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ドラッグ

ロングタッチ

タッチパネルの操作

ナビゲーションキーの操作

R7のディスプレイはタッチパネルです。指でディスプレイをタッチす
ることで、いろいろな操作が行えます。また、画面下部のナビゲー
ションキーの使い方も覚えましょう。

03

R7の基本操作を覚える

対応アプリの起動中に本体を横向きにすると、ナビゲーションキーの右に が表
示されます。このキーをタッチすると、本体の向きに画面が回転して表示されます。
また、機能ボタン（P.19参照）の［自動回転］をオンにすると、本体を横向きに
したときに自動的に画面が回転します。

画面の回転MEMO

戻るキー／閉じるキー 1つ前の画面に戻ります。

ホームキー
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.33参照）が起動します。

アプリ使用履歴キー／
マルチウィンドウキー

最近操作したアプリが表示されます（P.21参照）。

タッチパネルに軽く触れてすぐに指を離す
ことを「タッチ」といいます。

画面内に表示しきれない場合など、タッ
チパネルに軽く触れたまま特定の方向へ
なぞることを「スライド」または「スワイプ」
といいます。

タッチパネル上を指ではらうように操作す
ることを「フリック」といいます。

アイコンやバーに触れたまま、特定の位
置までなぞって指を離すことを「ドラッグ」
といいます。

アイコンやメニューなどに長く触れた状態
を保つことを「ロングタッチ」といいます。

2本の指をタッチパネルに触れたまま指を
開くことを「ピンチアウト」、閉じることを「ピ
ンチイン」といいます。

タッチ スライド（スワイプ）

フリック

ピンチアウト／ピンチイン

ナビゲーションキー

戻るキー ホームキー 履歴キー

OS・Hardware
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アプリをインストールする

アプリをアップデートする／アンインストールする

●アプリをアップデートする ●アプリをアンインストールする

Google Playで目的の無料アプリを見つけたら、インストールして
みましょう。なお、不要になったアプリは、Google Playからアンイ
ンストール（削除）できます。

アプリをインストール／
アンインストールする

Application

ホーム画面にアイコンを追加した
い場合は、ホーム画面の何もな
いところをロングタッチし、［ホー
ム設定］→［ホーム画面にアプ
リのアイコンを追加］の順にタッ
チして、オンにします。

ホーム画面にアイコン
を追加したいMEMO

3 アプリのインストールが完了しま
す。アプリを起動するには、［開く］
をタッチするか、アプリ一覧画面
のアイコンをタッチします。

1 Google Playでアプリの詳細画
面を表示し（P.95手順 6 ～ 7 参
照）、［インストール］をタッチしま
す。

タッチする

1 左側の手順 2 の画面で［管理］
をタッチし、アンインストールした
いアプリをタッチします。

2 アプリの詳細が表示されます。［ア
ンインストール］をタッチし、確認
画面で［アンインストール］をタッ
チするとアンインストールされま
す。

1 「Google Play」のトップ画面で
右上のアカウントアイコンをタッチ
し、表示されるメニューの［アプリ
とデバイスの管理］をタッチしま
す。

2 アップデート可能なアプリがある
場合、「利用可能なアップデート
があります」と表示されます。［す
べて更新］をタッチすると、アプ
リが一括で更新されます。

2 タッチする

1 タッチする

タッチする
タッチする

ドコモで提供されているアプリは、上記の方法ではアップデートやアンインストー
ルが行えないことがあります。詳しくは、Sec.54を参照してください。

ドコモのアプリのアップデートとアンインストールMEMO

2 アプリのダウンロードとインストー
ルが始まります。

アプリがインストールされる

タッチする

タッチする
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カメラの「設定」画面を表示する

カメラの をタッチすると、写真
の設定画面が表示されます。1 ［動画］［共通］をタッチして、そ

れぞれの設定画面に切り替えるこ
とができます。

2

「カメラ」アプリは、AI機能により、初心者でもいつでもきれいな写
真を撮影することができます。またベテラン向けに、手動で撮影項
目を設定することができるマニュアル撮影モードも用意されています。

カメラの撮影機能を
活用する

44
Application

ガイド線を利用する

ガイド線はカメラの
画面に表示される
だけで、撮影され
た写真には写りま
せん。

4

カメラの画面に戻
ると、画面上にガイ
ド線が表示されま
す。ガイド線を参
考に構図を決め
て、 をタッチしま
す。

3

タッチする

被写体に合わせ
て、ガイド線を選ん
でタッチします。「設
定」画面に戻るの
で、左上の をタッ
チします。

2

タッチする

P.118を参考にカ
メラの「設定」画
面を表示して、［写
真］→［ガイド線］
をタッチします。

1

2 タッチする

1 タッチする

写真設定からは、サイズ、RAW保
存などの「写真ファイル設定」や、
レリーズ優先、オートHDR、イン
テリジェントフレーミング、ヒス
トグラム表示など便利な機能を設
定できます。

共通設定からは、フラッシュ、セル
フタイマー、位置情報などの設定を
行うことができます。カメラを使い
やすくするために、「起動設定」は
特に見直しておきましょう。

タッチする
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ドコモデータコピーで
データをバックアップする
ドコモデータコピーでは、電話帳や画像などのデータをmicroSD
カードに保存できます。データが不意に消えてしまったときや、機
種変更するときにすぐにデータを戻すことができます。

データをバックアップする

1 アプリ一覧画面で、［データコ
ピー］をタッチします。

2 初回起動時に「ドコモデータコ
ピー」画面が表示された場合は、
［規約に同意して利用を開始］を
タッチします。

3 「ドコモデータコピー」画面で［バッ
クアップ＆復元］をタッチします。

4 「アクセス許可」画面が表示され
たら［スタート］をタッチし、［許可］
を4回タッチして進みます。

タッチする

タッチする

タッチする

タッチする

Application

「暗号化設定」画面が表示され
るので、ここではそのまま［設定］
をタッチします。

5 「確認」画面で［開始する］をタッ
チします。8

「バックアップ・復元」画面が表
示されるので、［バックアップ］を
タッチします。

6

バックアップが始まります。9

「バックアップ」画面でバックアッ
プする項目をタッチしてチェックを
付け、［バックアップ開始］をタッ
チします。

7 バックアップが完了したら、［トッ
プに戻る］をタッチします。10

タッチする

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
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タッチする

タッチする

タッチする
手順 3 の設定をオフにした上で、
［画面OFF時にタッチして指紋セ
ンサーと時計を表示］をオンに
すると、スリープモードの画面を
タッチしたときだけ、日時、通知
アイコン、指紋センサーが表示
されます。

タッチした時だけ
表示するMEMO

［時計表示ON］をタッチしてオン
にします。3

［ロック画面］をタッチします。2

設定メニューを開いて、［ディスプ
レイ］をタッチします。1

スリープ画面に日時や通知を表示する

スリープモードでも一定時間、日時や通知アイコンなどを画面に表示
することができます。また、スリープモードの画面をタッチしたときだけ、
日時、通知アイコン、指紋センサーを表示することもできます。

スリープ画面に日時や
通知を表示する

Application

［起動アプリ］をタッチします。3P170手順 2 の「AQUOSトリッ
ク」の画面で［指紋センサーと
Payトリガー］をタッチします。

1

Payトリガーを設定する

Payトリガーは、指紋認証で画面ロックを解除後に、タッチし続けて、
指定したアプリを起動する機能です。初期状態では「d払い」ア
プリが設定されていますが、好きなアプリに変更することができます。

指紋センサーで
アプリを起動する

タッチする

タッチする

2 ［Payトリガー］をタッチします。

4 起動するアプリを選んでタッチしま
す。

タッチするタッチする

Application
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