
その他の設定

その他の設定

その他の機能のはたらきを設定できます。設定できる項目は次のと
おりです。

項目 説明

カスタマイズ
キー

／ ／ への機能の割り

当てや を長押ししたときの動作を設定
できます。

ポインター
ポインター起動確認表示のON／OFFの設定
や、ポインターサイズの設定ができます。

ストレージ
本体メモリ／SDカードの容量の確認や、SD
カードのマウント、SDカード内のデータを消
去できます。

アプリ
インストールしたアプリや、実行中のアプリ
の情報を確認できます。

位置情報 位置情報の利用を設定できます。

アカウント
アカウントの追加ができます。また、追加し
たアカウントの同期について設定できます。

言語と入力
表示言語や文字入力などについて設定できま
す。

日付と時刻 日付や時刻に関する機能を設定できます。

ユーザー補助
字幕、拡大操作など、本機を使用するうえで
便利なユーザー補助に関する機能を設定でき
ます。

設定 その他の設定

その他の設定画面が表示されます。

各項目を設定

設定が完了します。

カスタマイズキーに関する設定

／ ／ への機能の割り当てや を長押し
したときの動作を設定できます。

設定 その他の設定

その他の設定画面が表示されます。

カスタマイズキー

カスタマイズキー設定画面が表示されます。

各項目を設定

設定が完了します。

カスタマイズキー設定利用時の操作

／ ／ への機能の割り当てを設定
する

カスタマイズキー画面で ／ ／

割り当てる機能を選択



（開始キー）を長押ししたときにダミー着信を
起動するかどうかを設定する

カスタマイズキー画面で ダミー着信

・ ダミー着信 と操作するたびに、選択（ ）／解除（ ）

を切り替えます。

ポインターに関する設定

ポインターの設定について詳しくは「ポインターの使いかた」を参
照してください。

ストレージに関する設定

本体メモリやSDカードのメモリ容量の確認や、SDカードのマウント
／マウント解除、SDカード内のデータの消去などが行えます。設定
できる項目は次のとおりです。

項目 説明

合計容量
本体メモリやSDカードの合計容量を確認しま
す。

空き容量
本体メモリやSDカードの空き容量を確認しま
す。

SDカードのマ
ウント解除

SDカードのマウントを解除して安全に取り外
せるようにします。

SDカードをマ
ウント

SDカードをマウントし、SDカードが利用でき
るようにします。

SDカード内
データを消去

SDカードをフォーマットします。
詳しくは、「SDカードをフォーマットする」
を参照してください。

・SDカードの状態によって表示される項目は異なります。

設定 その他の設定

その他の設定画面が表示されます。

ストレージ

ストレージ画面が表示されます。



各項目を設定

設定が完了します。

ストレージ利用時の操作

SDカードのマウントを解除する

ストレージ画面で SDカードのマウント解除 はい

SDカードをマウントする

ストレージ画面で SDカードをマウント

SDカード内のデータを消去する

ストレージ画面で SDカード内データを消去 SDカード内

データを消去 すべて消去

アプリに関する設定

インストールしたアプリや、実行中のアプリの情報を確認できま
す。

設定 その他の設定

その他の設定画面が表示されます。

アプリ

アプリ画面が表示されます。

・ を押すと ダウンロード済み ／ 実行中 ／ すべて ／ 無効

の分類でアプリが表示できます。

アプリを選択

アプリの詳細が表示されます。

各項目を設定

設定が完了します。

・ アンインストール はい と操作するとアプリのアンインス

トールができます。
・アプリによっては削除できないものもあります。



位置情報に関する設定

位置情報の利用を設定できます。

項目 説明

位置情報 位置情報の利用を設定します。

モード
位置情報を取得するときのモードを設定しま
す。

最近の位置情報
リクエスト

位置情報をリクエストしたアプリが一覧で表
示されます。

設定 その他の設定

その他の設定画面が表示されます。

位置情報

位置情報画面が表示されます。

位置情報 （ 表示）

設定が完了します。

・ 位置情報 と操作するたびに、選択（ ）／解除（ ）が切り

替わります。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

位置情報を取得する精度を変更する

位置情報画面で モード 位置情報のモードを選択

・ 位置情報 がONのときに設定できます。



アカウントに関する設定

アカウントの追加ができます。また、追加したアカウントの同期に
ついて設定できます。

設定 その他の設定

その他の設定画面が表示されます。

アカウント

アカウント画面が表示されます。

アカウントを追加 追加するアカウントの種類を選択

画面に従って操作

アカウントの追加が完了します。

アカウント利用時の操作

アカウントごとにデータの自動同期設定を変更する

アカウント画面で （メニュー） データの自動同期

はい

・ データの自動同期 はい と操作するたびに選択（ ）

／解除（ ）が切り替わります。

アカウントを同期する

アカウント画面でアカウントの種類を選択 アカウ

ントを選択 （メニュー） 今すぐ同期

アカウントを削除する

アカウント画面でアカウントの種類を選択 アカウ

ントを選択 （メニュー） アカウントを

削除 はい

アカウントの設定を変更する

アカウント画面でアカウントの種類を選択 アカウ

ントの設定 画面に従って操作



言語と入力に関する設定

言語と文字入力に関する機能を設定できます。設定できる項目は次
のとおりです。

項目 説明

言語
（Language）

使用する言語を設定します。

すぐ文字
すぐ文字を有効にするかどうかを設定しま
す。

現在のキーボー
ド

利用する入力方法を設定します。

設定 その他の設定

その他の設定画面が表示されます。

言語と入力

言語と入力画面が表示されます。

各項目を設定

設定が完了します。

言語と入力利用時の操作

使用する言語を設定する

言語と入力画面で 言語（Language） 日本語 ／

English はい

・通話中は変更できません。

利用できる入力方法を追加／変更する

言語と入力画面で 現在のキーボード キーボードの選

択 入力方法を選択 （ 表示）

利用する入力方法を設定する

言語と入力画面で 現在のキーボード 入力方法を選択



日付と時刻に関する設定

日付や時刻に関する機能を設定できます。設定できる項目は次のと
おりです。

項目 説明

自動設定
ネットワークから提供された時刻を使用する
かどうかを設定します。

自動タイムゾー
ン

ネットワークから提供されたタイムゾーンを
利用するかどうかを設定します。

日付設定 日付を手動で設定します。

時刻設定 時刻を手動で設定します。

タイムゾーンの
選択

タイムゾーンを手動で設定します。

24時間表示
時刻表示を24時間制にするかどうかを設定し
ます。

オートパワーオ
ン／オフ

指定時刻に近づいたときに、自動的に電源を
入れる／切るかどうかを設定します。

設定 その他の設定

その他の設定画面が表示されます。

日付と時刻

日付と時刻画面が表示されます。

各項目を設定

設定が完了します。

日付と時刻利用時の操作

ネットワークから提供された時刻を使用するかどう
かを設定する

日付と時刻画面で 自動設定

・ 自動設定 と操作するたびに、選択（ ）／解除（ ）が

切り替わります。

ネットワークから提供されたタイムゾーンを利用す
るかどうかを設定する

日付と時刻画面で 自動タイムゾーン

・ 自動タイムゾーン と操作するたびに、選択（ ）／解除

（ ）が切り替わります。

日付を手動で設定する

日付と時刻画面で 日付設定 日付を入力 （確

定）

・ 自動設定 が無効のときに設定できます。

時刻を手動で設定する

日付と時刻画面で 時刻設定 時刻を入力 （確

定）

・ 自動設定 が無効のときに設定できます。

タイムゾーンを手動で設定する

日付と時刻画面で タイムゾーンの選択 国／地域／都市名

などを選択

・ 自動タイムゾーン が無効のときに設定できます。

時刻表示を24時間制にするかどうかを設定する

日付と時刻画面で 24時間表示

・ 24時間表示 と操作するたびに、選択（ ）／解除（ ）

が切り替わります。



指定時刻に近づくと自動的に電源を入れる

日付と時刻画面で オートパワーオン／オフ オートパ

ワーオン （ 表示） 時刻を入力 （確定）

・ オートパワーオン と操作すると、解除されます（ 表

示）。

指定時刻に自動的に電源を切る

日付と時刻画面で オートパワーオン／オフ オートパ

ワーオフ （ 表示） 時刻を入力 （確定）

・ オートパワーオフ と操作すると、解除されます（ 表

示）。

ユーザー補助に関する設定

字幕など、本機を使用するうえで便利なユーザー補助に関する機能
を設定できます。

項目 説明

大きい文字サ
イズ

画面に表示される文字を大きくします。

高コントラスト
テキスト

文字のコントラストを上げ、見やすくしま
す。

パスワードの音
声出力1

パスワードを音声出力するかどうかを設定し
ます。

色反転 ディスプレイの色を反転します。

色補正 色補正の詳細設定をします。

字幕1 字幕表示について設定します。

1　対応アプリの取得時のみ、設定できます。

設定 その他の設定

その他の設定画面が表示されます。

ユーザー補助

ユーザー補助画面が表示されます。

各項目を設定

設定が完了します。
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ユーザー補助利用時の操作

画面に表示される文字を大きくするかどうかを設定
する

ユーザー補助画面で 大きい文字サイズ

・ 大きい文字サイズ と操作するたびに、選択（ ）／解除

（ ）が切り替わります。

画面に表示される文字のコントラストを上げるかど
うかを設定する

ユーザー補助画面で 高コントラストテキスト

・ 高コントラストテキスト と操作するたびに、選択（ ）／

解除（ ）が切り替わります。

パスワードを音声出力するかどうかを設定する

ユーザー補助画面で パスワードの音声出力

・ パスワードの音声出力 と操作するたびに、選択（ ）／解

除（ ）が切り替わります。

画面の色を反転するかどうかを設定する

ユーザー補助画面で 色反転

・ 色反転 と操作するたびに、選択（ ）／解除（ ）が切

り替わります。

画面の色を補正するかどうかを設定する

ユーザー補助画面で 色補正 色補正

・ 色補正 と操作するたびに、選択（ ）／解除（ ）が切

り替わります。
・ 補正モード 補正モードを選択 と操作すると、色補

正のモードを変更できます。

字幕を表示するように設定する

ユーザー補助画面で 字幕 字幕 （ 表示）

・字幕の表示を解除するときは 字幕 （解除）を押しま

す（ 表示）。

字幕の表示方法を設定する

ユーザー補助画面で 字幕 言語 ／ 文字サイズ ／ 字

幕スタイル 項目を選択

・ 字幕 がONのときに設定できます。


