設定と管理
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本機の設定を変更する
以下の設定項目から、本機の設定や管理を行う
ことができます。
項目
個人設定

説明
シーンの選択、ホーム画面や
ロック解除 画面の壁紙設 定、
既定の着信音の設定を行いま
す。

無線とネット Wi-Fi や Bluetooth® などの無
線接続、機内モード※、ローミ
ワーク
ングやネットワークなどを設
定します。
通話設定

留守番電話や転送電話などの
オプションサービスを設定し
ます。

音とディスプ 通話や通知の着信音設定、画
レイ
面の明るさや画面のタイムア
ウト時間などの表示設定を行
います。
アカウントと SNSやGoogleアカウント、
同
同期
期の設定を行います。
位置情報
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位置情報を 取得するため に、
ワ イ ヤ レ ス ネ ッ ト ワ ー ク、
GPS 機能のオン／オフを設定
します。

項目
検索

説明
連絡先やSMS／メールなど本
機内の検索や、Web 検索の設
定を行います。

プライバシー デ ー タ の バ ッ ク ア ッ プ や リ
セット、現在地位置情報の利
用許可の設定を行います。
PC に接続

本機とパソコン接続時の動作
を設定します。

セキュリティ 画面ロック解除パターン設定
やPINロック設定を行います。
アプリケー
ション

インストールしたアプリケー
ションや実行中のタスクの管
理などを行います。

SD カードと メモリカードの空き容量の確
本体のメモリ 認やフォーマットなどを行い
ます。
日時設定

日付、時刻、時間帯、日付・時
刻フォーマットを設定しま
す。

言語とキー
ボード

オペレーションシステムの言
語、スクリーンキーボードの
設定、文字変換や辞書の設定
を行います。

ユーザー補助 ユーザー補助プラグインを設
定します。

項目

説明

テキスト読み サンプル再生や音声データの
上げ
インストール、読み上げ速度
や読み上げ言語を設定しま
す。本機能は、地域／言語が
英語に設定されている場合に
利用することができます。
この携帯電話 ネットワーク種別、電池パッ
について
ク残量、ネットワーク名、ア
プリケーションや電池を使用
している操作など、本機のス
テータスを見ることができま
す。法的情報やソフトウェア
バージョンを見ることもでき
ます。
※ 機内モードを設定すると、電話、Wi-Fi、
Bluetooth ® など電波を発する機能はすべ
て無効となります。ただし、航空機内での
ご使用については乗務員にご確認くださ
い。

画面が自動回転しないように設定
する

画面設定
画面の明るさを手動で変更する

1.

メニューボタン（
とディスプレイ

2.

輝度 ＞ 「明るさを自動調整」の
チェックを外す

3.

明るさを調節 ＞ OK

）＞ 設定 ＞ 音

1.

メニューボタン（
とディスプレイ

）＞ 設定 ＞ 音

2. 「画面の向き」のチェックを外す
G-Sensor を調節する

着信／音設定
着信音を変更する

1.

メニューボタン（
とディスプレイ

2.

着信音 ＞ 着信音を選択

）＞ 設定 ＞ 音

選択すると、短い着信音が再生されます。

3.

何も操作しない時間が続いた場合、自動的に画
面の表示が消えるように設定できます。

G-Sensor は本機の角度を検出するセンサー
を調節できます。本機の向きに合わせて静止画
や Web ページの表示を回転させたり、Teeter
でボールを転がしたりするときなどにこのセ
ンサーが使われています。誤差があるなど、正
しく動作しない場合に調整します。

1.

メニューボタン（
とディスプレイ

1.

メニューボタン（
とディスプレイ

）＞ 設定 ＞ 音

1.

メニューボタン（
とディスプレイ

2.

省電力 ＞ 画面の表示が消える時間
を選択

2.

G-Sensorの調節 ＞ 本機を机の上
など平坦な場所に置く ＞ キャリブ
レート ＞ OK

2.

モード設定 ＞ プロファイルを選択

消灯するまでの時間を変更する

）＞ 設定 ＞ 音

補足
･ 画面をすぐに消すには、電源ボタン
（
）を押します。

ON

サウンドプロファイルを設定する
本機をマナーモードまたはサイレントモード
に切り替えることができます。

）＞ 設定 ＞ 音

画面操作時の効果音を設定する
画面操作時の効果音を設定できます。

1.

メニューボタン（
とディスプレイ

）＞ 設定 ＞ 音

2. 「選択の効果音」にチェックを付ける
／チェックを外す
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通知音を設定する
新着通知を受信時の通知音を設定できます。

1.

メニューボタン（
とディスプレイ

2.

通知音 ＞ 通知音を選択 ＞ OK

）＞ 設定 ＞ 音

言語設定

電源管理

本機のオペレーティングシステムの言語を変
更できます。

1.
2.

メニューボタン（

）＞ 設定

言語とキーボード ＞ 言語選択 ＞
Englishまたは日本語

バッテリーを節約して長時間使用するために、
以下の状態で本機を使用してください。
● 使用していないときは、Bluetooth® や WiFi などのワイヤレス機能をオフにします
（P.11-2、P.12-2）。
● GPS 機能をオフにします（P.16-2）。
● 画面の明るさを暗くします（P.19-3）。
● アニメーション表示をオフにします
（P.2-3）
。
● ブラウザの使用を抑えます。
● 長時間の通話やカメラ使用を避けます。
● 長期間電池パックを充電できないときは、
予備の電池パックを用意します。
● 電池パックを十分に充電しても使用できる
時間が極端に短くなったときは、新しい電
池パックに交換してください。

GSM ネットワークで本機を使用
する
インターネット接続を行わない場合は、GSM
ネットワーク対応の通信事業者に切り替える
と、バッテリーの消耗が少なくより長く通話が
できます。
● GSMネットワークでの本機の利用が可能
なときのみ有効です。
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1.

メニューボタン（
線とネットワーク

2.

モバイルネットワーク設定 ＞ ネッ
トワークモード ＞ GSM のみ

）＞ 設定 ＞ 無

電池パック使用状況を確認する

1.

メニューボタン（
）＞ 設定 ＞
この携帯電話について ＞ バッテ
リー

メモリ管理
メモリ残量を確認する

メモリの空き容量を確保する
アプリケーションキャッシュとデー
タをクリア

本体メモリおよびメモリカードのメモリ情報
を確認できます。

1.

1.

メニューボタン（
プリケーション

2.

アプリケーションの管理 ＞ キャッ
シュ／データを削除したいアプリ
ケーションを選択

＞ 設定 ＞ SD カードと本体の
メモリ
本体メモリとメモリカードのメモリ情報
を確認できます。

メモリに関するご注意
本体メモリの空き容量が 0.5M バイト以下
になると、本機の動作が不安定になります。
空き容量が少なくなった場合は、
「メモリの
空き容量を確保する」
（P.19-5）を参照い
ただき、不要なデータやアプリケーション
を削除してください。

）＞ 設定 ＞ ア

並び替えやフィルタオプションを利用す
るにはメニューボタン（
）を押します。

3.

キャッシュを消去／データを消去

アプリケーションをアンインストー
ルする
Android マーケット以外から入手したアプリ
ケーションをアンインストールします。本機に
プレインストールされているアプリケーショ
ンはアンインストールできません。

1.

メニューボタン（
プリケーション

2.

アプリケーションの管理 ＞ 対象の
アプリケーションを選択 ＞ アンイ
ンストール

）＞ 設定 ＞ ア
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本体メモリまたはメモリカードの空
き容量を増やす
本体メモリが少ない場合、以下を行うことがで
きます。
● ブラウザで、すべての一時インターネット
ファイルとブラウザ履歴情報をクリアしま
す（P.11-9）。
● すでに使用していない Android マーケット
からダウンロードしたプログラムをアンイ
ンストールします（P.17-7）
。
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端末情報を確認する
本機のオペレーティングシステムのバージョ
ンや電話 IDなどの情報を確認します。

1.

メニューボタン（
) ＞ 設定 ＞ こ
の携帯電話について

