
Section

OS・Hardware
S20の特徴

各部名称を覚える

Galaxy S20 5G SCG01（以降S20）は、auから発売された
Androidスマートフォンです。auの5G通信規格に対応した初めて
の機種で、高機能のカメラを搭載しています。

Galaxy S20 5G
について
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❶ フロントカメラ

❷ ディスプレイ（タッチパネ
ル）・エッジスクリーン

❸ 指紋センサー

❹ 受話口／スピーカー

❺ au ICカード／microSD
メモリカードトレイ

❻ 送話口／マイク（上部）

❼ 送話口／マイク（下部）

❽ USB Type-C接続端子

❾ スピーカー

10 音量キー

11 サイドキー

12 近接・照度センサー

13 フラッシュライト

14 リアカメラ

15 マイク（背面）

16 ワイヤレス充電位置
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●5G対応

●高機能カメラ

S20の最大の特徴は5G（Sec.02参
照）に対応していることです。5G
が利用できる場所では、4G LTEよ
り高速なデータ通信を利用すること
ができます。

S20は背面に64メガピ
クセル望遠を含む3つ
のカメラを搭載してい
ま す。30fps 8K動 画
を撮影したり、1回の
シャッターで多彩なエ
フェクトのビデオや写
真が撮れる「シングル
テイク」機能が利用で
きます。

高感度技術による
ナイトモードと低
速度撮影のハイ
パーラプス機能を
組み合わせて、夜
間の車のヘッドラ
イトの軌跡を撮影
できる「ナイトハ
イパーラプス」が
利用できます。

❼
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OS・Hardware
5Gが利用できるエリア

5Gとは？

S20の最大の特徴は、5Gに対応していることですが、そもそも5G
とは何かを簡単に説明します。また、5Gが利用できるエリアを確認
しておきましょう。

5Gについて
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●2020年4月末時点と2020年夏以降の5Gサービスエリア

S20の機種名にも含まれている「5G」とは、第5世代のモバイル通信規格のことです。
5Gは、現在主流の4Gに比べて通信速度が高速で、ネットワークの遅延が少なく、より
多数の同時接続が可能といった特徴を持っています。
5Gに用いられる電波は、従来の4Gが3.5Ghz以下であるのに対し、3.5GHzから28GHz
といった、高い周波数帯を使用します。また、この5Gに用いられる周波数帯は、6GHz
以下を使用する「サブ6」（Sub6）と、28GHz前後より高い周波数を使用する「ミリ波」
（mmWave）の2つに分類されますが、S20は前者の「サブ6」のみに対応しています。
4Gのとき同様に5Gでも、携帯電話各社にそれぞれ利用する周波数帯が割り当てられて
おり、au（KDDI）の割り当ては下の表の赤い部分になっています。

auの5Gサービスは、S20の発売日と同じ2020年3月26日から提供されています。当初は、
東名阪など全国15都道府県の一部エリアでの提供となります。auのWebサイトで2020
年3月末予定の対応エリアリスト（https://www.au.com/content/dam/au-com/
mobile/area/pdf/5g_arealist.pdf）と、2020年4月末時点と2020年夏以降のサービ
スエリアの地図（http://www13.info-mapping.com/au/map/index.aspx?maptyp
e=5g&l=35.6939457,139.7011918&z=6）が確認できます。地図を見てわかるように、
提供エリアは限定的で、エリアというよりは、スポットという状態です。また、5Gの電波
の性質上、4G LTEと比べて屋内に電波が届きにくいため、サービスエリア内であっても
5G通信ができない場合があります。とはいっても、5Gが利用できないエリアでは、自動
的に4G LTEが利用されるので、データ通信ができなくなるということはありません。
なお、auでは2022年3月末時点で全国2万局以上の基地局を設置する予定としており、
現在の4G LTEのように、面でエリアを利用できるようになるには、それまで待たなくては
いけないかもしれません。

濃い色の丸が2020年4月末時点、薄い色の丸が2020年夏以降の予定です。

●auの5G周波数割り当て状況（Sub6）

周波数（GHz） 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4 4.1

5G

割当

バンド
n78

n77

※バンドn77はバンドn78を内包しています。
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電源を切る

ロックを解除する

電源の状態にはオン、オフ、スリープモードの3種類があります。3
つのモードはすべてサイドキーで切り替えが可能です。一定時間
操作しないと、自動でスリープモードに移行します。

電源のオン・オフと
ロックの解除
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スリープモードは画面の表示が
消えている状態です。バッテリー
の消費をある程度抑えることは
できますが、通信などは行って
おり、スリープモードを解除する
と、すぐに操作を再開することが
できます。また、操作をしない
と一定時間後に自動的にスリー
プモードに移行します。

スリープモードとはMEMO

3 ロックが解除され、ホーム画面が
表示されます。再度サイドキーを
押すとスリープモードになります。

スワイプする

2 ロック画面が表示されるので、PIN
（Sec.53参照）などを設定してい
ない場合は、画面をスワイプしま
す。

1 スリープモードでサイドキーを押す
か、ディスプレイをダブルタップし
ます。

押す

ダブルタップする

1 画面が表示されている状態で、
サイドキーを長押しします。 3 次の画面で＜電源OFF＞をタッ

プすると、電源がオフになります。
電源をオンにするには、サイドキー
を一定時間長押しします。

2 メニューが表示されるので、＜電
源OFF＞をタップします。

タップする

タップする

ロック画面に表示されているアイ
コンをドラッグすることで、カメ
ラなどのアプリをロックを解除す
ることなく、直接起動することが
できます。

ロック画面からの
アプリの起動MEMO

ドラッグする

長押しする
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ホーム画面の見かた

ボタンの操作
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基本操作を覚える
S20の操作は、タッチスクリーンと本体下部のボタンを、指でタッ
チやスワイプ、またはタップすることで行います。ここでは、ボタン
の役割、ホーム画面の操作を紹介します。

戻るボタン

ホームボタン

履歴ボタン

ナビゲーションボタンは非表示に
することができます。［設定］の
＜ディスプレイ＞→＜ナビゲー
ションバー＞をタップすると、ナ
ビゲーションボタンのタイプが選
択でき、＜ジェスチャーで操作＞
を選択すると、画面のように最
下部にバーのみが表示されるよ
うになり、画面を広く使えるよう
になります（Sec.61参照）。

ナビゲーションボタン
を非表示にするMEMO

キーアイコン

戻るボタン 1つ前の画面に戻ります。

ホームボタン
ホーム画面が表示されます。一番左のホーム画面以外を表示している
場合は、一番左の画面に戻ります。ロングタッチでGoogleアシスタント

（Sec.31参照）が起動します。

履歴ボタン 最近操作したアプリのリストがサムネイル画面で表示されます（P.19参
照）。

ステータスバー
状態を表示するステータスアイコン
や、通知アイコンが表示されます。

ナビゲーションバー
S20を操作するボタンが表示され
ます（P.14参照）。

ドック
タップすると、アプリが起動します。なお、
この場所に表示されているアイコンは、ど
のホーム画面にも表示されます。

エッジパネルハンドル
画面の中央に向かって
スワイプすると、エッ
ジパネルが表示されま
す（Sec.52参照）。

アプリアイコンとフォルダ
タップするとアプリが起動し
たり、フォルダの中身が表示
されます。

ウィジェット
アプリが取得した情報の表示や、設定の切
り替えができます。タップするとアプリが
起動します。なお、S20の初期状態では天
気が表示されていません。＜+＞→＜OK＞
をタップすると、画面のように表示されま
す。

ホーム画面の位置
現在表示中のホーム
画面の位置が表示さ
れます。

クイック検索ボックス
タップすると、検索画面や
フィードが表示されます。
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通知パネルを利用する

通知パネルの見かた

ステータスバーの見かた
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情報を確認する
画面上部に表示されるステータスバーには、さまざまな情報がアイ
コンとして表示されます。ここでは、表示されるアイコンや通知の
確認方法、通知の削除方法を紹介します。

不在着信や新着メール、
実行中の作業などを通知
するアイコンです。

電波状況やバッテリー残量、現
在の時刻など、主にS20の状態
を表すアイコンです。

通知アイコン ステータスアイコン

1 通知を確認したいときは、ステー
タスバーを下方向にスライドしま
す。

❶ ❷

❸

❹

❻❺

スライドする

タップする

❶ 日付と時刻が表示されます。

❷ タップすると、［設定］画面が表示
されます。

❸

クイック設定ボタン。タップして各
機能のオン／オフを切り替えます。
下にドラッグすると、すべてのクイッ
ク設定が表示されます。

❹
通知や本体の状態が表示されま
す。左右にスワイプすると、通知
を消去できます。

❺ タップすると、通知をブロックする
アプリを選択することができます。

❻
通知を消去します。通知の種類に
よっては消去できないものがありま
す。

2 通知パネルに通知が表示されま
す。なお、通知はロック画面から
も確認できます。通知をタップす
ると、対応アプリが起動します。
通知パネルを閉じるときは、 を
タップします。

通知アイコン ステータスアイコン

新着+メッセージ／
新着SMSあり マナーモード（バイブ）設定中

不在着信あり マナーモード（サイレント）設定
中

スクリーンショット完了 無線LAN（Wi-Fi）使用可能

Google Playからのアップデート
通知 5Gデータ使用可能

アプリケーションのインストール
完了 充電中

アラーム通知あり 機内モード設定中
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アプリを切り替える

アプリを起動する

手順 2 の画面で、終了したいア
プリを上方向にフリックすると、
アプリが終了します。また、下
部の＜全て閉じる＞をタップする
と、起動中のアプリがすべて終
了します。なお、あまり使って
いないアプリは自動的にスリー
プ状態になるので、基本的には
アプリを手動で終了する必要は
ありません。

アプリの終了MEMO
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アプリを利用する
アプリを起動するには、ホーム画面、またはアプリ一覧画面のアイ
コンをタップします。ここでは、アプリの終了方法や切り替えかたも
あわせて覚えましょう。

タップする

フリックする

S20にインストールされている
アプリは、ホーム画面やアプリ
一覧画面に表示されます。アプ
リを起動するときは、ホーム画
面のアプリのショートカットやア
プリ一覧画面のアプリアイコンを
タップします。

アプリの起動方法MEMO

2 アプリ一覧画面が表示されたら、
画面を左右にフリックし、任意の
アプリを探してタップします。ここ
では、＜Playストア＞をタップしま
す。

3 ［Playストア］アプリが起動しま
す。アプリの起動中に をタップ
すると、1つ前の画面（ここでは
アプリ一覧画面）に戻ります。

1 ホーム画面を表示し、上もしくは
下方向にフリックします。

タップする

タップする

3 タップしたアプリが起動します。

2 最近使用したアプリが一覧表示
されるので、利用したいアプリを、
左右にフリックして表示し、タップ
します。

タップする

1 アプリの起動中やホーム画面で
をタップします。
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キーボードの種類を切り替える

文字入力方法
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文字を入力する
S20では、ソフトウェアキーボードで文字を入力します。「テンキー」
（一般的な携帯電話の入力方法）と「QWERTYキーボード」を
切り替えて使用できます。

S20のソフトウェアキーボードは、日本語入力時「QWERTYキーボード」とか
な入力の「テンキー」から選択することができます。なお「テンキー」は、初
期状態のトグル入力ができる「テンキーフリックなしキーボード」、トグル入力に
加えてフリック入力ができる「テンキーフリックキーボード」、フリック入力の候
補表示が上下左右に加えて斜めも表示される「テンキー 8フリックキーボード」
から選択することができます。

2種類のキーボードMEMO

1 文字入力が可能な場面になると、
キーボード（画面は「テンキーフリッ
クなしキーボード」）が表示されま
す。 をタップします。

4 利用できるキーボードが表示され
ます。ここでは＜QWERTYキー
ボード＞をタップします。

5 [言語とタイプ]画面の[日本語]欄
が[QWERTYキーボード]に変わり
ました。 を2回タップします。

6 入力欄をタップすると、QWERTY
キーボードが表示されます。なお、

タップすると、キーボードが消え
ます。

2 [Galaxyキーボード]画面が表示
されるので、＜言語とタイプ＞を
タップします。

3 [言語とタイプ]画面が表示されま
す。ここでは、日本語入力時の
キーボードを選択します。＜日本
語＞をタップします。

タップする

タップする
2回タップする

タップする

タップする

タップする

テンキー QWERTYキーボード

かな入力 ローマ字入力
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片手操作しやすいように設定する文字種を切り替える

4 手順 1 または手順 2 の画面で、
をタップすると、画面のような

数字入力になります。文字入力
に戻す場合は、 または
をタップします。

3 大文字の英字が入力できるように
なります。

2 半角英数字の英語入力になりま
す。キーボードは、P.21で設定
したキーボードが表示されます。
大文字に切り替えてみましょう。

をタップします。

1 現在はテンキーの日本語入力に
なっています。文字種を切り替え
るときは、 をタップします。

タップする

タップする

タップする

4 キーボードが右寄りになりました。
をタップすると、左寄りになりま

す。元に戻す場合は、 をタップ
します。

3 ＜片手キーボード＞をタップしま
す。

2 ＜モード＞をタップします。

1 キーボード上部にアイコンが表示
された状態で、 をタップします。

タップする

タップする

タップする

タップして切り替え
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コピーしたテキストをペーストする

テキストをコピーする
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テキストを
コピー＆ペーストする
S20は、パソコンと同じように自由にテキストをコピー＆ペーストでき
ます。コピーしたテキストは、別のアプリにペースト（貼り付け）し
て利用することもできます。

ダブルタップする

1 コピーしたいテキストの辺りをダブ
ルタップします。

2 テキストが選択されます。 と を
左右にドラッグして、コピーする範
囲を調整します。

3 ＜コピー＞をタップすると、テキス
トがクリップボードにコピーされま
す。

ドラッグする

タップする

3 コピーしたテキストがペーストされ
ます。

2 ＜貼り付け＞をタップします。

タップする

コピーしたテキストや、画面キャ
プチャはクリップボードに保存さ
れます。手順 2 の画面で＜クリッ
プボード＞をタップすると、クリッ
プボードから以前にコピーしたテ
キストなどを呼び出してペースト
（貼り付け）することができます。

クリップボードから
コピーするMEMO

ロングタッチする

1 テキストをペースト（貼り付け）し
たい位置をロングタッチします。

スペースキー（日本語テンキー
では右の「日本語」と表示され
ている部分）をロングタッチする
と、キーボードが灰色になります。
この状態で指を動かすと、カー
ソルが指に追随して動くフリー
カーソルが利用できます。

フリーカーソルを
利用するMEMO
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Googleアカウントを設定する
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Googleアカウントを
設定する
Googleアカウントを登録すると、Googleが提供するサービスが利
用できます。なお、初期設定で登録済みの場合は、必要ありませ
ん。取得済みのGoogleアカウントを利用することもできます。

タップする

タップする

1 通 知パネルを表 示し（P.17参
照）、 をタップします。 4 ＜アカウント追加＞をタップしま

す。ここに「Google」が表示さ
れていれば、既にGoogleアカウ
ントを設定済みです（P.27手順

7 参照）。

Googleアカウントを取得する
と、Playストアからのアプリのイ
ンストールやGoogleが提供する
各種サービスを利用することがで
きます。アカウントは、メールア
ドレスとパスワードを登録するだ
け で 作 成 で きま す。S20に
Googleアカウントを設定すると、
Gmailなどのサービスが利用で
きます。

Googleアカウント
とはMEMO

2 ［設定］画面が表示されるので、
＜アカウントとバックアップ＞をタッ
プします。

3 ＜アカウント＞をタップします。

タップする

タップする

5 ＜Google＞をタップします。

6 新規にアカウントを取得する場合
は、＜アカウントを作成＞→＜自
分用＞をタップして、画面の指示
に従って進めます。

7 アカウントの登録が終了すると、
P.26手順 4 の画面に戻ります。
追加された＜Google＞をタップ
し、次の画面で＜アカウントを同
期＞をタップします。

8 同期するサービス一覧が表示され
ます。タップすると、同期のオン
／オフを切り替えることができま
す。

タップする

タップする
取得済みのGoogleアカウントが
ある場合は、手順 6 の画面で
メールアドレスを入力して、＜次
へ＞をタップします。次の画面で
パスワードを入力して操作を進
めると、手順 7 の画面が表示さ
れます。

既存のアカウントを
利用するMEMO

タップする
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