
Section Xperia 1 III Xperia 10 III

ホーム画面の見かた

ホーム画面を左右に切り替える05

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。

ホーム画面の使いかた

ホーム画面上にあるアイコンをロ
ングタッチして、画面右端までド
ラッグすると、右側に新しいホー
ム画面が作成されます。なお、
新しいホーム画面上のアイコン
をすべて削除すると、そのホー
ム画面も削除されます。

ホーム画面を追加するMEMO

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.10参照）。

Google検索
ウィジェット
「Google検索」画
面を起動します。

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。 サイドセンスバー

サイドセンスメ
ニューやマルチウィ
ンドウメニューを表
示できます（Sec.57
参照）。

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
画面を右方向にスワイプします。

3 ホーム画面を左方向にスワイプす
ると、もとの画面に戻ります。

2 「Googleアプリ画面」が表示さ
れます（Sec.53参照）。Google
アカウント（Sec.13参照）を登
録すると、ここにニュースなどが
表示されます。

スワイプする スワイプする

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。

OS・Hardware

ドラッグする

16 17
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ロックを解除した状態で、音量キー
を押すと、メディアの音量設定画
面が表示されるので、スライダー
をドラッグして、音量を設定します。
をタップします。

1

ほかの項目が表示され、ここから
音量を設定することができます。2

●音量キーから設定する

P.60手順 2 の画面で各項目のス
ライダーをドラッグして音量を調節
することができます。

1

●「設定」アプリから設定する

20
音やマナーモードを
設定する
メールの通知音や電話の着信音は、「設定」アプリから変更する
ことができます。また、マナーモードの設定などは、クイック設定ツー
ルからワンタップで行うことができます。

通知音や着信音を変更する

「設定」アプリを起動して、＜音
設定＞をタップします。1

「音設定」画面が表示されるの
で、＜着信音＞または＜通知音＞
をタップします。ここでは＜着信
音＞をタップします。

2

タップする

タップする

手順 2 の画面で＜詳細設定＞を
タップすると、「ダイヤルパッド
の操作音」や「画面ロック音」
などのシステム操作時の音、キー
ボード操作の音などのキータッ
プ時の音の有効・無効を切り替
えることができます。

操作音などを設定するMEMO

変更したい着信音をタップすると、
着信音を確認することができま
す。＜OK＞をタップすると、着
信音が変更されます。

3

音量を設定する

2 タップする

1 タップする
タップする

ドラッグして設定

ドラッグする

Application

Xperia 1 IIIの場合、「YouTube」
などの対応アプリで再生中に音量
キーを押し、＜試す＞をタップす
ると、音の大きさに応じて振動す
る「ダイナミックバイブレーション」
機能を利用できます。振動の設
定は、アプリごとに保存されます。

ダイナミック
バイブレーションMEMO

60 61
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Application

Xperia 1 III ／ 10 IIIでは、auメール（@au.com）や＋メッセージ
（SMS含む）を利用できるほか、GmailおよびYahoo!メールなど
のパソコンのメールも使えます。

利用できるメールの種類

相手の携帯電話番号宛にメッセージ
を送信します。従来のSMSとそれ
を拡張した＋メッセージを利用でき
ます。

auの提供するメールです。「@
au.com」のアドレスが使えます。

000-0000-0000From:

to: 000-0111-1111

sample@au.comFrom:

to: ××××@×××.×××

こんにちは！

こんにちは～ 

SMSと+メッセージ

auメール

パソコンで使用しているメールが
使えます。複数のメールアカウン
トを登録することも可能です。

sample@gihyo.co.jpFrom:

to: ××××@×××.×××

こんにちは、

お元気ですか？

PCメール

Googleが提供するメールです。
本体にGoogleアカウントを設定
すればすぐに利用できます。

sample@gmail.comFrom:

to: ××××@×××.×××

こんにちは～

Gmail

auが提供しているauメール（@au.comと@ezweb.ne.jpドメイン）サービス
では、「auメール」アプリを利用して、最大250KB相当の本文を送信できる
ことができ（受信は最大1MBまで）、最大25件、2MBまでの写真ファイルな
どを添付して送信することができます。

auメールについてMEMO

24 
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「マップ」アプリを利用する準備を行う

Googleマップを利用すれば、自分の今いる場所や、現在地から
目的地までの道順を地図上に表示できます。なお、Googleマップ
のバージョンによっては、本書と表示内容が異なる場合があります。

Googleマップを
使いこなす

4 「ロケーション履歴」が の場
合はタップして、＜有効にする＞
→＜OK＞をタップします。

3 ＜詳細設定＞→＜Googleロケー
ション履歴＞の順にタップします。

5 表示が に切り替わったら、「マッ
プ」アプリを使用する準備は完
了です。

1 P.20を参考に「設定」アプリを
起動して、＜位置情報＞をタップ
します。

2 「位置情報の使用」が の場
合はタップして にします。位置
情報についての同意画面が表示
されたら、＜同意する＞をタップし
ます。

タップする

確認する

タップする

タップする

切り替わる

P.96手順 3 の画面で＜Google
位置情報の精度＞をタップすると、
「位置情報の精度を改善」で、位
置情報の精度を変更ができます。

にすると、収集された位置情
報を活用することで、位置情報の
精度を改善することができます。

位置情報の精度を変更MEMO

3 地図の拡大はピンチアウト、縮小
はピンチインで行います。スライド
すると表示位置を移動できます。

4 をタップすると、現在地が表示
されます。位置情報の許可を求
められた場合は、＜アプリの使用
時のみ＞をタップします。

1 ホーム画面で＜Google＞をタップ
し、フォルダ内の＜マップ＞をタッ
プします。

2 「マップ」アプリが起動します。

スライドする

ピンチアウト／ピンチインする

タップする

タップする

Application

96 97
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「Chrome」アプリを起動し、画
面上部の をタップします。1 ＜今すぐはじめる＞をタップしま

す。4

「au Webポータル」のトップペー
ジが表示されます。右上の＜メ
ニュー＞をタップし、画面をスライ
ドして、画面下の＜各種サービス
入会・退会＞をタップします。

2 <規約に同意して次に進む＞を
タップします。「ご利用内容の確
認」画面が表示されるので、暗
証番号を入力して＜登録する＞を
タップします。

5

auスマートパスプレミアムの＜入
会／変更＞をタップします。au 
IDのログイン画面が表示された
ら、画面の指示に従いログインし
ます。

3 ＜次へ＞をタップし、次の画面で
＜同意する＞をタップすると、入
会が完了します。

6

auスマートパスプレミアムに申し込む
Application

「auスマートパスプレミアム」のサービス

auは、スマートフォンユーザー向けに、アプリや各種サービスが利
用できる「auスマートパスプレミアム」というサービスを提供してい
ます。

auスマートパスプレミアムを
利用する

37 

auスマートパスプレミアムは、auが提供する月額499円（税抜）のスマートフォン向けのサー
ビスです。トップページのタイムラインから便利で楽しい情報を見ることができます。さらに、
音楽・映像・書籍が使い放題になるサービス（利用できるコンテンツには制限あり）や、
コンビニやファストフードや全国の飲食店で利用できるクーポンなどが利用できます。また、
さまざまなアプリが使い放題になるため、高額アプリも気軽に試すことができます。また、
スマートフォンからのデータ復旧や、本体の修理代金の割引といったサービスも提供して
います。

サービス内容

アプリ／Webアプリ

アプリ・Webコンテンツがauスマートパスプレミアムの料金で、使
い放題で利用できます。なお、auスマートパスを解約すると、ダ
ウンロードした会員限定アプリは自動的に削除され利用できなくな
ります。

会員特典
映像・音楽・書籍などのデジタルコンテンツ、ライブチケットの先
行予約、「au PAY」で利用できる割引クーポン、「au PAYマー
ケット」の優待セールや送料無料サービスなどが利用できます。

あんしんサービス データ復旧やバックアップ、修理・交換代金のサポート、セキュ
リティ関連のサービスが利用できます。

auスマートパスプレミアムとは別に、月額372円（税抜）の「auスマートパス」
というサービスがあります。auスマートパスも、スマートフォン向けに使い放題
のアプリや特典を提供するもので、auスマートパスプレミアムは、auスマート
パスの豪華版という位置付けでした。ただし、auスマートパスは2020年10月
1日より新規受付を停止しているため、現在は利用できません。

auスマートパスMEMO

タップする

2 タップする

1 スライドする

タップする

タップする

タップする

タップする

106 107
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「カメラ」アプリの初期設定を行う

Xperia 10 IIIは高解像度・高感度の最新式カメラを搭載していま
す。「フォト」や「ビデオ」などの撮影モードのほか、さまざまな撮
影アプリを利用することができます。

Xperia 10 IIIで
写真や動画を撮影する

45

タップする

タップする

タップする

2 「撮影場所を記録しますか？」と
表示されたら、＜いいえ＞もしくは
＜はい＞→＜アプリ使用時の
み＞をタップします（P.125
MEMO参照）。

3 「超広角レンズ補正」画面が表
示されるので、＜了解＞をタップ
します。なお、この設定は画面
端の →＜レンズ補正（静止
画）＞をタップして変更できます。

4 「カメラ」アプリが起動して利用
可能になります。

1 ホーム画面で をタップします。

写真を撮影する

タップする

タップする

本体を横向きにしています

サムネイルが表示される

P.124手順 2 で＜はい＞→＜アプリの使用中のみ＞をタップすると、撮影した
写真に自動的に撮影場所の情報（ジオタグ）が記録されます。自宅や職場など、
位置を知られたくない場所で撮影する場合は、オフにしましょう。ジオタグのオ
ン／オフは、手順 1 の画面で左上の をタップして、＜位置情報を保存＞をタッ
プすると変更できます。

ジオタグの有効／無効MEMO

1 P.124を 参 考 に
「カメラ」アプリを
起動します。ピン
チイン／ピンチアウ
トすると、ズームア
ウト／ズームインで
き、画面上に倍率
が表示されます。

2 ピントを合わせたい
場所がある場合
は、画面をタップす
るとすぐにピントが
合います。 をタッ
プすると、写真を
撮影します。

3 撮影が終わると、
画面右上に撮影し
た写真のサムネイ
ルが表示されます。
撮影を終了するに
は （本体が縦向
きの場合は ）を
タップします。

タップするとピントが合う

ピンチイン／
ピンチアウトする

Application

124 125
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ベーシックモードで写真を撮影する

P.132を参考に、「Photo 
Pro」アプリを起動します。
＜x0.7＞ ＜x1.0＞
＜x2.9＞＜x4.4＞をタッ
プすると、レンズが切り
替わります。音量キー
を押すかピンチアウト／
ピンチインすると、倍率
を微調整できます。

1

ピントを合わせたい被写
体をタップすると、追尾
フォーカス枠が表示され
ます。この枠はカメラを
動かしても被写体を追
いかけます。 をタップ
するとピントが合って撮
影されます。

2

画面右下の画像をタッ
プすると、写真を確認
できます。 をタップ
すると追尾フォーカス枠
が消えます。 をタップ
するとアプリが終了しま
す。

3

「Photo Pro」アプリを起動する

Xperia 1 IIIでは、従来の「カ
メラ」アプリが廃止され、「Photo 
Pro」（正式名称Photography 
Pro）アプリに統合されました。
「カメラ」アプリの写真と動画の
撮影機能は、ベーシックモード
（P.133 ～ 134参照）で利用
できます。

ベーシックモードMEMO

ホーム画面で を、またはアプリ
画面で＜Photo Pro＞をタップし
ます。初回起動時は説明が表示
されるので、＜次へ＞をタップして
いき、最後に＜了解＞をタップし
ます。

1 「Photo Pro」が起動します。起
動時はベーシックモードの「フォト」
モードになっています。

3

「撮影場所を記録しますか？」と
表示されるので、記録したい場合
は＜はい＞→＜アプリの使用時
のみ＞の 順にタップします
（P.125MEMO参照）。

2

タップする

タップする

Xperia 1 IIIでは、一眼デジカメと同等の機能を持つ「Photo 
Pro」アプリを利用できます。手軽に撮影できるベーシックモードと、
デジカメのように使えるAUTO ／ P ／ S ／ Mモードがあります。

ApplicationXperia 1 IIIで
写真や動画を撮影する

46

Xperia 1 IIIでは、画面上の撮影ボタン以外に、カメラキーでも撮影できます。
カメラキーの場合、半押しするとピントが合った部分に小さい緑色の枠（フォー
カス枠）が表示され、そのまま押し込むと撮影が行われます。また、スリープモー
ドの状態からでもカメラキーを長押しするだけで「Photo Pro」アプリが起動
するので、急に撮影チャンスが来たときに便利です。なお、半押ししたときにピ
ントを固定したいときは、＜MENU＞→＜フォーカスモード＞→＜シングルAF＞
の順にタップして設定します。

カメラキーで撮影するMEMO

タップする

タップする

2 タップする

1 タップする

サムネイルが表示される

タップすると枠が消える

132 133

6 6



Section Xperia 1 III Xperia 10 IIIXperia 1 III Xperia 10 III49 ショートカットを作成・移動する

アプリアイコンを並べ替える

ホーム画面には、好きなアプリのショートカットを自由に配置してア
プリをすばやく起動することができます。また、フォルダを作成して、
ショートカットをまとめることもできます。

ホーム画面を
カスタマイズする

1 アプリ画面で、ショートカットを作
成したいアプリのアイコンをロング
タッチしてドラッグします。

3 ホーム画面にアプリのショートカッ
トが作成されます。再びショートカッ
トを移動させたいときは、目的の
ショートカットをロングタッチしてド
ラッグします。

4 ドラッグして任意の位置へ移動さ
せます。画面右端までドラッグす
ると、新しいホーム画面を作って
移動できます。削除するには、
画面上部の「削除」までドラッグ
します。

2 ホーム画面に切り替わったら、配
置したいアイコンから指を離しま
す。

ロングタッチする
ロングタッチする

ドラッグする

ドラッグする

2 タップする1 タップする

1 アプリ画面を表示し、 をタップ
して、＜アプリの並び順＞をタッ
プします。

3 名前順にアプリが並べ替えられま
した。なお、もとに戻すには、手
順 2 の画面で＜カスタム＞をタッ
プします。

タップする

2 アプリの並べ替え方法のメニュー
が表示されるので、並べ替え方法
（ここでは＜名前順＞）をタップし
ます。

手順 2 で＜カスタム＞以外を選
択した場合、アプリ画面でもと
もと作成されている「Google」
や「auサービス」などのフォル
ダはなくなった状態で、すべて
のアプリが表示されます。なお、
本書はすべて＜カスタム＞の表
示で解説しています。

カスタム以外で
並べ替えている場合MEMO

Application

146 147
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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
Xperia 1 III ／ 10 IIIには、電源キーに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
になります。

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.54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.54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

タップする

5 いずれかの指を電源キー／指紋
センサーの上に置くと、指紋の登
録が始まります。画面の指示に
従って、指をタッチする、離すをく
り返します。

7 指紋が登録されます。＜指紋を
追加＞をタップすると、別の指を
登録できます。登録した指紋をタッ
プすると名前を変更できるので、
登録した指がわかるように名前を
付けましょう。

6 「指紋を追加しました」と表示され
たら、＜完了＞をタップします。

8 スリープモードまたはロック画面が
表示された状態で、手順 5 で登
録した指で電源キー／指紋セン
サーをタッチすると、ロックが解除
されます。

Google Playで指紋認証を設
定すると、アプリを購入する際
にパスワード入力のかわりに指
紋認証を使えるようになります。
「Playストア」アプリを起動して
画面右上のアイコンをタップし
て、＜設定＞→＜認証＞→＜生
体 認 証＞ の 順 に タップし、
Googleアカウントのパスワード
（P.39参照）を入力すると、指
紋認証が有効になります。

Google Playで指紋
認証を利用するにはMEMO

タップする

Application

タッチする

別の指の登録

156 157
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Wi-Fiテザリングを設定する

「Wi-Fiテザリング」は、モバイルWi-Fiルーターとも呼ばれる機能
です。Xperia 1 III ／ 10 IIIを経由して、同時に最大10台までの
パソコンやゲーム機などをインターネットにつなげることができます。

Wi-Fiテザリングを
利用する

タップする

タップする

3 ＜Wi-F iテザリング＞をタップしま
す。

4 ＜アクセスポイント名＞と＜Wi-Fi
テザリングのパスワード＞をそれぞ
れタップし、任意の文字を入力し
て＜OK＞をタップします。

2 ＜テザリング＞をタップします。

1 アプリ画面で＜設定＞をタップし、
＜ネットワークとインターネット＞を
タップします。

タップする

1 入力する

2 入力する

「テザリングオプション」は、デー
タMAX 5G、データMAX 5G 
Netflixパック、 デ ー タMAX 
5G ALL STARパックの場合、
My auからオプションに加入する
ことで、無料で利用することが
できます。なお、テザリングで
使用できる容量は、コースごと
に30GB、60GB、80GBとなっ
ています。

テザリングオプションMEMO

5 ＜OFF＞→＜OK＞の順にタップ
します。ここで失敗する場合は「テ
ザリングオプション」に加入してい
ませんので、P.182MEMOを参
考に加入手続きを行ってくださ
い。

6 が に切り替わり、Wi-Fiテ
ザリングがオンになります。ステー
タスバーに、Wi-Fiテザリング中
を示すアイコンが表示されます。

タップする

7 Wi-Fiテザリング中は、ほかの機器か
ら手順 4で設定したSSIDが見えま
す。SSIDをタップして、設定したパス
ワードを入力して接続すれば、
Xperia 1 III／10 III経由でインター
ネットにつなげることができます。

アイコンが表示される

Wi-Fiテザリングを利用中、ス
テータスバーを2本指で下方向
にスライドし、左方向にスワイプ
して＜テザリング＞をタップする
と、Wi-Fiテザリングがオフにな
ります。

Wi-Fiテザリングを
オフにするにはMEMO

タップする

Application

設定したSSID

182 183

7 7


