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静止画／動画を撮影する

静止画／動画撮影について

静止画のファイル形式について

静止画のファイル形式はJPEGです。

動画のファイル形式について

本機のカメラはMPEG-4形式に対応しています。

カメラに関するご注意

レンズの汚れについて

レンズが指紋や油脂などで汚れると、鮮明な静止画／動画の撮
影ができません。撮影する前に、柔らかい布などで拭いてくださ
い。

直射日光を当てないでください

カメラのレンズ部分に直射日光を長時間当てないよう、ご注意く
ださい。内部のカラーフィルターが変色し、映像が変色すること
があります。

静止画／動画撮影に関するご注意

著作権・肖像権について

お客様が本機で撮影または録音したものは、個人で楽しむなどの
ほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他
人の肖像や氏名を無断で使用、改変などすると、肖像権の侵害と
なる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。
撮影したものをインターネットウェブページなどで公開する場合
も、著作権や肖像権には十分にご注意ください。なお、実演や興
行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっ
ても、撮影を制限している場合がありますので、ご注意くださ
い。著作権に関わる画像の伝送は、著作権法の規定による範囲内
で使用する以外はご利用になれませんので、ご注意ください。

撮影／画像送信について

カメラ付き端末を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバ
シーなどにご配慮ください。
お客様が本機を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為など
を行う場合、法律、条例（迷惑防止条例など）に従い処罰される
ことがあります。

その他のご注意

本機で撮影した静止画または動画は、すべて本体メモリまたは
SDカードに保存されます。
本機の温度が上昇すると、カメラが起動しない場合や、停止する
場合があります。
市販のイヤホン、またはほかのBluetooth®機器などと接続して
いるときは、シャッター音や撮影開始／停止音が通常より小さく
なることがあります。
解像度が高くなるほど、記録するためにより大きなメモリ容量が
必要になります。
静止画撮影時、オートフォーカス枠が表示されない場合は、オー
トフォーカスが失敗しています。
動画撮影時は、送話口（マイク）を指などでふさがないようにし
てください。

フラッシュライト点灯時の警告

フラッシュライトを目に近づけて点灯させないでください。フ
ラッシュライト点灯時は発光部を直視しないようにしてくださ
い。また、ほかの人の目に向けて点灯させないでください。視力
低下などを起こす原因となります。

静止画を撮影する

撮影した静止画は、お買い上げ時は本機（本体メモリ）に保存され
ます。

・SDカードが取り付けられているときは、撮影した静止画／動画の
保存先をSDカードに設定することができます。SDカードの取り
付けかたについては「SDカードを取り付ける」を参照してくださ
い。

ホーム画面で （カメラ）

撮影画面が表示されます。

・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。

カメラを被写体に向ける

シャッター音が鳴り、静止画が保存されます。

・ が表示されていない場合は をタップしてください。
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静止画撮影時の操作

ズームを利用する

撮影画面をピンチ

・ピンチして表示される調節バーをドラッグまたはタップして
も、ズームを調節できます。

音量キーで撮影する

撮影画面で音量キーを押す

撮影画面をタップして撮影する

撮影画面でピントを合わせたいところをタップ

・撮影画面に が表示されていないときに操作できます。

を非表示にする場合は をタップします。

連写撮影する

撮影画面で をロングタッチ

・撮影画面で音量キーを長押ししても操作できます。
・99枚まで連写撮影できます。

サムネイル画像を確認する

撮影画面でサムネイル画像をタップ

撮影した静止画／動画が表示されます。

動画を撮影する

ホーム画面で （カメラ）

撮影画面が表示されます。

・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。

カメラを被写体に向ける

動画の撮影が開始されます。

・ が表示されていない場合は をタップしてください。
・一時停止をするときは を、再開するときは をタップし

ます。

撮影を終了するときは

動画の撮影が終了し、動画が保存されます。

動画撮影時の操作

ズームを利用する

撮影画面をピンチ

・ピンチして表示される調節バーをドラッグまたはタップして
も、ズームを調節できます。

動画撮影時に静止画を撮影する

動画撮影中に

サムネイル画像を確認する

撮影画面でサムネイル画像をタップ

撮影した静止画／動画が表示されます。



82

撮影画面の見かた

種類 説明

メニューア
イコン

設定、撮影モード、カメラ切替、フラッ
シュ、シャッターボタン、録画開始ボタンを
表示／非表示にします。

フラッシュ
フラッシュのOFF／ON／AUTOを切り替えま
す。

カメラ切替1 インカメラとアウトカメラを切り替えます。

撮影モード
アイコン

撮影モードを「オート」／「パノラマ」に切
り替えます。

設定アイコ
ン

撮影の設定をします。

サムネイル
画像

タップすると、撮影した静止画や動画の再生
画面が表示されます。

録画開始ボ
タン

動画録画を開始します。動画録画中は が表
示され、タップすると録画を停止します。

シャッター
ボタン

静止画を撮影します。動画録画中は が
表示され、タップすると録画を一時停止しま
す。

終了ボタン
撮影／録画中は撮影／録画を停止したり、撮
影待機中はカメラを終了などの操作ができま
す。

1　撮影画面をフリックしてもインカメラとアウトカメラを切り替え
られます。

撮影した静止画／動画を表示する
（ギャラリー）

静止画／動画を表示する

撮影およびダウンロードした静止画／動画などを表示できます。次
のファイル形式に対応しています。

種類 ファイル形式

静止画
BMP, WBMP, GIF, JPEG, PNG, WebP, JPS,
MPO

動画 H.264, MPEG4, H263, VP 8/9, XviD

ホーム画面で （ギャラリー）

アルバム一覧画面が表示されます。

アルバムをタップ 静止画／動画をタップ

画像再生画面が表示されます。

・画面をタップすると、オプションメニューのアイコンなどが表示
されます。

・ほかのファイルを選択したい場合は、 をタップして一覧画面
に戻り、見たいファイルを再度選択するか、再生画面を左右にフ
リックして切り替えてください。

静止画を拡大／縮小する

静止画確認時に画面を2回タップ、またはピンチ
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画像再生画面の見かた

画像編集用のアプリケーションを利用して画像を編集しま
す。

前の画面に戻ります。

お気に入りに追加／解除をします。

他の静止画や動画を再生します。

カメラを起動します。

オプションメニューが表示されます。オプションメニューで
は画像を設定、移動、コピー、クリップボードにコピー、ス
ライドショー、左に回転する、右に回転する、トリミング、
位置情報を追加、リネーム、印刷、ファイル情報の表示がで
きます。

データを削除します。

データを共有します。

撮影した静止画を加工する（ギャラ
リー）

静止画を回転させる

ホーム画面で （ギャラリー）

アルバム一覧画面が表示されます。

アルバムをタップ 静止画をタップ

静止画再生画面が表示されます。

画面をタップ 左に回転する ／ 右に回転する

静止画が回転し、上書き保存されます。
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静止画をトリミングする

画像編集アプリケーションを使った操作を例に説明します。

ホーム画面で （ギャラリー）

アルバム一覧画面が表示されます。

アルバムをタップ 静止画をタップ

静止画再生画面が表示されます。

画面をタップ トリミング

トリミング画面が表示されます。

トリミング枠をドラッグして調節 OK

トリミング後の静止画が、別のファイルとして保存されます。

静止画／動画を共有する

アルバムでは、メールやほかのアプリケーションと連動して、静止
画／動画を送信することができます。また、Bluetooth®を使用し
て、ほかのパソコンや端末へ静止画／動画を送信することもできま
す。

静止画／動画をメールで送る

静止画／動画をメールに添付して送信できます。

ホーム画面で （ギャラリー）

アルバム一覧画面が表示されます。

アルバムをタップ 共有したい静止画／動画をタップ

画像再生画面が表示されます。

・複数の画像を選択したい場合は、静止画／動画の一覧画面

で 選択したい画像をタップ 共有 Eメール ／

Gmail ／ Y!mobile メール をタップします。

画面をタップ Eメール ／ Gmail ／ Y!mobile

メール

以降は、画面に従って操作してください。

・複数のアカウントを登録している場合、デフォルトで設定されて
いるアカウントが表示されます。
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静止画／動画をBluetooth®を使用して送る

Bluetooth®を使用して、複数の静止画／動画をほかの端末やパソコ
ンに送信できます。

ホーム画面で （ギャラリー）

アルバム一覧画面が表示されます。

アルバムをタップ 共有したい静止画／動画をタップ

画像再生画面が表示されます。

画面をタップ Bluetooth

以降は、画面に従って操作してください。

カメラの設定を行う

目的に合わせてカメラの種類を切り替えて撮影できます。また、カ
メラのはたらきをお好みで設定することもできます。

撮影モードを切り替える

目的に合わせて撮影モードを切り替えて撮影できます。選択できる
撮影モードは次のとおりです。

撮影モード 説明

オート
通常の撮影モードです。静止画や動画を撮影
できます。

パノラマ
連続した静止画を合成してパノラマ画像を作
成します。

ホーム画面で （カメラ）

撮影画面が表示されます。

・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。

撮影モードアイコンをタップ 撮影モードを選択

撮影モードが切り替わります。

・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。
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カメラのはたらきを設定する

おもな設定項目は次のとおりです。

・撮影モードによって表示される設定項目は異なります。
・設定によっては、ほかの設定と同時に使用できない場合がありま

す。

設定項目 説明

（静止画の
解像度／ビデオ
サイズ）

（静止画の解像度）：次の解像度を設定で
きます。
8M（3264×2448）、W6M
（3264×1836）、5M（2448×2448）、3M
（2048×1536）、VGA（640×480）

（ビデオサイズ）：次のビデオサイズを設
定できます。
FHD（1920×1080）、HD（1280×720）、
VGA（640×480）

（ボイス
シャッター）

「チーズ」「スマイル」「LG」「トリマス」
と話すことで静止画を撮影します。

：ON

：OFF

（セルフタ
イマー）

シャッターボタンを押してから撮影されるま
での時間を設定します。

：（OFF）

：（3秒）

：（10秒）

（ガイド）
撮影画面にガイドを表示するかどうかを設定
します。

（正像／鏡
像）

インカメラで撮影した画像を正像／鏡像で保
存します。

：正像

：鏡像

（保存先）

撮影したデータの保存先を設定します。

：SDカード

：本体メモリ

ホーム画面で （カメラ）

撮影画面が表示されます。

・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。

設定項目が表示されます。

設定項目をタップ 各項目を設定

設定が反映されます。

カメラ利用時の操作

フラッシュを設定する

撮影画面でフラッシュをタップ

・タップするたびに （OFF）／ （ON）／ （AUTO）が
切り替わります。

ジェスチャーショットを使用して撮影する

インカメラに向かって手を握るジェスチャーをすることで、簡単
に自画撮りができます。

撮影画面（インカメラ）でレンズに手のひらを向ける 枠が
表示されたら手を握る

自動的にセルフタイマー（3秒）が起動し、静止画が撮影され
ます。
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