
Section
SH-53Aの特徴

SH-53Aの各部名称を覚える

AQUOS sense5G SH-53Aは、ドコモから発売されたシャープ製
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。

AQUOS sense5G 
SH-53Aについて
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1 イヤホンマイク端子
2 受話口
3 インカメラ
4 近接センサー／明るさセンサー
5 着信／充電ランプ
6 ドコモnanoUIMカード／microSDカードトレイ
7 音量UP ／ DOWNキー
8 アシスタントキー
9 電源キー
10 指紋センサー

11 5G/LTE/GPSアンテナ
12 LTEアンテナ
13 Wi-Fi ／ Bluetoothアンテナ
14 望遠カメラ
15 標準カメラ
16 広角カメラ
17 モバイルライト
18 送話口／マイク
19 USB Type-C接続端子
20 スピーカー

正面 背面

AQUOS sense5G SH-53Aは、5Gによる高速通信に対応したAndroid 11搭載のスマー
トフォンです。従来の携帯電話のように、通話やメール、インターネットなどを利用できる
だけでなく、ドコモやGoogleが提供する各種サービスとの強力な連携機能を備えていま
す。なお、本書では同端末をSH-53Aと型番で表記します。 

標準、広角、望遠のトリプルカメラを搭載しています。被写体やシーンを自動的に判
別し、色合いが自動補正されるので、誰でもかんたんにきれいな写真を撮ることがで
きます。広角カメラでは臨場感のある写真を、望遠カメラでは2倍の光学ズームと16
倍のデジタル×光学ズームによる写真を撮影することができます。

●標準、広角、望遠のトリプルカメラ 

4,570mAhの大容量バッテリーを搭載
していて、1日1時間の利用で、1週間
の電池持ちを実現しています。

Googleアシスタント（Sec.35参照）
をすぐに起動できる、アシスタント
キーが用意されています。アシスタン
トキーで起動するアプリを「my daiz」
（Sec.49参照）や「エモパー」にする
こともできます（Sec.66参照）。

●大容量バッテリー ●アシスタントキー
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Section
電話を受ける

電話をかける
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電話操作は発信も着信も非常にシンプルです。発信時はホーム
画面のアイコンからかんたんに電話を発信でき、着信時はスワイプ
またはタッチ操作で通話を開始できます。

電話をかける／受ける

3 相手の電話番号をタッチして入力
し、 をタッチすると、電話が発
信されます。

4 相手が応答すると通話が始まりま
す。＜終了＞をタッチすると、通
話が終了します。

1 ホーム画面で をタッチします。

2 「電話」アプリが起動します。
をタッチします。

タッチする

タッチする

タッチする

1 タッチする 2 タッチする

3 ＜終了＞をタッチすると、通話が
終了します。1 電話がかかってくると、着信画面

が表示されます（スリープ状態の
場合）。 を上方向にスワイプし
ます。また、画面上部に通知で
表示された場合は、＜応答＞を
タッチします。

2 相手との通話が始まります。通
話中にアイコンをタッチすると、ダ
イヤルキーなどの機能を利用でき
ます。

SH-53Aでは、特定のジェス
チャーを行うことで、電話に応答
したり、拒否したりできる「スグ
電」が利用可能です。Sec.17
を参考に設定を行うことで、下
記のようなジェスチャーで操作で
きます。

スグ電とはMEMO

タッチする

スワイプする

耳元に当てる 電話に応答する

振って耳元に
当てる

特定の連絡先に
発信する

下向きに置く
着信音を消す／
着信を拒否する／
通話を終了する

スピーカーオン
／オフ

ダイヤルキーを表示

マイクオン／オフ

音声通話を追加 保留

Application
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Section
Webページを移動する

Webページを表示する

SH-53Aでは、「Chrome」アプリでWebページを閲覧することが
できます。Googleアカウントでログインすることで、パソコン用の
「Google Chrome」とブックマークや履歴の共有が行えます。

Webページを閲覧する

22

3 「URL入力欄」をタッチし、URL
を入力して、＜実行＞をタッチしま
す。

4 入力したURLのWebページが表
示されます。

1 ホーム画面を表示して、 をタッ
チします。初回起動時はアカウン
トの確認画面が表示されるので、
＜同意して続行＞をタッチし、
「Chromeにログイン」画面でア
カウントを選択して＜続行＞→
＜OK＞の順にタッチします。

2 「Chrome」アプリが起動して、
Webページが表示されます。
「URL入力欄」が表示されない
場合は、画面を下方向にフリック
すると表示されます。

タッチする

フリックする

2 タッチする

1 入力する

3 画面右上の をタッチして、 を
タッチすると、前のページに進み
ます。

4 をタッチして、 をタッチすると、
表示しているページが更新されま
す。

1 Webページの閲覧中に、リンク
先のページに移動したい場合、
ページ内のリンクをタッチします。

2 ページが移動します。 をタッチ
すると、タッチした回数分だけペー
ジが戻ります。

タッチする

タッチする

タッチする

「Chrome」アプリの更新がある
場合、手順 1 の画面右上の が
になっていることがあります。

その場合は、 →＜Chromeを
更新＞→＜更新＞の順にタッチし
て、「Chrome」アプリを更新し
ましょう。

「Chrome」アプリの
更新MEMO

タッチする

Application
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Section
＋メッセージを利用できるようにする31

＋メッセージを利用する
「＋メッセージ」アプリでは、携帯電話番号を宛先にして、テキスト
や写真、ビデオ、スタンプなどを送信できます。「+メッセージ」ア
プリを使用していない相手の場合は、SMSでやり取りが可能です。

＋メッセージとは

相手が＋メッセージを利用してい
ない場合は、メッセージ画面の名
前欄とメッセージ欄に「SMS」と
表示されます（上図）。＋メッセー
ジを利用している相手の場合は、何
も表示されません（下図）。

「＋メッセージ」アプリで表示され
る連絡先の相手画面です。＋メッ
セージを利用している相手には、
が表示されます。プロフィールア
イコンが設定されている場合は、ア
イコンが表示されます。

SH-53Aでは、「＋メッセージ」アプリで＋メッセージとSMSが利用できます。＋メッセー
ジでは文字が全角2,730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。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、とくに料金は発生しません。なお、
SMSではテキストメッセージしか送れず、別途送信料もかかります。
また、＋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）。

1 ホーム画面を左方向にフリックし、
＜＋メッセージ＞をタッチします。

3 利用条件に関する画面が表示さ
れたら、内容を確認して、＜すべ
て同意する＞をタッチします。

4 「＋メッセージ」アプリについての
説明が表示されたら、左方向にフ
リックしながら、内容を確認します。

5 「プロフィール（任意）」画面が
表示されます。名前などを入力し、
＜OK＞をタッチします。プロフィー
ルは、設定しなくてもかまいませ
ん。

6 「＋メッセージ」アプリが起動しま
す。

2 初回起動時は、＋メッセージにつ
いての説明が表示されるので、
内容を確認して、＜次へ＞をタッ
チしていきます。バックアップ連
携のメッセージが表示されたら、
＜許可＞をタッチします。

タッチする

タッチする

タッチする

フリックする

タッチする

Application
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Section

タッチする

タッチする

1 タッチする2 タッチする

Google Playでは、キーワード
からアプリを検索できます。検索
機能を利用するには、手順 2 の
画面で画面上部の検索ボックスを
タッチしてキーワードを入力し、
キーボードの をタッチします。

キーワードでの検索MEMO

アプリを検索する

SH-53Aは、Google Playに公開されているアプリをインストール
することで、さまざまな機能を利用することができます。まずは、目
的のアプリを探す方法を解説します。

Google Playで
アプリを検索する
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3 アプリのカテゴリが表示されます。
画面を上下にスライドします。

4 見たいジャンル（ここでは＜カス
タマイズ＞）をタッチします。

1 Google Playを利用するには、
ホーム画面で＜Playストア＞を
タッチします。

2 「Playストア」アプリが起動する
ので、＜アプリ＞をタッチし、＜カ
テゴリ＞をタッチします。

7 アプリの詳細な情報が表示されま
す。人気のアプリでは、ユーザー
レビューも読めます。

5 「カスタマイズ」のアプリが表示さ
れます。「人気のカスタマイズア
プリ（無料）」の をタッチします。

6 「無料」のアプリが一覧で表示さ
れます。詳細を確認したいアプリ
をタッチします。なお、＜無料＞
をタッチすると「無料」「売上トッ
プ」「人気（有料）」が表示され
るので、選択するとそれぞれのラ
ンキングが表示されます。

1 タッチする

2 タッチする

タッチする

スライドする

1 入力する

2 タッチする

Application
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Section

「フォト」アプリ（P.132
参照）のアルバムで動
画を選択すると、動画
が再生されます。

4

動画の撮影が始まり、
撮影時間が画面右上
に表示されます。撮影
を終了するときは、 を
タッチします。

3

動画撮影モードになりま
す。 をタッチします。2

動画を撮影したいとき
は、画面を下方向（横
向き時。縦向き時は左）
にスワイプするか、＜ビ
デオ＞をタッチします。

1

動画を撮影する

SH-53Aには、高性能なカメラが搭載されています。さまざまなシー
ンで自動で最適の写真や動画が撮れるほか、モードや、設定を変
更することで、自分好みの撮影ができます。

写真や動画を撮影する

写真を撮影する

ホーム画面で＜カメ
ラ＞をタッチします。
初めて起動したときは
カメラの解説画面が
表示されるので、左
方向に4回フリックし
て、＜使ってみる＞を
タッチします。

1

写真を撮るときは、カ
メラが起動したらピン
トを合わせたい場所を
タッチして、 をタッ
チすると、写真が撮
影できます。また、ロ
ングタッチすると、連
続撮影ができます。

2

撮影した後、直前に
撮影したデータアイコ
ンをタッチすると、撮っ
た写真を確認すること
ができます。 をタッ
チすると、インカメラ
とアウトカメラを切り替
えることができます。

3

1 タッチする

2 タッチする

タッチする

スワイプする
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タッチする

タッチする

タッチする

カメラを切り替え

写真を表示

Application
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Section

調べたいもの名前などの情報が
表示されます。 を上にスライドし
ます。

3

さらに詳しい情報をWeb検索で調
べることができます。4

カメラを起動し、 をタッチします。 
初回起動時は＜カメラを起動＞
→＜常に許可＞の順にタッチしま
す。

1

調べたいものにカメラをかざし、
画面上の をタッチし、シャッター
ボタンをタッチします。

2

Google Lensで撮影したものをすばやく調べる 

タッチする
スライドする

撮影メニューを変更する

カメラを起動し、 をタッチ
します。1

撮影メニューが一覧で表
示されます。マニュアルモー
ドに切り替えたり、フィル
ターや効果を適用した写
真を撮影したりすることが
できます。

2

手順 1 の画面で、左上の
をタッチすると、設定メ
ニューが表示されます。写
真のサイズや、インテリジェ
ントフレーミング、HDRな
どの設定を行うことができ
ます。

3

SH-53Aのカメラには、自撮りをきれいに撮れる機能や、撮影した
被写体やテキストをすばやく調べることができる機能などがあり、活
用すれば撮影をより楽しめます。

カメラの撮影機能を
活用する

45

タッチする

Application

タッチする
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Section

メニューリストからWebページを探す

SH-53Aでは、ドコモのポータルサイト「dメニュー」を利用できます。
dメニューでは、ドコモのサービスにアクセスしたり、メニューリスト
からWebページやアプリを探したりすることができます。

dメニューを利用する

48

1 ホーム画面で＜dメニュー＞をタッ
チします。「dメニューお知らせ設
定」画面が表示された場合は、
＜OK＞をタッチします。

2 「Chrome」アプリが起動し、dメ
ニューが表示されます。＜メニュー
リスト＞をタッチします。

3 「メニューリスト」画面が表示され
ます。画面を上方向にスライドし
ます。

dメニューは、ドコモのスマート
フォン向けのポータルサイトで
す。ドコモおすすめのアプリや
サービスなどをかんたんに検索
したり、利用料金の確認などが
できる「My docomo」にアク
セスしたりできます。

dメニューとはMEMO

タッチする

タッチする

4 閲覧したいWebページのジャンル
をタッチします。

5 一覧から、閲覧したいWebペー
ジのタイトルをタッチします。アク
セス許可が表示された場合は、
＜許可＞をタッチします。

6 目的のWebページが表示されま
す。 を何回かタッチすると一覧
に戻ります。

P.140手順 2で＜マイメニュー＞
をタッチしてdアカウントでログ
インすると、「マイメニュー」画
面が表示されます。登録したア
プリやサービスの継続課金一覧、
dメニューから登録したサービス
やアプリを確認できます。

マイメニューの利用MEMO

タッチする

タッチする

タッチする

スライドする

Application
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Section

アプリアイコンをホーム画面に追加する

55
ホーム画面を
カスタマイズする
ホーム画面には、アプリアイコンを配置したり、フォルダを作成し
てアプリアイコンをまとめることができます。よく使うアプリのアイコ
ンをホーム画面に配置して、使いやすくしましょう。

2 ホーム画面にアプリアイコンが追
加されます。

3 アプリアイコンをロングタッチして
そのままドラッグすると、好きな場
所に移動することができます。

4 アプリアイコンをロングタッチして、
画面上部に表示される＜削除＞
までドラッグすると、アプリアイコ
ンをホーム画面から削除すること
ができます。

1 アプリ一覧画面を表示します。
ホーム画面に追加したいアプリア
イコンをロングタッチして、＜ホー
ム画面に追加＞をタッチします。

1 ロングタッチする

2 タッチする

ドラッグする

1 ロングタッチする

フォルダを作成する

4 フォルダをタッチすると開いて、
フォルダ内のアプリアイコンが表
示されます。

5 手順 4 で＜名前の編集＞をタッ
チすると、フォルダに名前を付け
ることができます。

1 ホーム画面のアプリアイコンをロ
ングタッチして、フォルダに追加し
たいほかのアプリアイコンの上に
ドラッグします。

入力する

ホーム画面下部にあるドックのア
イコンは、入れ替えることができ
ます。アイコンを任意の場所にド
ラッグし、代わりに配置したいア
プリのアイコンを移動します。

ドックのアイコンの
入れ替えMEMO

ドラッグする

3 フォルダが作成されます。

2 確認画面が表示されるので、＜作
成する＞をタッチします。

タッチする

ドラッグする

2ドラッグする

Application
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SectionSection

SH-53Aを初期化するシステムアップデートを確認する

74

SH-53Aを初期化する
SH-53Aの動作が不安定なときは、SH-53Aを初期化すると改善
する場合があります。なお、重要なデータはSec.54を参考に事前
にバックアップを行っておきましょう。

73
SH-53Aを
アップデートする
SH-53Aは、本体のソフトウェアを更新することができます。システ
ムアップデートを行う際は、事前にSec.54を参考にデータのバック
アップを行っておきましょう。

1 設定メニューを開いて、＜システ
ム＞をタッチします。

2 ＜詳細設定＞をタッチします。

3 ＜システムアップデート＞をタッチ
します。

タッチする

タッチする

4 アップデートがある場合、画面の
指示に従い、アップデートを開始
します。

タッチする
タッチする

タッチする

3 メッセージを確認して、＜すべて
のデータを消去＞をタッチします。

2 ＜すべてのデータを消去（出荷
時リセット）＞をタッチします。 4 ＜すべてのデータを消去＞をタッ

チすると、SH-53Aが初期化され
ます。

1 設定メニューを開いて、＜システ
ム＞→＜詳細設定＞→＜リセット
オプション＞の順にタッチします。

タッチする

タッチする

Application Application
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