表示の縦横を
自動的に切り替えるかどうかを設定します。

パスワードの読
み上げ

TalkBackを利用して、入力したパスワードを
音声で読み上げるかどうかを設定します。

電源キーで通話
を終了する

 電源キーを押して通話を終了するかどう
かを設定します。

アクセシビリ
ティ設定ショー
トカット

ホームキーを3回タップすることで設定できる
機能を、「TalkBack」／「色の反転」／「Universal 
touch」から選択します。「ユーザー補助の設定」
を選択すると、ユーザー補助設定に移動します。
また、「すべて表示」を選択すると、設定する機
能をそのつど選択できるようになります。

（サービス名） お客様がインストールしたユーザー補助サービ
スに関する設定を行います。
お買い上げ時には、「サービスがインストールさ
れていません」と表示されます。

memo

• TalkBackを初めてONにしたときは、「タッチガイド」チュートリ
アルが起動します。画面の指示に従って、チュートリアルの内容を
確認してください。

• TalkBackをONにすると、タッチガイドもONになります。タッチ
ガイドとは、タップした位置にあるアイテムの説明を読み上げたり、
表示したりする機能です。タッチガイドをONにすると、通常とは
異なる方法で本製品を操作できます。項目を選択する場合は、一度
項目をタップしてから再度ダブルタップします。スライド操作は2
本の指で行います。

• タッチガイドの設定を切り替える場合は、設定メニュー画面 u ［一
般］ u ［ユーザー補助］ u ［TalkBack］ u ［設定］と操作し、［タッ
チガイド］のチェックを外します。
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接続の設定をする
外部機器と接続するための設定を行います。

a 設定メニュー画面■u■［一般］■u■［PC接続］■

b 以下の項目をタップ

USB接続
方法の選
択

充電 充電のみ行います。

メディ
ア同期
(MTP)

ファイルの転送、またはWindows 
Media® Playerと同期をします。

テザリン
グ

データ通信をUSB接続したパソコンと共
有します。

LGソフト
ウェア

「LG PC Suite」との接続に使用します。 

画像の送
信(PTP)

カメラとして接続し、写真を転送します。

USB接続時の確認 パソコンと接続するときに、USB接続モー
ドを常に確認するかどうかを設定します。

ヘルプ 「USB接続方法の選択」のヘルプを表示し
ます。

PC■Suite 無線LAN（Wi-Fi®）でPC Suiteに接続す
るかどうかを設定します。

ヘルプ 「LG PC Suite」のヘルプを表示します。

■■LG■PC■Suiteとは
LG PC Suiteは本製品とパソコンを無線LAN（Wi-Fi®）でリンク
して、データの管理や同期、転送などができる機能です。
本製品でパソコンに保存しているマルチメディアコンテンツを利
用したり、マーケットなどで購入したアプリケーションを管理・
転送したり、本製品の状態をバックアップ・復元したりできます。
LG PC Suiteについて詳しくは、下記のホームページをご参照く
ださい。
http://www.lg.com/jp/support/pc-suite

memo

• USB接続でLG PC Suiteに接続する場合、「USB接続方法の選択」
を「LGソフトウェア」にする必要があります。

• 本製品がLG PC Suiteに認識されている状態でmicroUSBケーブ
ルの抜き差しを行うと、本製品のUSB接続モードを設定しない状態
でもLG PC Suiteから本製品が認識されます。

http://www.lg.com/jp/support/pc-suite
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アクセサリー
USBストレージ、イヤホン、卓上ホルダ（別売）の設定を行います。

a 設定メニュー画面■u■［一般］■u■［アクセサリー］■■■

b 以下の項目をタップ

USBスト
レージ

USBストレージ※を接続したときにプラグ＆ポップ
アプリを表示するかどうかを設定します。また、表
示させるアプリを選択できます。

イヤホン イヤホンを接続したときにプラグ＆ポップアプリを
表示するかどうかを設定します。また、表示させる
アプリを選択できます。

クレードル 本製品を卓上ホルダ（別売）に接続したときにプラ
グ＆ポップアプリを表示するかどうかを設定しま
す。また、表示させるアプリを選択できます。

※ USB On-the-Go（OTG）規格に準拠している必要があります。

■■プラグ＆ポップアプリとは
プラグ＆ポップアプリは、USB On-the-Go（OTG）規格に準拠
したUSBストレージやイヤホンを接続したときに、簡単にアプリ
ケーションを起動するための機能です。
USBストレージやイヤホンを接続すると、画面下部に設定したア
プリケーションが搭載されたパネルが表示されます。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。

印刷の設定をする
クラウド プリントの設定を行います。

a 設定メニュー画面■u■［一般］■u■［印刷］

b 以下の設定をタップ

クラウド■プ
リント

外部のプリンタを使ってファイルを印刷するための
設定を行います。
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端末情報に関する設定をする
電話番号や電波状態などの情報を確認できます。ソフトウェア更新も
ここから行います。

a 設定メニュー画面■u■［一般］■u■［端末情報］■

b 以下の項目をタップ

携帯電話名 Bluetooth®やWi-Fi Directなどで使用さ
れる携帯電話の名称を設定できます。

更新セン
ター

アプリの
更新

インストール済みアプリケーションの更新
を行います。

ソフト
ウェア更
新

uP.295「ソフトウェアを更新する」

ネットワーク 「ネットワーク」、「電波強度」、「モバイル
ネットワークの種類」、「サービスの状態」、

「ローミング」、「モバイルネットワークの
状態」、「IPアドレス」を表示します。

ステータス 「電話番号」、「MIN」、「ESN」、「MEID」、
「IMEI」、「PRLバージョン」、「ICCID」を
表示します。

バッテリー バッテリーの状態、バッテリー残量、バッ
テリー消費状況が確認できます。

ハードウェア情報 「モデル番号」、「稼働時間」、「Wi-Fi MAC
アドレス」、「Bluetooth アドレス」を表
示します。

ソフトウェア情報 「Androidバージョン」、「ベースバンドバー
ジョン」、「カーネルバージョン」、「ビルド
番号」、「ソフトウェアバージョン」を表示
します。

使用条件 LGアプリの使用権同意、オープンソース
のライセンス、Google利用規約が確認で
きます。

規制と安全に関する情
報

電波法に基づく技術基準適合情報や、無線
LAN（Wi-Fi®）などの情報を表示します。
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