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ジェスチャーによる操作

OS・Hardware

SHV47に搭載されているAndroid 10では、従来のAndroidにあった
画面下部のナビゲーションボタンがなくなり、基本操作がジェスチャー
操作に変わりました。
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SHV47の
基本操作を覚える

アプリを開いた状態で、画面下部から上
にスワイプすると、アプリが閉じてホーム
画面に戻ります。

画面下部から上方向に中央付近までス
ワイプし、指を止めたあとで離すと、最
近使用したアプリの履歴が表示されま
す。アプリを終了する操作は、P.21を
参照。

「設定」アプリ（P.20参照）を
開き、＜システム＞→＜操作＞→
＜システムナビゲーション＞の順
にタップし、＜３ボタンナビゲー
ション＞をオンにすると、従来の
ナビゲーションボタンを使うこと
ができます。

ナビゲーションバーを
表示するMEMO

●ホームに戻る

左または右の画面端から中心に向かって
スワイプし、 が表示されたら、指を離
すと、直前の画面に戻ります。

●戻る/閉じる

●アプリを切り替える

スワイプする

スワイプする

スワイプする
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Section

タップする

フリックする

スライドする

ステータスパネルを展開する

ステータスパネルを
利用する
機能ボタンは、SHV47の主な機能をかんたんに切り替えられるほ
か、状態もひと目でわかるようになっています。ほかにもドラッグ操
作で画面の明るさも調節できます。

1 ステータスバーを下方向にスライ
ドすると、ステータスパネルと機
能ボタンが表示されます。機能ボ
タンをタップすると、オン／オフを
切り替えることができます。

2 機能ボタンが表示された状態で、
さらに下方向にスライドすると、ス
テータスパネルが展開されます。

3 ステータスパネルの画面を左方向
にフリックすると、次のパネルに
切り替わります。

06

ステータスバーを2本指で下方
向にスライドして、ステータスパ
ネルを展開することもできます。
ステータスパネルを非表示にす
るには、上方向にスライドします。

そのほかの表示方法MEMO

OS・Hardware
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簡易留守録を利用する
応答できないときに発信者からのメッセージを記録する簡易留守録
を利用できます。簡易留守録にメッセージがある場合、通知アイコ
ンが表示され、くり返し再生することもできます。

簡易留守録を設定する

1 P.38手順 1を参考に「電話」ア
プリを起動して、 をタップし、＜設
定＞をタップします。

3 ＜簡易留守録＞をタップします。

4 ＜簡易留守録設定＞→＜ON＞
の順にタップすると、簡易留守録
が利用できます。なお、＜マナー
モード連動＞をタップすると、マ
ナーモード時のみ簡易留守録が
機能します。

2 ＜通話＞をタップします。

タップする

タップする

タップする

タップする

簡易留守録は料金がかかりませ
んが、電波の届かない場所にい
るか電源をオフにしていると利用
できません。一方、有料のお留
守番サービスEXは圏外や電源オ
フ時でも伝言メッセージを受け付
けることができます。

お留守番サービスEX
との違いMEMO

Application
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着信拒否を設定する
SHV47では、指定した電話番号からの着信を拒否できます。いた
ずら電話などがあったら、電話番号をブロックし、着信拒否に設定
しましょう。

特定の電話番号をブロックする

1 P.38を参考に「電話」アプリを
起動して、 →＜設定＞の順に
タップします。

2 ＜ブロック中の電話番号＞をタッ
プします。

3 「ブロックした番号」画面が表示
されます。＜番号を追加＞をタッ
プします。

4 ブロックしたい電話番号を入力し
ます。

タップする

入力する

タップする

タップする

Application
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「フォト」アプリを起動する

41
Googleフォトで
写真や動画を閲覧する
SHV47には、写真や動画の閲覧用アプリが最初からインストールさ
れています。撮影した写真や動画は、その場ですぐに再生して楽し
むことができます。

タップする

タップする

3 「バックアップの設定」画面が表
示されるので、ここでは、＜元の
サイズ＞をタップして、＜確認＞を
タップします。

4 「フォト」画面が表示されます。
写真や動画のサムネイルをタップ
すると、写真や動画が表示されま
す。

2 「バックアップと同期」画面が表
示されたら、ここでは、＜バックアッ
プをオンにする＞をタップします。
その場合、SHV47で撮影した写
真がWi-Fi接続時にGoogleフォ
トへ自動で保存されます。

1 ホーム画面で＜フォト＞をタップし
ます。

タップする

Application

2 タップする
1 タップする
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バックアップする写真の画質を確認する

Application

42
Googleフォトを
活用する
「フォト」アプリでは、写真をバックアップしたり、写真を検索した
りできる便利な機能が備わっています。また写真は自動的にアルバ
ムで分類されるので、撮影した写真をかんたんにまとめてくれます。

＜アップロードサイズ＞をタップし
ます。3

＜高画質＞もしくは＜元のサイ
ズ＞をタップして選択します。4

「フォト」アプリを起動して、画面
左上の をタップし、＜設定＞を
タップします。

1

＜バックアップと同期＞をタップし
ます。2

タップする

タップする

タップして選択する

手順 4 で＜高画質＞をタップすると、写真の解像度は落ちますが、無制限に写
真を保存することができます。それに対して、＜元のサイズ＞をタップすると、
写真の解像度を落とすことなく保存できますが、保存できる枚数は、Googleド
ライブの容量の上限（標準で15GB）までとなります。

アップロードサイズの違いMEMO

タップする
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Application

「データお預かり」アプリでデータをバックアップする

48

「データお預かり」アプリでは、電話帳やスケジュールなどのデー
タをauのサーバーに保存できます。データが不意に消えてしまった
ときや、機種変更するときにすぐにデータを戻せます。

「データお預かり」
アプリを利用する

1 アプリ一覧画面を表示し、＜サ
ポート＞→＜データお預かり＞の
順にタップします。

2 ＜利用を開始する＞をタップしま
す。

3 ＜同意する＞→＜同意する＞→
＜次へ＞の順にタップします。ア
クセスの許可画面が表示された
ら、すべて＜許可＞をタップしま
す。

4 ＜機種変更／その他＞をタップし
ます。

タップする
タップする

タップする

タップする
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スクリーンショットを撮る
「Clip Now」を利用すると、画面を撮影（キャプチャ）して、その
まま画像として保存できます。一時メモや備忘録などとして、たいせ
つな情報を何度でも手軽に見返すことができます。

Clip Nowをオンにする

音量キーの下側と電源キーを同
時に1秒以上長押しして、画面
のスクリーンショットを撮ること
もできます。スクリーンショット
は画像ファイルとして保存され、
「フォト」アプリなどで見ること
ができます。

キーを押してスクリーン
ショットを撮るMEMO

3 ＜Clip Now＞をタップしてオンに
します。許可に関する画面が表
示されたら、＜次へ＞や＜許可＞
をタップします。

2 「AQUOS便利機能」画面で
＜Clip Now＞をタップします。

1 ホーム画面を右方向に2回フリック
し、＜AQUOS便…＞（AQUOS
便利機能）をタップします。

タップする

タップする

タップする

Application
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3ボタンナビゲーション
を設定する
SHV47では、ジェスチャーナビゲーションが標準になりました。「戻
る」、「ホームへの移動」、「アプリの切り替え」ボタンを利用する
には、設定を変更する必要があります。

システムナビゲーションを変更する

アプリ一覧画面で＜設定＞→
＜システム＞をタップします。1 ＜システムナビゲーション＞をタッ

プします。3

＜操作＞をタップします。2 ＜3ボタンナビゲーション＞をタッ
プすると、「戻る」、「ホームへの
移動」、「アプリの切り替え」ボ
タンが表示されます。

4

タップする

タップする

タップする

タップする

Application
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ゲーミング設定を
利用する
「ゲーミング設定」を利用すると、ゲーム中の通知をブロックしたり、
ゲーム画面を録画したりできます。

通知をブロックする

アプリ一覧画面で＜設定＞をタッ
プし、＜AQUOS便利機能＞を
タップします。

1 ＜ゲーム起動中の通知をブロッ
ク＞をタップします。3

「AQUOS便利機能」画面が表
示されます。＜ゲーミング設定＞
をタップします。

2 通知がブロックされます。4

タップする

タップする

タップする

Application
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