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SOV43の各部名称を覚える

Xperia 10 Ⅱ SOV43は、auから発売されたソニーモバイルコミュ
ニケーションズ製のスマートフォンです。Googleが提供するスマー
トフォン向けOS「Android」を搭載しています。

Xperia10Ⅱ
SOV43について
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OS・Hardware

1 ヘッドセット接続端子
2 セカンドマイク
3 フロントカメラ
4 受話口／スピーカー
5 近接／照度センサー
6 通知LED
7 ディスプレイ（タッチパネル）
8 スピーカー

9 送話口／マイク
10 USBType-C接続端子
11 音量キー／ズームキー
12 電源キー／画面ロックキー／指紋センサー
13 フラッシュ／フォトライト
14 カメラレンズ（メインカメラ）
15 microSDメモリカード／ auICカード挿入口

表面 裏面
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Section

タッチスクリーンの基本的な操作方法を理解したら、ホーム画面の
見方や使い方を覚えましょう。本書ではホームアプリを「Xperiaホー
ム」に設定した状態で解説を行っています。

ホーム画面の見方

ホーム画面の使い方
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ステータスバー
ステータスアイコンや通知アイコ
ンが表示されます（P.16参照）。

ウィジェット
アプリが取得した情報を簡易的に表示し
ます（Sec.08参照）。

フォルダ
複数のショート
カットをまとめら
れます。タップす
るとフォルダが開
き、フォルダ内の
ショートカットを
タップするとアプ
リが起動します。

Google検索
ウィジェット
「Google検索」ア
プリを起動します。

ドック（Dock）
メニュー
よく使うアプリや
フォルダを5つま
で登録できます。
初期設定では電話、
Chrome、カメラ
などが登録されて
います。

ショートカット
（アプリ）
各 ア プ リ へ の
ショートカットが
配置されています。

OS・Hardware
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Application

着信拒否設定をしておくと、非通知や公衆電話からの着信など種
類を選んで、着信を拒否することができます。また、特定の番号
からの着信を拒否することもできます。

着信拒否を設定する

18

種類を指定して着信拒否を設定する

1 P.40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。

2 ＜通話＞をタップします。

3 ＜着信拒否設定＞をタップしま
す。

4 タップして を にすると、該
当する種類の番号からの着信を
一括して拒否できます。

タップする

タップする

タップする

タップしてオン／オフする
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SMSと＋メッセージ

28
＋メッセージ（SMS）を
利用する
［＋メッセージ］アプリでは、携帯電話番号を宛先にして、SMSで
は文字のメッセージ、＋メッセージでは写真やビデオなどもやり取り
できます。

相手が＋メッセージを利用してい
ない場合、名前欄とメッセージ欄に
「SMS」と表示されます（上図）。＋
メッセージが利用できる相手の場合
は、アイコンが表示されます（下図）。

［＋メッセージ］アプリで表示される
連絡先の相手画面。＋メッセージを
利用できる相手には、 が表示され
ます。

SOV43では、［＋メッセージ］アプリからSMSと＋メッセージを送受信することができます。
SMSで送受信できるのは最大で全角70文字（他社宛）までのテキストですが、＋メッセー
ジでは文字が全角2730文字、そのほかに100MBまでの写真や動画、スタンプ、音声メッ
セージをやり取りでき、グループメッセージや現在地の送受信機能もあります。
また、SMSは送信に1回あたり3 ～ 6円かかりますが、＋メッセージはパケットを使用する
ため、パケット定額のコースを契約していれば、特に料金は発生しません。
＋メッセージは、相手も＋メッセージを利用している場合のみ利用できます。SMSと＋メッ
セージどちらが利用できるかは自動的に判別されますが、画面の表示からも判断すること
ができます（下図参照）。

Application
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本章で紹介したもの以外にも、たくさんのGoogleサービスアプリが公開されて
います。無料で利用できるものも多いので、Google Playからインストールし
て試してみてください。

そのほかのGoogleサービスアプリMEMO

GoogleカレンダーGoogleドライブ

Google翻訳 Google Keep

100種類以上の言語に対応した翻訳
アプリ。音声入力での翻訳も可能。

無料で15GBの容量が利用できるオン
ラインストレージアプリ。ファイルの保
存・共有・編集ができる。

文字や写真、音声によるメモを作成す
るアプリ。ブラウザでの編集も可能。

Web上のGoogleカレンダーと同期し、
同じ内容を閲覧・編集できるカレンダー
アプリ。
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Application

43
「データお預かり」
アプリを利用する
電話帳などのバックアップをかんたんに行える「データお預かり」
アプリがインストールされています。機種変更の際などに、データ
をかんたんに復元できます。

microSDカードにデータをバックアップするmicroSDカードにデータをバックアップする

3 「ID設定」画面が表示された場
合は、＜次へ＞をタップします。
＜機種変更／その他＞をタップし
ます。

4 ＜データ移行（機種変更はこち
ら）＞→＜SDカードを使う＞→
＜保存する＞の順にタップし、以
降は画面の指示に従って操作し
ます。復元する場合は、＜復元
する＞をタップして画面の指示に
従って操作します。

1 アプリ画面で＜データお預かり＞
をタップします。

2 ＜同意してはじめる＞をタップし
て、＜次へ＞をタップします。ア
クセスの許可に関する画面が表
示されたら、すべて＜許可＞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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アプリの通知をオフにする

不要な通知を
表示しないようにする
通知はホーム画面やロック画面に表示されますが、アプリごとに通
知のオン／オフを設定することができます。また、通知パネルから
通知を選択して、通知をオフにすることもできます。

55
Application

2 アプリの一覧が表示されます。
通知をオフにしたいアプリ（ここ
では＜＋メッセージ（SMS）＞）
→＜通知＞の順にタップします。

1 アプリ画面で＜設定＞タップし、
＜アプリと通知＞→＜○個のアプ
リをすべて表示＞の順にタップし
ます。

タップする

タップする

3 選択したアプリの通知に関する
設定画面が表示されるので、＜通
知の表示＞をタップします。

4 が になり、「＋メッセージ」
アプリからの通知がオフになりま
す。なお、アプリによっては、通
知がオフにできないものもありま
す。

タップする

タップする

通知パネルで通知をオフにしたい
場合は、ステータスバーを下方向
にスライドし、通知をオフにしたいア
プリをロングタッチして、＜通知を表
示しない＞をタップすると、そのア
プリからの通知がオフになります。

通知パネルでの
設定変更MEMO
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指紋を登録する

指紋認証で画面ロックを
解除する
SOV43には指紋センサーが搭載されています。指紋を登録するこ
とで、ロックをすばやく解除できるようになるだけでなく、セキュリティ
も強化することができます。

58

3 「指紋によるロック解除」が表示
されたら、＜次へ＞をタップします。
画面ロックが設定されていない場
合は「画面ロックを選択」画面
が表示されるので、Sec.57を参
考に設定します。画面ロックを設
定している場合は入力画面が表
示されるので、Sec.57で設定し
た方法で解除します。

4 「通知」画面が表示されたら、ロッ
ク状態のときの通知方法を選択
し、＜完了＞をタップします。セ
ンサーの説明が表示されるので、
＜次へ＞をタップします。

1 アプリ画面で＜設定＞をタップし、
＜セキュリティ＞をタップします。

2 ＜指紋設定＞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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クイック設定ツールを利用する

SOV43の設定の一部は、クイック設定ツールから行えます。使わ
ない機能をオフにすることでバッテリーの節約になる場合もあるの
で、確認しておきましょう。

クイック設定ツールを
利用する
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Application

2 クイック設定ツールが表示されま
す。アイコンをタップすることで、
機能のオン／オフや設定が行え
ます（右のMEMO参照）。

1 ステータスバーを2本指で下方向
にスライドします。

クイック設定ツールが
表示される

2本指で
スライドする

クイック設定ツールで管理できる
おもな機能は以下の通りです。
タップして機能のオン／オフを切
り替えることができます。

クイック設定ツールで
管理できる機能MEMO

Wi-Fi機能を設定、オン／オ
フにします。

Bluetooth機 能を設 定、オ
ン／オフにします。

画面の自動回転をオン／オフ
にします。

マナーモードを設定します。

位置情報機能をオン／オフに
します。

背面のフォトライトをオン／オ
フにします。

機内モードをオン／オフにし
ます。

STAMINAモードのオン／オ
フなど、バッテリーの設定を
行います。

Wi-Fiテザリングをオン／オフ
にします。
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アプリの初回起動時にアクセスを許可していない場合、アプリが
正常に動作しないことがあります（P.18MEMO参照）。ここでは、
アプリのアクセス許可を変更する方法を紹介します。

アプリのアクセス許可を
変更する

アプリのアクセスを許可する
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Application

タップする タップする

タップする

タップする

1 アプリ画面で＜設定＞をタップし、
＜アプリと通知＞→＜○個のアプ
リをすべて表示＞の順にタップし
ます。

2 「アプリ情報」画面が表示された
ら、アクセス許可を変更したいア
プリ（ここでは＜カレンダー＞）を
タップします。

3 選択したアプリの「アプリ情報」
画面が表示されたら＜許可＞を
タップします。

4 「アプリの権限」画面が表示され
たら、アクセスを許可する項目を
タップして＜許可＞＜許可しな
い＞に切り替えます。
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