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 機能設定
設定メニューから各種機能を設定、管理します。
設定メニューには、よく利用する機能を設定する「セレクト設定メ
ニュー」と、すべての機能を設定できる「すべての設定メニュー」があり
ます。
お買い上げ時は、「セレクト設定メニュー」が表示されます。

セレクト設定メニューを表示する

1 シンプルメニュー／アプリ一覧→［設定］
セレクト設定メニューが表示されます。

■ セレクト設定メニュー項目一覧
項目 設定内容 参照先

プロフィール プロフィールの表示や登録を行います。 P. 71
マナーモード マナーモードの設定を行います。 ―
マナーモード
種別

マナーモードの種類を設定します。 P. 193

着信音 着信音に設定するデータを選択して登録
します。

―

着信LED 着信時の着信ランプの点滅色を設定しま
す。

―

バイブ
パターン

バイブレータのパターンを設定します。 P. 192

画面の明るさ 画面の明るさを設定します。 ―
壁紙 ホームスクリーンの壁紙を設定します。 ―
ロック画面
表示

ロック画面の背景を設定します。 ―

フォント
サイズ

画面に表示されるフォントサイズを設定
します。

―

項目 設定内容 参照先
画面のロック 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。
―

スライド
ロック設定

アイコンをスライドして画面ロックを解
除します。

P. 196

ソフトウェア
アップデート

最新のソフトウェアに更新することがで
きます。

P. 229

端末の状態 電話番号や電池残量などの情報を確認で
きます。

―

 すべての設定メニューを表示する

1 シンプルメニュー／アプリ一覧→［設定］→［  ］
すべての設定メニューが表示されます。

■ すべての設定メニュー項目一覧
項目 設定内容 参照先

プロフィール プロフィールの表示や登録を行います。 P. 71
Wi-Fi 無線LAN（Wi-Fi®）機能を設定します。 P. 182
Bluetooth Bluetooth®機能を設定します。 P. 179
データ使用 データ通信量の表示やデータ通信の使用

上限を設定します。
P. 189

その他．．． 機内モードやVPN、MHL、テザリングな
どの通信に関する設定を行います。

P. 189

通話 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。

P. 71

音／バイブ／
LED

マナーモードやバイブレータ（振動）、着
信音、通知音、操作音など、音に関する設
定を行います。

P. 192

ディスプレイ フォントや壁紙、明るさ、画面の向きな
ど、画面表示に関する設定を行います。

P. 193

通知パネル 通知パネルに関する設定を行います。 P. 194
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項目 設定内容 参照先
ストレージ 本製品本体内やmicroSDメモリカード

のメモリ容量の確認、microSDメモリ
カードの初期化を行います。

P. 194

電池 電池残量や使用量を表示します。 P. 194
アプリ ダウンロードしたアプリケーションを確

認したり、実行中のアプリケーションに
関する設定を行います。

P. 144

アカウントと
同期

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。

P. 194

位置情報
アクセス

無線LAN（Wi-Fi®）機能やGPS機能など
を使った位置情報に関する設定を行いま
す。

P. 195

セキュリティ 画面ロックの設定などセキュリティに関
する設定を行います。

P. 195

言語と入力 表示言語の設定、文字入力関連の設定を
行います。

P. 197

データの
初期化

本製品本体の初期化を行います。 P. 197

日付と時刻 日付と時刻の表示形式などの設定を行い
ます。

P. 198

ユーザー補助 通話終了時の動作や、ユーザー補助サー
ビスの設定を行います。

P. 198

端末情報 電話番号や電池残量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。

P. 199

◎ シンプルメニュー／アプリ一覧→M→［端末設定］と操作しても、設定メ
ニューを表示できます。

◎ セレクト設定メニューに戻すときは、すべての設定メニュー→［  ］
と操作します。

  無線とネットワークの設定をする
Wi-Fi®やBluetooth®接続、ホームネットワークの設定など、通信に関
する設定を行います。

1 すべての設定メニュー
2 Wi-Fi ▶P. 182「無線LAN（Wi-Fi®）機能」

Bluetooth ▶P. 179「Bluetooth®機能」
データ使用 データ通信を使用するかどうかを設定します。

• オンにすると、モバイルデータの制限を設定す
ることもできます。
• オフにすると、Eメールの送受信などができなく
なります。
• M→「データローミング」／「データの自動同
期」／「Wi-Fiデータ制限」を選択、と操作して、
データ通信の詳細な設定を行うことができま
す。
• M→「Wi-Fi使用を表示」を選択、と操作する
と、Wi-Fi使用のタブが表示され、データ使用量
を確認できます。

その他．．． 機内モード ▶P. 190「機内モードを設定す
る」

VPN ▶P. 190「VPNを設定する」
MHL ▶P. 191「MHLを設定する」
NFC／おサイフ
ケータイ設定 

▶P. 139「おサイフケータイ®

の機能を設定する」
テザリング ▶P. 185「テザリング機能を利

用する」
モバイル
ネットワーク

▶P. 191「モバイルネットワー
クを設定する」
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  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。

1 すべての設定メニュー→［その他．．．］
2 「機内モード」を選択

機内モードがオンの場合でも無線LAN（Wi-Fi®）／Bluetooth®機能を
オンにすることができます。航空機内や病院など電波の使用を禁止さ
れた区域では無線LAN（Wi-Fi®）／Bluetooth®機能を使用しないよう
ご注意ください。

◎ 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）、157番（お客さ
まセンター）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無
効にします。

◎ F（1秒以上長押し）→［機内モード］と操作してもオン／オフを切り替え
ることができます。

  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

1 すべての設定メニュー→［その他．．．］→［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、「画面ロックを設定
する」（▶P. 196）をご参照ください。

2 ［  ］

3 VPN設定の各項目を設定→［保存］
VPN設定画面のリストに、新しいVPNが追加されます。
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◎ 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→［プロフィールを編集］→必要に応じてVPNの設定
を変更→［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→［プロフィールを削除］→
［OK］と操作します。

■ VPNに接続する

1 すべての設定メニュー→［その他．．．］→［VPN］
VPN設定画面に、追加したVPNがリスト表示されます。

2 接続するVPNをタップ
3 必要な認証情報を入力→［接続］

VPNに接続すると、接続中を示す通知がステータスバーに表示されま
す。

■ VPNを切断する

1 ステータスバーを下にスライド→VPN接続中を示す通知
をタップ
VPN接続済みポップアップで、「切断」をタップすると切断されます。

 MHLを設定する
HDMI端子付きテレビと接続するための設定を行います。

1 すべての設定メニュー→［その他．．．］→［MHL］
2 解像度設定 テレビの解像度を設定します。

TV出力サイズ テレビへの出力サイズを設定します。
TVリモコンの
操作方法

テレビリモコンを操作する方法を表示しま
す。

  モバイルネットワークを設定する
データ通信やローミングなどのネットワークを利用できるように設定
します。

■ LTEネットワークに接続する

1 すべての設定メニュー→［その他．．．］→［モバイルネット
ワーク］→「LTE」を選択

■ データ通信を設定する

1 すべての設定メニュー→［その他．．．］→［モバイルネット
ワーク］→「データ通信」を選択→［OK］

◎ 「LTE」を解除するとLTE通信でのパケット通信ができなくなります。
◎ 「データ通信」を解除するとデータ通信が無効になり、CDMA1XWIN（国内
でのEVDOマルチキャリアサービスを含む）／LTE通信でのパケット通信が
できなくなります。

◎ ローミング設定については、「海外利用に関する設定を行う」（▶P. 217）を
ご参照ください。

■ ローミング時のデータ通信を設定する

1 すべての設定メニュー→［その他．．．］→［モバイルネット
ワーク］→「データローミング」を選択→［OK］



192

機
能
設
定

 音の設定をする
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 すべての設定メニュー→［ 音／バイブ／LED］
2  音量 ▶P. 192「各種音量を調節する」

マナーモード ▶P. 193「マナーモードを設定する」
マナーモード
種別
  着信音 着信音に設定するデータを選択して登録しま

す。
 着信LED 着信時の着信ランプの点滅色を設定します。
バイブパターン ▶P. 192「バイブレータのパターンを設定す

る」
着信時バイブ ▶P. 193「バイブレータを設定する」
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。
デフォルトの
通知音

通知音に設定するデータを選択して登録しま
す。

ダイヤルパッド
操作音

ダイヤルパッドのタッチ操作音を有効にする
かどうかを設定します。

 タッチ操作音 タッチ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。

タッチ操作
バイブ

タッチ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。

  各種音量を調節する

1 すべての設定メニュー→［音／バイブ／LED］→［音量］
次の項目の音量を調節します。
• 音楽、動画、ゲーム、その他のメディア
• 着信音と通知音
• アラーム

2 スライダを左右にドラッグして、音量を調節
音量を上げる／下げるにはスライダを右／左にドラッグします。

3 ［OK］

◎ マナーモード設定時に、「着信音と通知音」を調節するとマナーモードは解
除されます。

 バイブレータのパターンを設定する

1 セレクト設定メニュー→［バイブパターン］
次の項目のバイブレータのパターンを調節します。
• マナーモード
• 着信時
すべての設定メニュー→［音／バイブ／LED］→［バイブパターン］と操
作しても設定できます。

2 ［パターン1］／［パターン2］／［パターン3］
3 ［OK］
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   マナーモードを設定する
マナーモードを設定することで、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。

1 セレクト設定メニュー→「マナーモード」を選択→「注意」
表示を確認→［OK］
マナーモードがオンに設定されます。
すべての設定メニュー→［音／バイブ／LED］→「マナーモード」→
［OK］を選択、と操作しても設定できます。
• 「注意」表示で「次回から表示しない」を選択すると、次回から表示され
ません。

■ マナーモードの種別を変更する

1 セレクト設定メニュー→［マナーモード種別］
→［バイブレーション］／［ミュート］
すべての設定メニュー→［音／バイブ／LED］→［マナーモード種別］と
操作しても設定できます。

◎ F（1秒以上長押し）→［  ］／［  ］／［  ］と操作しても、ミュート／バ
イブレーション／OFFを切り替えられます。

◎ l（音量下キー）を押すと、着信音量が1段階下がります。l(音量下
キー）を長押しすると、マナーモードがオンに設定されます。

◎ 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消音の状態でデータが再生された場合、機能によっ
ては、再生中にlr（音量下／上キー）を押すと音量を調節できます。

 バイブレータを設定する

1 すべての設定メニュー→［音／バイブ／LED］
2 「着信時バイブ」を選択

◎ 解除すると、バイブレータは鳴動しません。

  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 すべての設定メニュー→［ディスプレイ］
2   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」を選択すると、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。

壁紙 ホームスクリーンの壁紙を設定します。
ロック画面表示 ロック画面の背景や、ロック画面の時計表

示／歩数計表示を設定します。
 画面の自動回転 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。
 スリープ スリープモードへ移行するまでの時間を設定

します。
 スクリーン
セーバー

スクリーンセーバーのオン／オフと種類を設
定します。

 フォント切替 画面に表示される文字フォントを設定します。
• 起動中のアプリケーションが終了する場合
があります。

フォントサイズ 画面に表示されるフォントサイズを設定します。
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ワイヤレス
ディスプレイ

接続するワイヤレスディスプレイを選択・設
定します。

 通知パネルの設定をする

1 すべての設定メニュー→［通知パネル］
2 表示項目 表示する項目を設定します。

並び替え 通知パネルの項目を並び替えます。
ON／OFF設定 機能アイコンを追加／削除します。
アプリショート
カット設定

アプリショートカットを追加／削除します。

簡単SNS投稿
設定

SNSに投稿するためのボタンを追加／削除
します。

  ストレージに関する設定をする

1 すべての設定メニュー→［ストレージ］
2  本体メモリ 本体メモリの使用量を確認します。

合計容量 本体メモリの容量を確認します。
内部ストレージ 内部ストレージの使用量を確認します。
合計容量 内部ストレージの容量を確認します。
内部ストレージ
内データを消去

内部ストレージ内のデータを消去します。

SDカード microSDメモリカードの使用量を確認しま
す。

合計容量 microSDメモリカードの容量を確認します。
SDカードを
マウント

microSDメモリカードを認識します。

SDカードの
マウント解除

microSDメモリカードの認識を解除して、
microSDメモリカードを安全に取り外しま
す。

SDカード内
データを消去

▶P. 174「microSDメモリカードを初期化す
る」

※ 表示される項目は、端末の状態によって異なります。

  電池使用量を表示する

1 すべての設定メニュー→［電池］
電池残量や電池使用時間などが表示されます。

   アカウントと同期の設定をする
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。
• 同期するには、本製品でGoogleアカウントなどのオンラインサービ
スのアカウントを設定する必要があります。手動で同期するか、また
は自動同期するように設定できます。

1 すべての設定メニュー→［アカウントと同期］
2 同期の設定をするアカウントの種別をタップ→同期の設
定をするアカウントを選択

アカウントを追加／削除する
 ■ アカウントを追加する

1 すべての設定メニュー→［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
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 ■ アカウントを削除する

1 すべての設定メニュー→［アカウントと同期］→削除する
アカウントの種別を選択→削除するアカウントを選択
→M

2 ［アカウントを削除］→［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、「データの初期化」（▶P. 197）が必要です。

  位置情報の設定をする

1 すべての設定メニュー→［位置情報アクセス］
2  位置情報に

アクセス
GPS機能またはWi-Fi®／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、オン／オフで設定します。

 GPS機能※ 高精度な位置情報を取得するかどうかを
設定します。

Wi-Fi/モバイル
接続時の位置情報※

Googleの位置情報サービスを利用して現
在地を推定することをアプリに許可する
かどうかを設定します。

※ 「位置情報にアクセス」をオンにすると、自動的に設定されます。

GPS機能の使用について
◎ 電池の消費を節約する場合は、オフに設定してください。
◎ 周囲に建物などがなく、天空が見える場所では精度が高くなります。周囲の
環境により、正しい位置情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移
動してください。

  セキュリティの設定をする

1 すべての設定メニュー→［セキュリティ］
2 画面のロック ▶P. 196「画面ロックを設定する」

顔認識の精度を
改善

いろいろな状態の顔を登録することで、顔
認識の精度を改善することができます。

生体検知 顔認識で写真などが認識されないようにす
ることができます。

パターンを
表示する

ロックを解除するときに指の軌跡を線で表
示するかどうかを設定します。

自動ロック スリープモード移行後、「画面のロック」で
設定した解除方法が必要になるまでの時間
を設定します。

電源ボタンで
ロック

「自動ロック」の設定にかかわらず、Fを
押してスリープモードに移行した場合に、
すぐにロック画面を表示するかどうかを設
定します。

スライドロック
設定

スライドしてロックを解除する画面に
ショートカットや、ウィジェットの設定が
できます。また、新着のお知らせの設定もで
きます。

所有者情報 ロック画面に所有者の情報を表示します。
UIMカードロック
設定

▶P. 196「UIMカードロックを設定する」

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。

端末管理者 端末管理者の情報を表示します。
提供元不明の
アプリ

▶P. 144「提供元不明のアプリケーション
のダウンロード」

アプリを確認する ウイルスなどの損害を受ける可能性のある
アプリのインストールを禁止したり、警告
表示します。
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信頼できる認証
情報

信頼できる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と
microSDメモリカードからインストール
します。
• 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。

認証ストレージの
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。

※ 表示される項目は、設定によって異なります。

  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 セレクト設定メニュー→［画面のロック］
すべての設定メニュー→［セキュリティ］→［画面のロック］と操作して
も設定できます。

2 なし 画面ロックを無効にします。
スライド アイコンをスライドして、画面ロックを解

除します。
フェイス
アンロック

顔認証で画面ロックを解除します。

パターン ロック解除パターンを入力して解除します。
ロックNo. ロックNo.を入力して解除します。
パスワード 4～16桁の英数字／記号を入力して解除し

ます。

■ 画面ロックをかける
画面ロックの解除方法を「なし」以外に設定している場合、Fを押
す、または自動的に画面のバックライトが消灯すると、画面ロックがか
かります。

■ 画面ロックを解除する
1 ロック画面で現在のロック解除方法を実行する

ロック解除を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。

 UIMカードロックを設定する
UIMカードにPINコード（暗証番号）を設定し、電源を入れたときにPIN
コードを入力することで、不正使用から保護できます。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。

1 すべての設定メニュー→［セキュリティ］→［UIMカード
ロック設定］→「UIMカードロック」を選択

2 UIMカードのPINコードを入力→［OK］
■ 電源を入れたときにPINコードを入力する

1 PINコードの入力画面→PINコードを入力→［OK］
 ■  PINコードを変更する
UIMカードロックが有効に設定されているときのみ変更できます。

1 すべての設定メニュー→［セキュリティ］→［UIMカード
ロック設定］→［PINコードの変更］
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2 現在のPINコードを入力→［OK］
3 新しいPINコードを入力→［OK］
4 もう一度新しいPINコードを入力→［OK］

  言語と入力に関する設定をする

1 すべての設定メニュー→［言語と入力］
2  言語（Language） 日本語と英語の表示を切り替えます。

• 起動中のアプリケーションが終了する場
合があります。

デフォルト デフォルトのキーボードを設定します。
 Google音声入力 音声入力の言語や不適切な語句に関する設

定をします。
iWnn IME ▶P. 64「iWnn IMEの設定を行う」
漢字手書き
（LaLaStroke）

▶P. 62「手書き入力の設定をする」

連続かな手書き
（LaLaStroke）
音声検索 音声認識アプリの設定画面が表示されま

す。
 テキスト読み上げ
の出力

Pico TTS Pico TTSを 設定しま
す。
Google Playからデー
タをインストールするこ
とができます。

音声の速度 テキストを読み上げる速
度を設定します。

サンプルを再生 音声合成の短いサンプル
を再生します。

ポインタの速度 ポインティングデバイス使用時の、ポイン
タの反応速度を設定します。

※ 表示される項目は、画面によって異なります。

◎ 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。

◎ 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。

  本製品を初期化する

1 すべての設定メニュー→［データの初期化］→［データの初
期化］

2 ［携帯端末をリセット］→［OK］→［すべて消去］
• 画面ロックの設定によっては、ロック解除が必要な場合があります。

◎ 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。

◎ 「内部ストレージ内データを消去」／「SDカード内データを消去」を選択す
ると内部ストレージ／microSDメモリカード内のデータを消去できます。

◎ すべての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カードロック設定
• 「NFC/おサイフケータイロック」の設定／ロックNo.

◎ 本製品を初期化すると、デジタル著作権管理（DRM）コンテンツのライセン
ス情報が削除され、コンテンツの再生ができなくなる場合があります。

◎ プリセットされているアプリケーションの一部は削除されます（▶P. 51）。
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  日付と時刻の設定をする

1 すべての設定メニュー→［日付と時刻］
2 自動設定 ネットワーク上の日付・時刻情報を使って、

自動的に補正します。
• CDMAエリア内で自動設定を解除するこ
とはできません。

自動タイムゾーン ネットワーク上のタイムゾーン情報を使っ
て、自動的に補正します。

日付設定 ▶P.  198「日付を設定する」
時刻設定 ▶P.  198「時刻を設定する」
タイムゾーンの
選択

タイムゾーンを選択します。

24時間表示 選択すると24時間表示、解除すると12時
間表示となります。

日付形式の選択 日付の表示形式を選択します。

◎ 「自動設定」を選択するとネットワークから日付や時刻が自動で設定されま
す。お買い上げ時は「自動設定」に設定されています。

◎ 日付、時刻、タイムゾーンの手動設定をするには、あらかじめ「自動設定」「自
動タイムゾーン」を解除する必要があります。

◎ 海外通信事業者によっては時差補正が正しく行われない場合があります。
すべての設定メニュー→［日付と時刻］→［タイムゾーンの選択］→設定す
るタイムゾーンを選択、と操作して、タイムゾーンを設定することができま
す。

 日付を設定する

1 すべての設定メニュー→［日付と時刻］→［日付設定］
2 数字を上下にスライドして日付を合わせる
3 ［設定］

 時刻を設定する

1 すべての設定メニュー→［日付と時刻］→［時刻設定］
2 数字を上下にスライドして時間と分を合わせる
「24時間表示」を解除している場合は、「AM」／「PM」をスライドして
午前／午後を切り替えます。

3 ［設定］

  ユーザー補助の設定をする

1 すべての設定メニュー→［ユーザー補助］
2 サービス インストールされているサービス名を表示し

ます。
拡大操作 トリプルタップで拡大表示するかどうか設定

します。
大きい文字
サイズ

文字サイズが大きくなります。

電源ボタン
通話終了

Fで通話を終了するかどうかを設定します。

画面の自動回転 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。

パスワードの
音声出力

パスワードを音声で出力するか設定します。
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ユーザー補助の
ショートカット

ユーザー補助機能をロック画面で使用できる
ように設定します。

テキスト読み
上げの出力

▶P. 197「言語と入力に関する設定をする」

ロングタッチ
時間

ロングタッチの時間を設定します。

ウェブアクセシビ
リティの拡張

アプリからウェブへのアクセスを容易にする
ウェブスクリプトをインストールします。

ユーザー補助プラグインを利用する
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
るユーザー補助プラグインを有効にします。ユーザー補助のプラグイ
ンは、Google Playからインストールすることができます。

 端末情報に関する設定をする
本製品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 すべての設定メニュー→［ 端末情報］
2 ソフトウェア

アップデート
▶P.  229「ソフトウェアやOSを更新する」

  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。

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。

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
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