
Section

Xperia 5 II SO-52A（以降はXperia 5 IIと表記）は、NTTドコ
モのAndroidスマートフォンです。NTTドコモの5G通信規格に対
応しており、優れたカメラやオーディオ機能を搭載しています。

Xperia 5 II  
SO-52Aについて
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各部名称を覚える

❶ ヘッドセット接続端子
❷ セカンドマイク
❸ フロントカメラレンズ
❹ 受話口／スピーカー
❺ 近接／照度センサー
❻ 通知LED
❼ タッチスクリーン

❽ スピーカー
❾ 送話口／マイク
10 音量キー／ズームキー

11 電 源キー／ 指 紋セン
サー

12 アシスタントキー
13 カメラキー

14 フラッシュ／フォトライト
15 RGBC-IRセンサー

16 カメラレンズ
（メインカメラ）

17 ドコモnanoUIMカード／
microSDカード挿入口

18 USB Type-C接続端子
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Xperia 5 IIの特徴

超広角レンズ
風景などをより広く撮影することができます。16mm
（35mm換算以下同）、約1220万画素／ F値2.2／デュ
アルフォトダイオード。

望遠レンズ
遠くの被写体を鮮明に撮影することができます。
70mm、約1220万画素／ F値2.4／ハイブリッド手ブ
レ補正（光学式＋電子式）。

標準レンズ
夜景や暗い場所でも綺麗に撮影することができます。
24mm、約1220万画素／ F値1.7／デュアルフォトダ
イオード／ハイブリッド手ブレ補正（光学式＋電子式）。

●トリプルレンズカメラ

●21:9 マルチウィンドウとマルチウィンドウスイッチ

21:9の縦長画面を活かして2つのアプ
リを同時に表示。ニュースやYouTube
を見ながら情報を検索することができ
ます。

マルチウィンドウは、上下それぞれの
アプリの画面を横にスライドするだけ
で、かんたんにほかのアプリに切り替
えられます。
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Section

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、すべて電源キー／画面ロック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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ロックを解除する

Xperia 5 IIには、スリープモー
ドでの画面に時刻などの情報を
表示する「アンビエント表示」機
能があります（Sec.57参照）。
ロック画面と似ていますが、ス
リープモードのため手順 2 の操作
を行ってもロックは解除されませ
ん。画面をダブルタップするか、
電源キー／画面ロックキーを押し
て、ロック画面を表示してから手
順 2 の操作を行ってください。

ロック画面と
アンビエント表示MEMO

3 ロックが解除され、ホーム画面が
表示されます。再度、電源キー
／画面ロックキーを押すと、スリー
プモードになります。

1 スリープモードで電源キー／画面
ロックキーを押します。

2 ロック画面が表示されるので、画
面を上方向にスワイプ（P.15参
照）します。

スワイプする

押す

OS・Hardware
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電源を切る

ロック画面から直接カメラを起動
するには、ロック画面で をスワ
イプします。

ロック画面からの
カメラの起動MEMO

2 メニューが表示されるので、＜電
源を切る＞をタップすると、完全
に電源がオフになります。

3 電源をオンにするには、電源キー
／画面ロックキーを3秒以上押し
ます。

1 電源が入っている状態で、電源
キー／画面ロックキーを1秒以上
押します。

スワイプする

タップする

1秒以上押す 3秒以上押す
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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「docomo 
LIVE UX」に設定した状態で解説を行っています。

ホーム画面の使い方
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ホーム画面の見方

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.18～19参照）。

ウィジェット
アプリが取得した
情報を表示した
り、設定のオン／
オフを切り替えた
りすることができ
ます（P.24参照）。

マチキャラ
タップすると、知
りたいことに応え
てくれます（Sec.
39参照）。

フォルダ
アプリアイコンを
1箇所にまとめる
ことができます。

アプリアイコン
「dメニュー」など
のアプリのアイコ
ンが表示されます。

ドック
ホーム画面を切り
替えても常に同じ
アプリアイコンが
表示されます。

機能ボタン
最近使ったアプリ
や、アプリ一覧が
表示されます。

マイマガジンボタン
タップすると、ユーザーが選ん
だジャンルの記事を表示する
「マイマガジン」を利用できま
す。

インジケーター
現在見ているホーム画
面の位置を示していま
す。ホーム画面を切り
替えるときに表示され
ます。

OS・Hardware
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ホーム画面を左右に切り替える

ホーム画面を上方向にスワイプ
すると、マイマガジンボタンを
タップしなくても「マイマガジン」
を利用することができます。

ホーム画面を上下に
スワイプMEMO

1 ホーム画面は、左右に切り替える
ことができます。まずは、ホーム
画面を左方向にスワイプ（フリッ
ク）します。

3 ホーム画面を右方向にスワイプ
（フリック）すると、もとの画面に
戻ります。

2 ホーム画面が、1つ右の画面に
切り替わります。

スワイプする
スワイプする

スワイプする
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Section

「すべてのアプリ」画面には、さまざまなアプリのアイコンが表示さ
れています。それぞれのアイコンをタップするとアプリが起動します。
アプリの終了方法や切り替え方もあわせて覚えましょう。

アプリを利用する
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アプリを起動する

3 「設定」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
フォルダ」画面）に戻ります。

2 「すべてのアプリ」画面が表示さ
れるので、画面を上下にスワイプ
し、任意のアプリを探してタップし
ます。ここでは、＜設定＞をタッ
プします。

1 ホーム画面を表示し、機能ボタン
をタップします。

タップする

1 スワイプする

2 タップする

アプリの初回起動時に、アクセ
ス許可を求める画面が表示され
ることがあります。その際は＜許
可＞をタップして進みます。許可
しない場合、アプリが正しく機能
しないことがあります（対処方
法はSec.67参照）。

アプリのアクセス許可MEMO

2 タップする1 スワイプする

OS・Hardware
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アプリを終了する

手順 2 の画面で別のアプリを
タップすると、画面がそのアプリ
に切り替わります。また、アプリ
のアイコンをタップすると、アプ
リ情報の表示やマルチウィンドウ
表示への切り替えができます。

アプリの切り替えMEMO

3 スワイプしたアプリが終了します。
すべてのアプリを終了したい場合
は、右方向にスワイプし、＜すべ
てクリア＞をタップします。

1 アプリの起動中やホーム画面で
をタップします。

スワイプする

タップする

2 タップする

1 スワイプする

2 最近使用したアプリが一覧表示
されるので、左右にスワイプして、
終了したいアプリを上方向にスワ
イプします。

タップする
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Section

ウィジェットを設置すると、ホーム
画面でアプリの操作や設定の変更、
ニュースやWebサービスの更新情報
のチェックなどができます。

ウィジェットは、ホーム画面で動作する簡易的なアプリのことです。さまざまな情報を自動
的に表示したり、タップすることでアプリにアクセスしたりできます。Xperia 5 IIに標準で
インストールされているウィジェットは40種類以上あり、Google Play（Sec.31 ～ 32参照）
でダウンロードするとさらに多くの種類のウィジェットを利用できます。また、ウィジェットを
組み合わせることで、自分好みのホーム画面の作成が可能です。

アプリを操作できるウィジェットで
す。

アプリの情報を簡易的に表示する
ウィジェットです。タップするとア
プリが起動します。

Xperia 5 IIのホーム画面にはウィジェットが表示されています。ウィ
ジェットを使うことで、情報の閲覧やアプリへのアクセスをホーム画
面上からかんたんに行えます。

ウィジェットを利用する
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ウィジェットとは

OS・Hardware
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ウィジェットを追加する

ウィジェットを削除するには、ウィ
ジェットをロングタッチしたあと、
＜削除＞までドラッグします。

ウィジェットの削除MEMO

4 指を離すと、ホーム画面にウィ
ジェットが追加されます。

2 ＜ウィジェット＞をタップします。

3 画面を上下にスライドして、追加
したいウィジェットをロングタッチし
ます。

1 ホーム画面の何もない箇所をロン
グタッチします。

ロングタッチする

タップする

1 スライドする

ウィジェットが追加された

2 ロングタッチする
1 ロングタッチする

2 ドラッグする
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