
その他の端末設定

ネットワークとインターネット

Wi-Fiやモバイルネットワーク、データ使用量など、ネットワークや
インターネットに関する設定ができます。設定できる項目は次のと
おりです。

・項目によっては 詳細設定 をタップすると表示されます。

項目 説明

Wi-Fi
Wi-Fi接続の利用を設定できます。
詳しくは、「Wi-Fiで接続する」を参照してく
ださい。

モバイルネット
ワーク

優先するネットワークタイプなどを設定しま
す。

ローミング 、 優先ネットワークタイプ 、

ネットワークを自動的に選択 について詳し

くは、「海外でご利用になる前に」を参照し
てください。

データ使用量

モバイルデータ通信の使用量を確認したり、
使用を制限することができます。詳しくは、
「データ使用量の設定」を参照してくださ
い。

アクセスポイン
トとテザリング

本機をWi-Fiルーターのように使い、パソコン
やゲーム機などからインターネットにアクセ
スできます。詳しくは、「テザリング機能を
利用する」を参照してください。

機内モード
電源を入れたまま、電波を発する機能をすべ
て無効に設定します。

通話設定

通話サービス設定や発信番号制限、着信拒否
設定、簡易留守録などの設定ができます。詳
しくは、「通話の設定をする」を参照してく
ださい。

VPN VPNの接続先を設定します。

プライベート
DNS

プライベートDNSを設定します。

接続済みの端末

Bluetooth®接続などに関する設定ができます。設定できる項目は次
のとおりです。

項目 説明

新しいデバイス
とペア設定する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機に
ペア設定します。詳しくは、「Bluetooth®機
器をペア設定する」を参照してください。

以前接続されて
いたデバイス

ペア設定済みのBluetooth®機器が表示
されます。詳しくは、「ペア設定済みの
Bluetooth®機器と接続する」を参照してくだ
さい。

接続の設定

・Bluetooth
Bluetooth®接続の利用を設定できま
す。Bluetooth®について詳しくは、
「Bluetooth®機能を利用する」を参照してく
ださい。
・キャスト
本機の画面をGoogle Cast™対応機器に表示で
きます。
・印刷
印刷サービスの追加や設定ができます。
・受信済みファイル
Bluetooth®接続で受信したファイルの履歴を
表示します。
・Chromebook
Chromebookについて設定します。



アプリと通知

アプリや通知に関する設定ができます。設定できる項目は次のとお
りです。

・項目によっては 詳細設定 をタップすると表示されます。

項目 説明

最近開いたア
プリ

最近開いたアプリが表示されます。

XX個のアプリ
をすべて表示

インストールされているアプリの確認や設定
などができます。

利用時間
本機の総利用時間やアプリごとの利用時間を
確認したり、タイマーを設定してアプリの利
用時間を制限したりできます。

通知 通知に関する設定ができます。

デフォルトア
プリ

標準で起動するアプリを設定できます。

アプリの権限
アプリに必要な許可について設定できます。
詳しくは、「アプリに必要な許可を設定す
る」を参照してください。

緊急速報メール 緊急速報メールに関する設定ができます。

特別なアプリア
クセス

特別なアクセスに関する設定ができます。

アプリと通知利用時の操作

アプリを管理する

ホーム画面を上にフリック／スワイプ （設定）

アプリと通知 XX個のアプリをすべて表示 管理する

アプリをタップ 各項目を設定

・ 無効にする ／ アンインストール をタップすると、アプリを

無効化／アンインストールできます。
・ ストレージ ストレージを消去 ／ キャッシュを削除 を

タップすると、アプリのデータやキャッシュを削除できます。
・ホーム画面を上にフリック／スワイプ （設定） ア

プリと通知 XX個のアプリをすべて表示 シ

ステムを表示 をタップすると、システムのアプリを表示でき

ます。

通知をブロックしたいアプリを設定する

指定のアプリからのすべての通知をブロックします。

ホーム画面を上にフリック／スワイプ （設定）

アプリと通知 XX個のアプリをすべて表示 通知をブ

ロックしたいアプリをタップ 通知 通知の表示 （

表示）

・ 通知の表示 をタップするたびに、ON（ ）／OFF

（ ）が切り替わります。
・アプリによっては設定できない場合があります。

アプリの設定をリセットする

ホーム画面を上にフリック／スワイプ （設定）

アプリと通知 XX個のアプリをすべて表示

アプリの設定をリセット アプリをリセット

標準で起動するアプリを設定する

特定の機能（ブラウザやSMSなど）に対応するアプリが複数ある
とき、標準で起動するアプリを設定します。

ホーム画面を上にフリック／スワイプ （設定）

アプリと通知 必要に応じて 詳細設定 デフォルト

アプリ アプリ（機能）の種類をタップ 標準で起動す

るアプリをタップ（ 表示）

その他の操作

ナビゲーションバーの表示や片手モードなど、本機の便利な操作に
関する設定ができます。設定できる項目は次のとおりです。

項目 説明

システムナビ
ゲーション

ナビゲーションバーのスタイルを変更できま
す。

片手モード 片手モードのON／OFFを設定できます。

画面を記録

「画面を記録」で撮影する動画の画質や、
タッチ操作の記録の有無を設定できます。
「画面を記録」はクイック設定パネルから操
作できます。

ジェスチャー＆
モーション

ジェスチャー操作や本機の動かしかたで、特
定の操作を実行するように設定できます。

手袋モード 手袋モードのON／OFFを設定できます。

その他の操作利用時の操作

ナビゲーションバーのスタイルを変更する

ホーム画面を上にフリック／スワイプ （設定）

その他の操作 システムナビゲーション 設定するス

タイルをタップ

・各項目の をタップすると、アイコンの並び順の変更や、
ジェスチャーの動作に関する設定ができます。

・項目をタップ（ 表示）すると、画面下部のヘルプに各スタ
イルの操作説明が表示されます。

ジェスチャー、モーションを設定する

ホーム画面を上にフリック／スワイプ （設定）

その他の操作 ジェスチャー＆モーション 利用する

機能の ／

・各項目をタップすると、操作説明などを確認できます。



ストレージ

本機やSDカードのストレージ容量の確認や、SDカードのマウント、
SDカード内のデータの消去ができます。確認、設定できる項目は次
のとおりです。

・SDカードやUSBドライブの取り付けの有無により、表示される項
目は異なります。

項目 説明

保存場所
スクリーンショットした画像やBluetooth®機
能で受信したデータなどの保存場所を設定で
きます。

端末のストレー
ジ

内部ストレージの空き容量を確認できます。

内部共有スト
レージ

内部ストレージの使用容量／合計容量を確認
できます。

XXX製SDカー
ド

SDカードの設定をしたり、合計容量／空き容
量を確認したりできます。

USBドライブ
USBストレージの合計容量／空き容量を確認で
きます。

ストレージ利用時の操作

SDカード／USBストレージを取り外す

ホーム画面を上にフリック／スワイプ （設定）

ストレージ XXX製SDカード ／ USBドライブ の

SDカード／USBストレージをマウントする

ホーム画面を上にフリック／スワイプ （設定）

ストレージ XXX製SDカード ／ USBドライブ マ

ウント

・マウントされると、 XXX製SDカード ／ USBドライブ の右

側に が表示されます。

SDカード／USBストレージをフォーマットする

ホーム画面を上にフリック／スワイプ （設定）

ストレージ XXX製SDカード ／ USBドライブ

フォーマット SDカードをフォーマット ／ USBドライ

ブをフォーマット

・SDカード／USBストレージのデータがすべて消去されます。あ
らかじめご確認のうえ、操作してください。

アカウント

アカウントの新規作成／追加や同期などを設定できます。設定でき
る項目は次のとおりです。

項目 説明

アカウントを
追加

アカウントの新規作成／追加ができます。

自動的にデータ
を同期

アプリにデータの自動更新を許可するかどう
かを設定できます。

自動同期を設定する

ホーム画面を上にフリック／スワイプ （設定）

アカウント 自動的にデータを同期

・ 自動的にデータを同期 をタップするたびに、ON（ ）／

OFF（ ）が切り替わります。
・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してく

ださい。



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。設定できる項目は次のとおりです。

項目 説明

音量キーの
ショートカット

音量キーを押してユーザー補助機能を開始す
る設定ができます。

テキスト読み上
げの設定

テキスト読み上げエンジンを設定したり、
読み上げの速度の変更やサンプルを再生しま
す。

フォントサイズ
画面に表示される文字の大きさを設定しま
す。

表示サイズ
画面に表示される画像やアイコンなどの大き
さを設定します。

拡大 画面を拡大できるように設定します。

大きなマウスポ
インタ

マウスポインタを大きくするかどうかを設定
します。

色反転
画面の色を反転させるかどうかを設定しま
す。

色補正 赤と緑が区別しにくい場合に色補正します。

アニメーション
の削除

／ などのタップ時や、画面が切り
替わる際のアニメーション効果を省略できま
す。

停止時間
マウス利用時、ポインターが停止した位置で
自動的に画面をクリックする機能について設
定します。

電源ボタンで通
話を終了

通話中に電源キーを押したとき、通話を終了
するかどうかを設定します。

画面の自動回転
画面を自動回転させるかどうかを設定しま
す。

長押しする時間
画面をロングタッチする際の認識する時間を
設定します。

バイブレーショ
ン

着信音と通知時／タッチ操作時のバイブレー
ションのON／OFFを設定します。

モノラル音声
音声再生をモノラルにするかどうかを設定し
ます。

字幕 字幕表示について設定します。

高コントラスト
テキスト

画面に表示される文字を縁取りするなどして
見やすくするかどうかを設定します。

Digital Wellbeing

本機の利用習慣を一目で確認し、オフラインで過ごす時間を作りま
す。確認、設定できる項目は次のとおりです。

項目 説明

XXXXX 今日 本機の使用時間などを確認できます。

ロック解除数 画面ロックを解除した回数が表示されます。

通知数 通知の数が表示されます。

ダッシュボード
アプリごとの使用時間を確認できます。アプ
リタイマーを設定して、1日の利用時間を制限
することもできます。

おやすみモード

指定した時間に画面表示をモノクロにして就
寝時間をお知らせします。また、サイレント
モードを有効にして通知音に妨げられないよ
うに設定することもできます。

通知を管理 アプリの通知に関する設定ができます。

サイレントモー
ド

サイレントモードのON／OFFを設定します。
また、サイレントモードをONにしているとき
の着信／通知を許可する条件や、自動的にサ
イレントモードをON／OFFにするスケジュー
ルを設定します。

アプリリストに
アイコンを表示

Digital Wellbeingのアプリアイコンを表示す
るかどうかを設定します。



Libero S10

Google

Googleの各種サービスの設定をまとめて行うことができます。設定
できる項目は次のとおりです。

・使用状況により、表示される項目などが異なる場合があります。

項目 説明

Googleアカウ
ント

Google アカウントについて設定します。

Android Auto Android Autoをインストールできます。

Chromebook Chromebookについて設定します。

Devices
本機付近の端末に関する通知の設定などをし
ます。

Google Fit
ウォーキングやランニングなどの記録や体重
管理などができるGoogle Fitについて設定し
ます。

Google Play
Instant

Google Play Instantについて設定します。

Google Pay Google Payをインストールできます。

アプリ プレ
ビュー メッ
セージ

相手と異なるアプリでメッセージのやりとり
をできるように設定します。

オンデバイス
共有

オンデバイスデータの使用を許可するかどう
かを設定します。

キャスト メ
ディアの制御

キャストデバイスでストリーミング中のメ
ディアを他の端末から制御できないように設
定できます。

セキュリティ
本機の紛失に備えたセキュリティを設定しま
す。

デバイスの電話
番号

Google アカウントを再設定するための電話番
号を設定します。

データ管理
Google ドライブに対応したアプリでの、ファ
イルの更新に関して設定します。

バックアップ バックアップに関する設定をします。

仕事用プロファ
イルの設定

仕事用プロファイルに関する設定をします。

付近のデバイス
の設定

本機付近の端末に関する設定をします。

位置情報 位置情報に関する設定をします。

保護者による使
用制限

保護者による使用制限を設定します。

広告 広告IDに関する設定をします。

接続済みのア
プリ

Google アカウントに接続済みのアプリに関し
ての設定をします。

検索、アシスタ
ントと音声

検索やGoogleアシスタント、音声などに関す
る設定をします。

連絡先の復元
バックアップした連絡先を復元することがで
きます。


