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ステータスバー
ディスプレイ下部に表示されるステータスバーには、本機を操作する
ためのソフトキー、メールの受信やデータの送受信の結果などをお知
らせする通知アイコン、および本機の状態を示すステータスアイコン
が表示されます。

ソフトキー

ソフトキー 機能
直前の画面表示に戻るときに使用します。

キーボードなどが表示されないようにします。
本ソフトキーは、操作が有効な場合にのみ、
表示されます。
ホーム画面に戻るときに使用します。

最近使用したアプリケーションや機能の一覧
を表示します。

ステータスバー

ソフトキー 通知アイコン 時刻／ステ－
タスアイコン

主な通知アイコン

アイコン 状態

新着Gmailあり

新着Eメールあり

新着チャット（Googleトーク）あり

予定（カレンダー）の通知あり

音楽再生中

画面表示を画像として保存完了

アカウント同期不具合などのエラーあり

本機内のメモリがいっぱい

VPN接続中

USBケーブルでパソコンに接続中

設定メニューの「開発者向けオプション」で「USBデ
バッグ」を有効にしてUSBケーブルでパソコンに接続
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Bluetooth®でデータ受信あり

データのアップロード

データのダウンロード

Google PlayTMに更新可能なソフトウェア／アプリ
ケーションあり

アプリケーションのインストール完了

更新するソフトウェアあり

インスタントアップロードから追加通知あり

Facebookの新着情報あり

microSDカードマウント状態

削除した連絡先あり

アラーム画面表示中、スヌーズ設定中のアラームあり、
本機が電源OFFのため起動しなかったアラームあり

DLNA起動中

アイコン 状態

Twitterに連絡先をアップロード

キーボード表示中
･ タップしてキーボードの種類の選択やキーボードの
設定画面の表示ができます。

拡大表示可能なアプリケーションを表示中
･ タップして拡大表示の方法を切り替えられます。
･ アプリケーションを起動したとき、拡大表示（ズー
ム）に関する説明が表示された場合は、「OK」を
タップすると有効になります。

ACアダプタ、またはUSBケーブルなど接続中

GPS機能起動中

GPS測位中

アイコン 状態
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※：Googleのサーバーに接続されている場合は青く表示されます。
また、表示されるバーの本数で電波の強弱を示します。

ステータスバーに表示されている時刻やステータスアイコンをタッ
プすると通知パネルが表示され、通知情報の確認や設定画面の起動、
および設定などができます。

a時刻、日付、電池残量、接続中のWi-Fiネットワーク名などの
情報が表示されます。

bアイコンをタップして、画面の明るさの設定を切り替えたり、
機内モード、Wi-Fi機能、Bluetooth®機能、GPS機能、画面
の自動回転のON／OFFや通知アイコンの表示／非表示を切
り替えたりすることができます。各機能を無効に設定した場
合は、アイコンがグレーに表示されます。

c通知情報や実行中の情報が表示されます。タップすると、通
知情報の確認や関連機能の操作ができます。

dタップして、関連機能の設定画面を呼び出すことができます。

主なステータスアイコン

アイコン 状態

※ Wi-Fiネットワーク接続中

※ Wi-Fiネットワーク使用中

（グレー）Bluetooth®起動中

（青）Bluetooth®対応機器に接続中

データ同期中

データ同期失敗

電池残量ほとんどなし
･ 充電してください。
電池残量少
･ 残量が少なくなると、電池アイコンの色が青→オレ
ンジに変化します。

電池残量十分

充電中
･ 電池残量に応じて、アイコンの青い部分の高さが変
化します。

通知パネル

通知パネル

a

d

c

b

f

e
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eタップして、Dolbyモバイルの音響設定を「オフ」「音楽」「映
画」から選択できます。イヤホン端子にイヤホンマイクやヘッ
ドフォンなどを接続した場合は、音響設定に応じた効果を設
定することができます。

f通知情報などを消去して、通知パネルを閉じます。
･ 消去できない情報のみが表示されている場合は、表示されませ
ん。

タッチパネルの使いかた
本機のディスプレイは、指で直接触れて操作するタッチパネルとなっ
ています。タッチパネルは、触れかたによってさまざまな操作ができ
ます。

本機は静電気を使って指の動作を感知することで、タッチパネルを操
作する仕様となっています。
･ タッチパネルは指で軽く触れるように設計されています。指で強く
押したり、先がとがったもの（爪／ボールペン／ピンなど）を押し
付けたりしないでください。
･ 次の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。ま
た、誤動作の原因となりますので、ご注意ください。
- 手袋をしたままでの操作
- 爪の先での操作
- 異物を操作面に乗せたままでの操作
- 保護シートやシールを貼っての操作

項目やアイコンに軽く触れて指を離します。2回続けて同じ位置を
タップする操作を、ダブルタップと呼びます。

ディスプレイを指ですばやくはらうように操作します。
タッチパネルをご利用になる前に

タップ／ダブルタップ

スワイプ
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ディスプレイに軽く触れたまま、目的の方向になぞります。

アイコンなどに軽く触れたまま、目的の位置までなぞります。

アイコンやキーに触れた状態を保ちます。

ディスプレイに2本の指で触れたまま、その指を開いたり（ピンチア
ウト）、閉じたり（ピンチイン）します。画像などを拡大／縮小する
ときに使用します。

スライド

ドラッグ

ロングタッチ

ピンチ
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ホーム画面について
本機の起動が完了すると、ホーム画面が表示されます。ホーム画面
は、さまざまな操作をはじめるための基本画面です。主な機能は次の
とおりです。
･ アプリケーションのショートカットアイコンを配置して、アプリ
ケーションを起動することができます。
･ ウィジェットを追加して、ホーム画面上で表示／動作させることが
できます。
･ 左右にスワイプ／スライドして複数（7枚まで）のホーム画面を切
り替えて使用することができます。

aGoogle検索ボックス
文字や音声を入力して、本機内やウェブページの情報を検索でき
ます。

bウィジェット
ホーム画面で動作するアプリケーションです。タップして起動さ
せたり、操作したりすることができます。

cショートカットアイコン
アイコンをタップして、アプリケーションや機能を起動したり本
機の設定項目を表示させたりできます。
また、フォルダを追加して、複数のショートカットアイコンを1
箇所にまとめることができます（rP.42）。

dステータスバー（rP.35）
eランチャーアイコン（ ）
アプリケーション／ウィジェットの一覧が表示されます。アプリ
ケーションを起動したり、アプリケーションのショートカットア
イコンやウィジェットをホーム画面に追加したりできます
（rP.41）。

ホーム画面

a

b

c

d

e
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ホーム画面の背景部分※をロングタッチすると、次のメニューが表示
されます。
※：ホーム画面のうち、アプリケーションやショートカットのアイコ
ン、またはウィジェットなどが配置されていないタスクバー以外
の部分を示します。なお、ホーム画面の端のウィジェットや
ショートカットのアイコンが配置できない部分は除きます。

ウィジェットやショートカットを追加したり、壁紙を変更したりする
ことで、ホーム画面を用途にあわせて変更できます。

1 ホーム画面右上の （ランチャーアイコン）を
タップ

aアプリケーションの一覧画面とウィジェットの一覧画
面を切り替えます。画面を左右にスワイプして切り替え
ることもできます。

ホーム画面のメニュー

項目 説明
壁紙 ホーム画面背景の壁紙を変更します

（rP.44）。
テーマ設定 画面デザインのテーマを変更します

（rP.44）。
アプリの管理 アプリケーションを管理します（rP.163）。
システム設定 設定メニューを表示します（rP.168）。

ホーム画面をカスタマイズする

ホーム画面にウィジェットやショートカットを追加
する

a

b

c

d

アプリケーション／ウィジェットの一覧画面
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bアプリケーションをアンインストールできます。
･ アプリケーションによっては、アンインストールできな
い場合があります。アンインストールできるアプリケー
ションのアイコンには が表示されます。

cGoogle PlayTMを起動します。
dアプリケーションまたはウィジェットの一覧が表示さ
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。アプリケーション／
ウィジェットをホーム画面に追加するには、追加したい
アプリケーション／ウィジェットをロングタッチしま
す。

2 画面を操作して、ウィジェット／ショートカット
をホーム画面に配置

1 ホーム画面で移動したいアイコンまたはウィ
ジェットをロングタッチ
移動できる状態になると、ホーム画面が編集状態の表示に
変わります。

2 そのままアイコンやウィジェットを移動先までド
ラッグして指を離す
ホーム画面の左右の端までドラッグして、ホーム画面の
ページを切り替えることができます。

1 ホーム画面のフォルダにまとめたいアイコンをロ
ングタッチ
まとめられる状態になると、ホーム画面が編集状態の表示
に変わります。

2 そのまま同じフォルダにまとめたいアイコンの上
にドラッグして指を離す
同様の操作で、別のアイコンを1つのフォルダにまとめる
ことができます。
･ フォルダをタップすると、フォルダにまとめたアイコンが
表示されます。
･ フォルダ内のアイコンをロングタッチして、フォルダ外に
移動することもできます。

1 ホーム画面でフォルダをタップ
フォルダにまとめられているアイコンが表示されます。

2 フォルダ名の部分をタップ

3 フォルダ名を入力して確定

ホーム画面のショートカットアイコンやウィジェッ
トを移動する

アプリケーションやショートカットのアイコンを
フォルダにまとめる

フォルダ名を変更する
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2 1 ホーム画面で削除したいショートカットやウィ
ジェットなどをロングタッチ
削除できる状態になると、ホーム画面が編集状態の表示に
変わります。

2 そのままショートカットやウィジェットなどを画
面上部の「削除」までドラッグ

3 ショートカットやウィジェットなどが赤色に変
わったら指を離す

ホーム画面を1 ～7 枚の間で追加／削除したり、ホーム画面で
をタップしたときに表示される画面を指定したりすることが

できます。

1 ホーム画面で
ホーム画面の管理画面（一覧画面）が表示されます。次の
操作ができます。

aタップして、ホーム画面で をタップしたときに表
示される画面に設定できます。設定された画面は、管理
画面で周囲が青く表示されます。

bホーム画面が一覧で表示されます。各画面をドラッグし
て指を離すと、表示位置を変更することができます。

cホーム画面を削除できます。
･ ショートカットアイコンやウィジェットが配置されてい
る画面は削除できません。

dホーム画面を追加できます。
すでにホーム画面が7枚設定されている場合は、追加でき
ません。

2 必要な操作を行う

アプリケーションやショートカットのアイコン、
ウィジェットを削除する

ホーム画面を管理する

a

b

c

d
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ホーム画面の背景の壁紙を変更できます。

1 ホーム画面のメニュー（rP.41）で「壁紙」

2 設定する壁紙の種類をタップ

3 壁紙に設定する画像をタップ
■「ギャラリー」の画像の場合

a画像をタップ→画像のサイズに応じて周囲の枠をド
ラッグして調整→「保存」

■「ライブ壁紙」の画像の場合
a画像をタップ→「壁紙に設定」

■「壁紙」の画像の場合
a画面下側の画像の縮小表示をスライドして選択→
「壁紙に設定」

ホーム画面の壁紙やアイコンのデザインを、テーマに合わせて切り替
えることができます。
･ 本書の画面例などは、テーマが「Android」に設定されている状態
について説明しています。

1 ホーム画面のメニューで「テーマ設定」

2 設定するテーマをタップ

データの保存先を設定する
各アプリケーションから保存操作を行ったときのデータの保存先を、
内部ストレージまたはSDカード（microSDカード）から選択でき
ます。
･ 内部ストレージは本機内のメモリに確保されている擬似的なSD
カード領域です。お客さまによる取り外し／取り付けはできませ
ん。
･ お買い上げ時は、内部ストレージに設定されています。
･ 本機にmicroSDカードを取り付けていない場合は、保存先をSD
カードに設定できません。

1 ホーム画面で →「設定」→「ストレージ」→
「データ保存先設定」

2 「内部ストレージ」／「SDカード」

お知らせ

･ カメラの保存先は本機能で変更できません。

壁紙を変更する

テーマを変更する
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機能の呼び出しかた

1 ホーム画面のショートカットアイコン、ウィ
ジェット、または →アプリケーションアイコン
をタップ

1
最近使用したアプリケーションの記録が一覧表示されま
す。

2 起動するアプリケーションのアイコンをタップ

お知らせ

･ 最近使用したアプリケーションの記録を左右にスワイプして各記
録を削除できます。

検索のしかた
Google検索ボックスを利用して、本機内やウェブページの情報を検
索できます。

･ ウェブページの情報を検索する場合や、音声検索を利用する場合
は、あらかじめインターネットに接続できる状態にしてください
（rP.115）。

1 ホーム画面左上のGoogle検索ボックスのGoogle
ロゴ部分をタップ

aテキスト入力エリア
検索する文字列を入力できます。

b音声検索
検索する文字列を音声で入力できます。

2 検索する文字列を入力
･ クイック検索ボックスの下に表示される検索候補をタップ
しても、検索できます。

お知らせ

･ 起動中の機能や画面によって、検索する対象が異なる場合やクイッ
ク検索ボックスが起動できない場合があります。

ホーム画面から起動する

最近使用したアプリケーションを起動する

文字を入力して検索する

a b

クイック検索ボックス
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･ 音声の入力状況によって、正確に変換できないことがあります。あ
らかじめご了承ください。

1 Google検索ボックスの をタップ

2 検索する文字列を音声で入力

1 クイック検索ボックス表示中に →「設定」

2 項目を設定

音声を入力して検索する（音声検索） 検索の設定を変更する

項目 説明
検索対象 表示されているアプリケーション

が管理するデータを検索対象に含
める場合には、その項目にチェッ
クを付けます。

Google
検索

Googleアカウ
ント

複数のGoogleアカウントを登録
している場合に使用するアカウン
トの切り替えができます。

ウェブ履歴を使
用

Googleアカウントのウェブ履歴
を検索候補として使用する場合
は、チェックを付けます。

ウェブ履歴の管
理

「ウェブ履歴を使用」にチェック
を付けている場合に表示され、
ウェブ履歴の一時停止や削除がで
きます。

端末上の検索履
歴を消去する

本機内に記録されている検索履歴
を消去します。

現在地情報を使
用

現在地の位置情報を検索結果や
サービスに利用する場合は、
チェックを付けます。
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機内モード

本機をお使いになるときは、周囲への気配りを忘れないようにしま
しょう。
･ 劇場や映画館などでは、周囲の迷惑にならないように電源を切りま
しょう。
･ レストランやホテルのロビーなど、静かな場所では周囲の迷惑にな
らないように気をつけましょう。
･ 街の中では、通行の妨げにならない場所で使いましょう。

本機の電源が入った状態で電波の送受信を停止します。設定すると、
インターネット接続、メールの送受信など電波の送受信が必要な機能
は利用できなくなります。

1 ステータスバーの時刻／ステータスアイコンの部
分をタップ

2
有効になると、アイコンが緑色に変わり、アイコンの下部
に青い線が表示されます。
■ 機内モードを解除する場合

a

Google
検索

google.com
で検索

www.google.comを利用して検
索する場合は、チェックを付けま
す。

利用規約 利用規約を確認します。
オープンソース
ライセンス

オープンソースの使用許諾条件
（英語）を確認します。

項目 説明

マナーについて

機内モードを設定する
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音／画面の基本的な設定

通知音の種類や各種の音量、バイブレーションなどを設定できます。

メールの新着通知を受信したときなどに鳴る通知音を設定します。

1 ホーム画面で →「設定」→「音」

2 「デフォルトの通知音」

3 「通知音」／「音楽」
･「通知音」を選択するとあらかじめ登録されている音の一覧
が、「音楽」を選択すると音楽の一覧が表示されます。

4 音や音楽を選択→「OK」

通知音量やメディア音量などを個別に調節できます。
･ 音楽、動画、ゲーム、その他のメディア：各種メディアの再生音
･ 通知：メール受信時などの通知音
･ アラーム：アラームの鳴動音

1 ホーム画面で →「設定」→「音」

2 「音量」

3 音量バーのスライダーを左／右にドラッグ→
「OK」

お知らせ

･ 通知音の音量は、通知音が鳴っているときに ;+／ :-を押しても調節
できます。通知音の音量が最小のときに :-を押すとバイブレーショ
ンに設定され、さらに :-を押すと消音（ミュート）に設定されます。
･ 音楽や動画、ゲームの音楽などの再生中に ;+／ :-を押すと、再生音
量を調節できます。

通知時の本機のバイブレーション動作を設定します。

1 ホーム画面で →「設定」→「音」

2 「通知時のバイブレーション」にチェックを付ける

お知らせ

･ メール受信時、カレンダーの予定の通知時にバイブレーション動作
を設定するには、各機能のバイブレーション動作を設定する必要が
あります。

通知音、音量、バイブレーションの設定

通知音を設定する

音量を調節する

バイブレーションを設定する
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2 1 ホーム画面で →「設定」→「表示」→「画面
の明るさ」

2 「明るさを自動調整」にチェックを付ける→「OK」
･ チェックを付けると、周囲の明るさに応じて画面の明るさ
が自動的に調整されます。
■ 画面の明るさを手動で設定する場合

a「明るさを自動調整」のチェックを外す
bスライダーを左／右にドラッグ→「OK」

ディスプレイが自動的に消灯（スリープ）するまでの時間を設定する
ことができます。消灯しないように設定することもできます。

1 ホーム画面で →「設定」→「表示」→「ス
リープ」

2 ディスプレイが消灯するまでの時間をタップ

画面の表示内容を画像で保存する
ディスプレイに表示されている画面表示を画像として保存すること
ができます。保存した画像は、ギャラリーで確認することができます
（rP.131）。

1 :-と mTを同時に押す
シャッター音が鳴り、画面の表示内容が保存されます。

お知らせ

･ 画像は、「データ保存先設定」（rP.170）の設定にかかわらず、本
機の内部ストレージの「Pictures/Screenshots」フォルダに保存
されます。

画面の明るさの調整

ディスプレイの消灯時間を設定する
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