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便利な機能

主な使い方のヒント

入力方法の変更

好みに応じて、端末の入力方法を変更できます。

入力方法の切替： 設定 を開いて、システム > 言語と文字入力 > デフォルトのキーボード に移動

し、入力方法を選択します。

ロック画面パスワードによるプライバシー保護

端末には、プライベートな写真、連絡先情報、Alipayのようなバンキングアプリなど、保護する必要があ

る情報が多数保存されています。ロック画面パスワードを設定することで、端末のロックを解除するたび

にパスワードが要求されます。ロック画面パスワードにより、端末を紛失してしまった場合や、不正なユ

ーザーがアクセスした場合でも、個人情報を保護できます。

ロック画面パスワードの設定： 設定 を開いて セキュリティとプライバシー > 画面ロックとパスワード

に移動し、ロック画面パスワードのいずれかのタイプを設定します。

l PINの設定：PIN番号は、一連の数字で、初期設定は、6桁のPIN番号です。PIN入力による端末のロッ

ク解除は、簡単かつシンプルです。安全性を高めるには、長いランダムな数字の組み合わせをPINと

して使用します。ロック画面のパスワードを設定 に移動して、画面の指示に従ってPINを設定します。

または、ロック解除方法を変更 をタップして 4桁のPIN または カスタムPIN を設定します。

l パターンの設定：事前に設定したパターンを画面に描くことで端末のロックを解除します。安全性を高

めるには、重複する線を含むパターンを使用します。ロック画面のパスワードを設定 > ロック解除方

法を変更 > パターン に移動し、同じパターンを2回描きます。4つ以上の点を結ぶパターンにする必要

があります。

l パスワードの設定：数字、文字、特殊文字からなるパスワードは、PINやパターンよりも安全です。安

全性を高めるには、数字、文字、特殊文字を含む8文字以上のパスワードを使用してください。パスワ

ードを忘れると、端末のロックが解除できなくなるため、パスワードを忘れないようにしてださい。ロック

画面のパスワードを設定 > ロック解除方法を変更 > パスワード に移動して、画面の指示に従ってパ

スワードを設定します。

画面をロックして端末をすぐに保護する

一定時間タブレットを使用しないと、画面が消灯し、ロックされます。画面が点灯している間はタブレット

を使用でき、画面のロックを解除する必要はありません。プライバシーを保護し、誤った入力を防止する

ため、タブレットを使用していないときには画面をロックしてください。

ロック画面パスワードを設定することで、プライバシーを保護できます。端末をロックする方法を次

に示します。

電源ボタンで画面を瞬時にロックする：いつでも電源ボタンを押せば画面がロックします。

ワンタップ画面ロックで画面をロックする：ホーム画面で2本の指をピンチインすると、編集画面が表示さ

れます。ウィジェット > 画面ロック をタップし、ホーム画面に 画面ロック ウィジェットを追加します。これ
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により、電源ボタンの劣化を軽減できます。ホーム画面編集モードを終了したら、画面ロック ウィジェット

をタップすると画面がすぐにロックされます。画面をこの方法でロックするには、まず、画面ロック ウィジ

ェットがあるホーム画面ページに切り替えます。

通知アイコンとステータスアイコンについて

ステータスバーのアイコンを見ると、ネットワーク接続、電池残量、端末がサイレントモードのときに受信

した新着メッセージなど、端末の全体的な状態をすぐに確認できます。

ステータスアイコン：ステータスアイコンを見るだけで、ネットワーク接続、電波強度、電池残量、時刻と

いった端末の状態をすぐに確認できます。

ネットワーク状態を示すアイコンは、地域やサービスプロバイダーによって異なる場合があります。

電波強度 電波なし

4G+通信中 3G通信中

4G通信中 HSPA通信中

2G通信中 LTELTE LTE通信中

LTELTE LTE+通信中 機内モード有効

HSPA+通信中 Wi-Fi通信中

VoLTE有効 GPSから位置情報を受信中

ローミング サイレントモード有効

Bluetooth有効 充電中

Wi-Fiネットワーク利用可 電池残量わずか

バイブモード有効 SIMカードなし

アラーム有効 ヘッドセット接続

満充電 パフォーマンスモード有効

省電力モード有効 超急速充電中

有線または無線外部出力使用中 ブルーライトカットモード有効

通知の鳴動制限モード有効 USBケーブル接続中

データ節約モード有効 Bluetooth機器の電池残量

アクセスポイント有効 端末管理 リマインダー

便利な機能
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信号が不安定
現在のネットワークでは通話を接続

できない

読み上げテキスト選択機能が有効 スクリーンタイム管理 が有効

通知アイコン：新しいメッセージがある場合、端末の通知やリマインダー、関連アイコンがステータスバ

ーに表示されます。

不在着信 新着メール

データのダウンロード中 新着ボイスメール

予定の通知 データのアップロード中

データの同期中 メモリー空き容量なし

ログインまたは同期で問題が発生 同期失敗

VPN接続中 その他の通知

カメラのヒント

コマ抜きを使用して短いビデオを作成する

コマ抜きモードを使用して画像を長時間撮影し、これを要約して短いビデオにします。咲こうとしている

花、流れる雲、夜空の星の軌跡まで、自然をまるごと撮影し、視聴できます。

l コマ抜きビデオを連続して長時間録画すると、電池を消耗し、ストレージ容量を使い果たす場合

があります。

l 録画中は端末に三脚を取り付け、安定させます。

l 開始する前に、被写体の明るさが十分であること、カメラの焦点が合っていることを確認します。

該当する背景の被写体ができるだけ収まるよう、端末を注意して置きます。

1 カメラ > その他 > コマ抜き に移動し、  をタップしてコマ抜きビデオの録画を開始します。

2  をタップすると録画が終了します。

3 ギャラリー に移動して、コマ抜きビデオを再生します。

適な仕上がりを得るために、録画速度と再生速度はシステムで自動的に調整されます。

パノラマモードを使用したパノラマ写真の撮影

パノラマは普通の写真よりも画角が広いため、風景の全体を収めた写真を撮影できます。

パノラマ撮影では、カメラが視界内の被写体の写真を複数撮影し、これらの写真をつなぎ合わせて1枚

の写真を作成します。

パノラマ写真を撮影するときには、被写体からある程度距離を置き、広く開放的な空間で撮影し、

単色の背景はできるだけ避けてください。

便利な機能
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1 カメラ > その他 > パノラマ に移動します。

2 画面下部の  をタップし、撮影方向を設定します。

3 端末をしっかりと持ち、  をタップして撮影を開始します。端末をしっかりと持ち、矢印が中央の線

と水平になるようにして、示されている方向に端末をゆっくりと動かします。

4 終了したら、  をタップします。写真が自動的につなぎ合わされ、1枚のパノラマ写真になります。

 

アニメーション写真を撮影する

アニメーション写真でよりダイナミックで楽しい写真を撮影し、人生の素晴らしい瞬間をいつまでも残す

ことができます。

アニメーション写真では、シャッターボタン押下前後の約1秒間のシーンをアニメーションとして撮影でき

ます。ギャラリーで写真を参照する際には、静止画として表示したり、アニメーション写真のダイナミック

な効果とサウンドを楽しんだりすることもできます。

アニメーション写真を撮影する： カメラ を開き、画面上部の  をタップした後、  をタップして

アニメーション写真を撮影します。

アニメーション写真を表示する：アニメーション写真は、JPG形式で ギャラリー に保存されます。 ギ

ャラリー > アルバム > カメラ に移動し、  アイコンで写真をタップし、写真の上部の  をタップし

て、アニメーション効果を表示します。再生が終了すると、アニメーション写真は自動的に停止します。

また、再生を停止するには、画面をタップします。

アニメーション写真を共有する： ギャラリー > アルバム > カメラ に移動して、共有するアニメーショ

ン写真をタップし、  をタップして共有方法を選択します。

アニメーション写真は、Wi-Fi、Bluetooth、Huawei Shareなどの方法で直接共有できます。アニメー

ション写真の効果を再生するには、アニメーション写真の撮影に対応したHuawei端末を受信端末と

して使用する必要があります。アニメーション写真をサードパーティ製アプリまたは互換性のない端

末と共有する場合、アニメーション写真は静止画像として表示されます。

音声シャッター：音声を使って撮影する

シャッターボタンをタップせずに写真を撮りたい場合は、音声操作を使用して写真を撮影できます。

便利な機能
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カメラ >  > 音声シャッター に移動します。音声シャッター を有効にし、写真撮影に使用する音

声操作を選択します。これにより、音声を発すると写真を撮影できます。

タイマー撮影：グループ写真で全員を撮影する

見ず知らずの人に頼まずに、グループ写真を撮影したいと思うこともあるでしょう。そんなときは、タイマ

ー機能を使用してみてください。撮影準備が整ったら、シャッターボタンをタップします。カメラを操作する

人が画面に入ることができるよう、撮影まで一定の時間がとられます。見ず知らずの人に頼まずに、グ

ループ写真で全員を撮影しましょう。

カメラ を開き、  をタップしてから、タイマー をタップして任意の時間を選択します。

 

ライトペインティング：光の軌跡を撮影する

ライトペインティングモードでは、遅いシャッター速度に自動的に設定し、露出時間を長くして光の軌跡を

撮影します。このモードでは、幻想的な雰囲気の美しい写真を撮影できます。

カメラ > その他 > ライトペインティング を開いてライトペインティングモードに切り替えます。

ライトペインティングモードには、さまざまな被写体と光の状態に対応した4種類のクリエイティブな撮影

モードがあります。

l テールライトトレイル：夜間に車のライトの軌跡を撮影します。

l ライトグラフィティ：暗い場所で移動する光源の軌跡を撮影します。

l シルキーウォータ：流れる水の様子をシルクのように滑らかに撮影します。

便利な機能
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l スタートラック：夜空の星の軌跡をとらえた美しい写真を撮影します。

 

HDR モード：写真をシャープにする

背景の明るい写真や、光のコントラストの強い風景・建築物を撮影するときには、HDRモードを使用する

と写真の光と影の効果を調整して、細部までシャープに撮影できます。HDRを有効にすると、カメラは露

出設定によって写真を数枚撮影して合成します。その結果、明るい部分と中間部分が細部までシャー

プな写真になります。

カメラ > その他 > HDR に移動して、端末を動かさずに  をタップして写真を撮影します。

撮影時にカメラの動きを 小限に抑えるには、端末を三脚に固定することをお勧めします。

便利な機能
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便利な機能
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ご使用になる前に

初期設定

Wi-Fi への接続

端末をWi-Fiネットワークに接続することで、モバイルデータの使用量を節約できます。

個人データや金融情報への不正アクセスなどの潜在的なセキュリティリスクを防ぐため、公衆Wi-Fi

ネットワークに接続するときには十分な注意が必要です。

 

Wi-Fiネットワークへの接続： 設定 を開き、無線とネットワーク > Wi-Fi に移動し、Wi-Fi を有効にし

ます。Wi-Fiネットワークをタップしてアクセスし、ネットワークパスワードを入力するか、必要に応じて認

証情報を入力します。または、メニューの一番下までスクロールし、ネットワークを追加 をタップし、画面

の指示に従ってネットワークアクセスポイントの名前とパスワードを入力し、そのポイントを追加します。
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ジェスチャーと操作

スクリーンショットとスクリーン録画

画面上の注目すべき場面の録画

スクリーン録画機能は、チュートリアルビデオを作成したり、ゲームの裏ワザを録画して端末で友人と共

有したりする場合に役に立ちます。

l 発着信により、スクリーン録画は終了します。

l スクリーン録画の前に端末の録音機能を使用している場合、マイクを有効にする がデフォルトで

無効になっています。

l マイクを有効にする を有効にすると、周囲のすべての音が録音されます。スクリーン録画は静か

な場所で行うことをお勧めします。

ショートカットによる録画の開始：ステータスバーを下にスワイプして通知パネルを開き、、  > 

をタップして画面の録画を開始します。必要に応じて、マイクを有効にする の有効/無効を切り替えるこ

とができます。録画を終了するには、画面の左上の  をタップします。

 

キーの組み合わせによる録画の開始：電源ボタンと音量アップボタンを同時に長押しすると、録画が開

始されます。必要に応じて、マイクを有効にする の有効/無効を切り替えることができます。録画を終了

するには、電源ボタンと音量アップボタンを再度同時に長押しします。
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録画した画面は ギャラリー で確認できます。

TalkBack による画面テキストの読み上げ

画面上で、タップ、選択、または有効化したコンテンツを端末が読み上げます。そうすることで、画面上

のコンテンツを明確に読み取れない場合の端末操作が容易になります。

1 設定 を開き、スマートアシスト > ユーザー補助 > TalkBack >  に移動してTalkBack設定画

面を開きます。

2 TalkBack を有効化し、OK をタップします。TalkBackを初めて有効にすると、端末でチュートリアルが

起動します。チュートリアルをもう一度再生したい場合は、  をタップしてTalkBack設定画面を開

き、チュートリアルを起動します。

3  をタップし、タッチガイド を有効にします。端末がタップした内容を読み上げます。

誤ってTalkBackを有効にしてしまう場合があります。TalkBackを無効にするには、電源ボタンを端末が

振動するまで長押しし、2本の指で画面に触れて3秒以上そのままにします。

TalkBack のジェスチャーについて学習する

TalkBackでは、特別なジェスチャーのセットを使用します。TalkBackが有効な場合、端末を操作するに

はこのようなジェスチャーが必要です。

ジェスチャーと操作
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TalkBackを無効にするには、電源ボタンを端末が振動するまで長押しし、2本の指で画面に触れて

3秒以上そのままにします。

画面を操作する：2本の指で上下にスワイプすると、メニューリストがスクロールします。左右にスワイプ

すると、ページ間や画面間で移動できます。

 

アイテムの選択：1本の指でアイテムをタップして、選択します（アイテムは開きません）。端末で選択し

たアイテムの内容が読み上げられます。

 

アイテムを開く：1本の指で画面をダブルタップして、前の手順で選択した内容を確定します。

 

ジェスチャーと操作
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たとえば、設定 を開くには、設定 アイコンを1本の指で1回タップしてから、画面上の任意の場所を2回タ

ップします。

ジェスチャーと操作
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ホーム画面

ナビゲーションバー

ナビゲーションバーの配置の設定

ナビゲーションバーを使用すると、簡単にホーム画面にアクセスしたり、前のページに戻ったり、アプリ

を終了したり、 近使用したアプリを表示したりすることができます。

ナビゲーションバーレイアウトを設定するには、 設定 を開き、システム > システムナビゲーション >

3つのキーによるナビゲーション > 設定 へ移動し、ナビゲーションキーの組み合わせを選択した後に使

用頻度に応じて ナビゲーションキーを非表示 を有効または無効にします。

 

l 戻るキー：タップすると、前のページに戻るか、アプリが終了します。テキスト入力中にタップする

と、画面のキーボードが閉じます。

l ホームキー：タップすると、ホーム画面に戻ります。長押しすると、Google Assistant アイコンが表

示されます。このアイコンを上にスワイプすると、Google Assistant 機能が有効になります。

l 履歴キー：タップすると、 近使用したアプリの一覧が表示されます。長押しすると、画面分割モ

ードが有効になります。

l 下方スワイプ通知キー：タップすると、通知パネルが開きます。

通知パネルとステータスバー

通知パネルを開いて重要な情報を確認する

ステータスバーで、端末の通知や動作状態を確認します。

通知リマインダーがある場合、画面を点灯してステータスバーを下にスワイプすると、通知を表示できま

す。
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画面のロックが解除されているときに通知パネルにアクセスする：ステータスバーを下にスワイプして、

通知パネルを開きます。ショートカットスイッチのオン/オフを切り替えるか、通知をタップして詳細を表示

できます。

 

通知とステータスバーに通知の数を表示する、またはリマインダーを表示しない場合は、 設定 をタ

ップし、通知 > その他の通知設定 > 通知方法 に移動します。次に、件数 または なし を選択します。

アプリ通知の無効化

さまざまなアプリからプッシュ通知を受信すると、わずらわしく感じることがあります。特定の通知を無効

に設定できます。

設定 を開いて、 通知 をタップします。ここで次のことができます。

l アプリから通知をブロックする：アプリを選択し、通知を許可 を無効にします。

l すべてのアプリから通知をブロックする：一括管理 を選択し、すべて を無効にします。

通知設定のカスタマイズ

通知設定をカスタマイズして、端末を使いやすくすることができます。

設定 を開いてから、通知 > その他の通知設定 に移動します。ここで次のことができます。

l 通知による画面点灯の有効化：通知を受信したときに画面を点灯するよう設定するには、通知で画面

を点灯 を有効にします。

l 通知ランプの有効化：通知を受信したときに点滅するインジケーターランプを表示するには、LED通知

を有効にします。

l 通知スタイルの設定：通知方法 をタップし、アイコン、件数、または なし を選択します。

ホーム画面
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ホーム画面の管理

ホーム画面のウィジェットの管理

画面ロック、天気、メモ帳、時計、連絡先、またはカレンダーなどのウィジェットをホーム画面にすばやく

追加したい場合があります。ホーム画面を使いやすいように整理するために、ホーム画面上でウィジェ

ットを追加、移動、削除することができます。

ウィジェットの追加：ホーム画面の何もない部分を長押しすると、ホーム画面の編集モードが起動しま

す。ウィジェット をタップし、ウィジェットを長押ししてホーム画面上の何もない領域までドラッグするか、

該当のウィジェットをタップします。

 

ホーム画面上にウィジェットを配置するための十分なスペースがあることを確認してください。スペ

ースが足りない場合は、空の画面ページを追加するか、現在のホーム画面ページ上でウィジェット

を配置できるスペースを確保してください。

ウィジェットの削除：ホーム画面上のウィジェットを長押しし、端末が振動したら、削除 を選択します。

ウィジェットの移動：端末が振動するまで、ホーム画面上のウィジェットを長押しします。ウィジェットを画

面上の好きな場所にドラッグします。

ホーム画面
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アプリドロワーを使用したアプリの格納

ホーム画面上の1か所にアプリをまとめて格納して、すっきりとしたホーム画面にすることができます。ホ

ーム画面でアプリドロワーを有効にすると、すべてのアプリをそこに格納して、ホーム画面のスペースを

確保できます。

設定 を開き、ホーム画面と壁紙 > ホーム画面のスタイル に移動し、ドロワー を選択します。標準

のホーム画面に戻すには、標準 を選択します。

アプリドロワー内のアプリのアイコンをホーム画面に追加する：アプリドロワーを有効にした後、ホー

ム画面で  をタップして、アプリリストを開きます。アプリリストで、追加するアプリのアイコンを長

押しし、端末が振動したら、そのアイコンをホーム画面上の目的の位置にドラッグします。

ホーム画面
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連絡先

名刺の管理

電子名刺を使用した連絡先の共有

自分の名刺の共有： 連絡先 を開き、マイカード をタップして自分のプロフィール写真を設定し、氏

名、勤務先住所、電話番号などを入力します。次に  をタップすると、端末がQRコードの名刺を自動

作成します。これにより、QRコードを使用して自分の名刺を直接共有することが可能になります。また、

 をタップして共有方法を選択し、画面の指示に従って共有することもできます。

 

連絡先の共有： 連絡先 を開いて、共有したい連絡先を選択してから右上隅のQRコードをタップし、

QRコードを使用している連絡先を共有します。共有 をタップして共有方法を選択し、画面の指示に従っ

て共有処理を完了できます。

相手の端末がQRコード分析に対応している場合、直接QRコードを撮影したり、読み取ったりして連

絡先を追加できます。
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連絡先の管理

連絡先の管理

連絡先アプリには、連絡先を管理するためのさまざまな機能が含まれています。端末またはSIMカード

の連絡先だけを表示して、連絡先リストの表示を簡素化できます。連絡先をお気に入りに追加して、簡

単に見つけられるようにします。

重複した連絡先の統合：重複した連絡先の統合 機能を使用して、重複した連絡先を統合します。連絡

先リスト画面で  > 連絡先を整理 > 重複した連絡先の統合

アカウント別の連絡先を表示する：連絡先リスト画面で  > 表示設定 に移動し、連絡先を表示する

アカウントを選択します。また、以下の操作を行うことができます。

l 簡易表示の有効化：  > 表示設定 に移動して、簡易表示 を有効にします。

l 連絡先のストレージ容量の確認：  > 表示設定 に移動します。アカウント 領域には、SIMカードの

ストレージの総容量と空き容量が表示されます。

連絡先をお気に入りに追加する：頻繁にやりとりする連絡先をお気に入りに追加します。連絡先リスト

画面でお気に入りに追加するエントリをタップし、お気に入り をタップして、お気に入り画面にそのエント

リを追加します。

連絡先を削除する：連絡先リスト画面で削除するエントリを長押しし、削除 をタップします。連絡先を一

括削除するには、  > 連絡先を整理 > 複数の連絡先を削除 に移動し、削除するエントリを選択し

て、  をタップします。

連絡先グループの管理

数名の同僚にまとめてメッセージを送信したり、連絡先のグループを作ったりする必要がありますか？

スマートグループを使用すると、会社、都市、 近連絡した時間に基づいて連絡先が自動的にグルー

プ化されるため、Eメールやメッセージを一斉送信できるようになります。

連絡先グループの作成：グループリストで  をタップして、グループ名（「家族」や「友人」など）を入力

してから OK をタップします。画面の指示に従って連絡先を追加し、  をタップします。

スマートグループ連絡先にメッセージを送信する：グループリストの スマートグループ セクションでグル

ープを開き、  をタップしてメッセージを送信するか、  をタップしてEメールを送信します。

グループの編集：グループリストで、編集するグループを選択してから  をタップして連絡先を追加

するか、  をタップして メンバーを削除、 グループ着信音、、または 名前を変更 を選択します。

グループの削除：グループリストで、削除するグループを長押ししてから 削除 をタップします。

ブラックリストまたはホワイトリストに連絡先を追加する

連絡先をブラックリストに追加して、迷惑電話がかかってこないようにできます。連絡先をホワイトリスト

に追加すると、このリストに含まれる番号からの電話のみ着信できます。

連絡先
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連絡先をブラックリストに追加するには、 連絡先 を開き、連絡先を長押しし、  > ブラックリストに

追加 に移動します。この連絡先からの着信とメッセージをすべてブロックします。

端末管理 で連絡先をブラックリストに追加することもできます。ブロック >  > ブラックリスト に

移動し、  をタップし、ブロックする連絡先を追加します。

ブラックリストの連絡先を表示する： 端末管理 を開いて、ブロック >  > ブラックリスト に移動し

ます。

ブラックリストから連絡先を削除する： 連絡先 を開き、ブラックリストから削除する連絡先を長押しし

てから  > ブラックリストから削除. に移動します。

通話／メッセージ履歴の消去

プライバシーを保護するために、消去機能を使用して連絡先ごとに通話／メッセージ履歴を消去できま

す。

連絡先 を開き、連絡先を選択して  > 履歴を消去 > 消去 に移動します。該当する連絡先のす

べての通話／メッセージ履歴が消去されます。

連絡先
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電話

緊急通報

緊急時には、画面がロックされている場合でも、端末の電源が入っていて圏内にいれば、緊急通報を

行うことができます。

Wi-Fi対応のみのタブレット端末では、音声通話はサポートされていません。

緊急通報が利用できるかどうかは、現地の法規制やインターネットサービスプロバイダによって異

なります。ネットワークまたは環境面の要因が緊急通話のパフォーマンスに影響を与える場合があ

ります。緊急時の重要な通信は、端末だけに頼らないようにしてください。

電話 を開くか、ロック画面で 緊急通報 をタップして、自分の所在地の緊急番号を入力し、  をタ

ップします。位置情報サービスが有効な状態で、電波が強くインターネット接続があれば、参照のため

端末に自分の位置を表示できます。
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カメラ

基本機能

カスタム撮影モード

事前に設定されている機能以外でカメラを使ってみたいと思うことがあります。必要に応じて、撮影モー

ドをダウンロードしたり削除したりすることができます。

撮影モードをダウンロードする： カメラを開きその他ダウンロード に移動します。ダウンロードする

撮影モードを選択して、追加 をタップします。

撮影モードを更新する：撮影モードを更新するには、その他 画面に移動します。利用可能な更新がある

場合、撮影モードの横に赤い点が表示されます。画面の指示に従って更新できます。

撮影モードを削除する：その他 >  に移動し、  をタップして必要のない撮影モードを削除しま

す。

カメラの正常な動作を保証するために、事前に設定されている撮影モードは削除できません。

補助グリッドを使用して写真を撮影する

写真が傾いたり、中心がずれたりしないようにします。カメラの補助グリッド機能を使用すると、 適な

構図で写真を撮影できます。

カメラ >  に移動して、設定 画面を開きます。カメラグリッド をタップしてグリッドタイプを選択し

ます。

三分割法：グリッド または ファイグリッド を選択します。4本のグリッド線が交差する点が写真の焦点で

す。いずれかの焦点に被写体を合わせると、魅力的な構図になります。
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黄金スパイラル：フィボナッチスパイラル（左） または フィボナッチスパイラル（右） 補助線のいずれかを

使用します。らせんの中心が写真の焦点になります。被写体をこの焦点に配置すると、写真が自然な

流れに沿っているように見えます。

 

カメラ
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ライトペインティングモード

テールライトトレイルを使用して都会の夜景を撮影する

テールライトトレイルでは、夜間の車のテールライトを芸術的に撮影できます。

l ある程度距離を置いた位置で、被写体のやや上から撮影するとよいでしょう。画像が露出過多

にならないよう、車のヘッドライドがカメラに直接向かないようにしてください。

l 撮影中に端末が動かないようにするために、三脚に端末を取り付けてください。

カメラ > その他 > ライトペインティング > テールライトトレイル に移動します。端末をしっかりと持

ち、  をタップして撮影を開始します。画像のプレビューがビューファインダーに表示されます。終了

したら、  をタップします。

 

カメラ
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ライトグラフィティを使用してライトパターンを作成する

ライトグラフィティでは、カメラの前で光源を動かして文字や図形を描くことができます。

l 他の光が入らない場所で、被写体の影が見えないことを確認してください。ペンライトやサイリウ

ムなど、適切な色の明るい光源を選択してください。

l 撮影中に端末が動かないようにするために、三脚に端末を取り付けてください。

カメラ > その他 > ライトペインティング > ライトグラフィティ に移動します。端末をしっかりと持ち、

 をタップして撮影を開始します。画像のプレビューがビューファインダーに表示されます。終了した

ら、  をタップします。

 

シルキーウォータを使用して川や滝を撮影する

シルキーウォータ機能を使用すると、川や滝をシルクのように滑らかに撮影できます。

カメラ
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l この機能は、水量の多い小川や滝の撮影に も適しています。

l 撮影中に端末が動かないようにするために、三脚に端末を取り付けてください。

カメラ > その他 > ライトペインティング > シルキーウォータ に移動します。端末をしっかりと持ち、

 をタップして撮影を開始します。画像のプレビューがビューファインダーに表示されます。終了した

ら、  をタップします。

 

スタートラックを使用して星をキレイに撮影する

スタートラックを使用して、夜空の星の動きを撮影できます。

l 適な撮影結果を得るには、空に遮るものがなく、光害のない場所で、夜空が澄み切っている時

を選びます。

l 撮影中に端末が動かないようにするために、三脚に端末を取り付けてください。

カメラ > その他 > ライトペインティング > スタートラック に移動します。端末をしっかりと持ち、

をタップして撮影を開始します。画像のプレビューがビューファインダーに表示されます。終了したら、

 をタップします。

カメラ
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カメラ
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ギャラリー

アルバムの整理

アルバムの追加：アルバム タブで、アルバムの追加 をタップし、アルバムに名前を付け、OK をタップし

ます。追加する写真またはビデオを選択します。

写真およびビデオの移動：写真やビデオをさまざまなアルバムから1つのアルバムに移動し、管理や閲

覧を簡単にできます。  が表示されるまで移動する写真またはビデオを長押しし、移動する写真また

はビデオをすべて選択します。  をタップし、目的のアルバムを選択します。移動したアイテムは、元

のアルバムからはなくなります。

お気に入りに写真やビデオを追加：表示しやすいように、写真やビデオをお気に入りに追加できます。

自分のお気に入り アルバムに追加する写真またはビデオを開き、  をタップします。お気に入りの

写真やビデオは元のアルバムに残り、サムネイルに  アイコンが表示されます。

アルバムの非表示：自分以外のユーザーが閲覧できないようにアルバムを非表示にし、プライバシーを

保護できます。アルバム タブで、  > アルバムを非表示 に移動し、非表示にするアルバムのスイッ

チをオンに切り替えます。

カメラ、ビデオ、自分のお気に入り、スクリーンショット アルバムは非表示にできません。

写真やビデオの削除：  アイコンが表示されるまで写真またはアルバムを長押しします。削除するア

イテムを選択し、  > 削除 に移動します。削除された写真やビデオは、永久に削除される前に、 近

削除したファイル アルバムに一定期間残ります。削除までの残り日数のマークが、写真上に表示され

ます。手動で写真またはビデオを完全に削除するには、サムネイルを長押しし、  > 削除 に移動し

ます。

削除した写真やビデオの復元： 近削除したファイル アルバムで、  アイコンが表示されるまで写真

またはビデオを長押しします。復元するアイテムを選択し、  をタップすると、元のアルバムに復元さ

れます。元のアルバムが削除されている場合は、新しいアルバムが作成されます。
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通話とメッセージ（Wi-Fi モデル対象外）

スマート省電力管理を有効化して消費電力を 適化する

電池残量がなくなったらたいていは一大事です。スマート省電力管理を使用すると端末の待受時間を

効果的に伸ばすことができるため、電池切れについて心配する必要がなくなります。

端末管理 を開き、  をタップすると以下の操作が実行できます。

l 総合的な消費電力の分析と 適化：電池消費量を 適化 をタップすると、消費電力の問題がチェッ

クされ、自動的に 適化が実行されます。

l 消費電力の詳細表示：電池消費量詳細 をタップします。電池消費量詳細 セクションの、充電中 グラ

フの下の色付きバーは、端末が充電されていたことを示しています。バーとバーの間の空白部は充

電されていなかったことを示します。この機能は、電力を消費しません。消費電力の高いアプリやハー

ドウェアを表示するには、電池消費量ランキング をタップします。

l ステータスバーに電池残量（%）を表示：電池残量表示位置 を有効にすると、ステータスバーに端末の

電池残量（%）が表示されます。

省電力設定について理解を深めるには、 端末管理 を開き、  をタップします。ここでは、次の処

理を実行できます。

パフォーマンスモード を有効にすると、端末のパフォーマンスを高めて、さまざまなアプリケーション

シナリオに合わせることができます。これによりゲームのパフォーマンスは向上しますが、電力消費

も増え、端末が熱くなる場合があります。

適化の使用

端末の動作が遅くなってきたと感じることがあります。マルウェアや他のセキュリティの脅威に対する脆

弱性が心配になることもあります。 適化を使用すると、端末の動作がよりスムーズになり、セキュリテ

ィの脅威からも保護されます。

端末管理 を開いて、 適化 をタップします。端末では、全体のパフォーマンス、セキュリティ、電池

のパフォーマンスが自動的に 適化されます。 適化のオプションをカスタマイズすることもできます。

適化の使用は推奨されています。これにより端末の動作が速くなり、セキュリティリスクの確認が行

われ、消費電力が 適化され、不明な電話番号からの電話や迷惑電話が監視およびブロックされま

す。

メモリのクリーンアップの有効化

ストレージの空き容量が少なくなると、時間の経過とともに端末の動作が遅くなることがあります。メモリ

のクリーンアップを使用してストレージの空き容量を確保することで、システムパフォーマンスを向上さ

せ、端末のスムーズな動作を維持できます。
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端末管理 を開き、クリーンアップ をタップしてメモリをクリーンアップし、キャッシュをクリアすること

で、ワンタッチでパフォーマンスを 適化します。それでもストレージ容量が不足する場合は、ストレージ

容量をさらに解放するために特別クリーンアップを実行します。

ウィルススキャンの有効化

不正な広告やリンクにアクセスすると、密かにインストールされて個人情報を盗むトロイの木馬型ウイル

スやマルウェアに端末が感染するおそれがあります。ウィルススキャンを実行すると、端末上の潜在的

な脅威を特定して除去できます。

端末管理 を開いて、ウィルススキャン をタップします。ウィルススキャン

ウィルススキャンの通知はデフォルトで有効になっています。30日以上、アンチウイルスによるスキ

ャンが実行されないと通知されます。

通話とメッセージ（Wi-Fi モデル対象外）
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メール

メールを件名別に整理して参照を容易化

メールの受信箱が乱雑になっていませんか？受信箱が乱雑でお困りの場合、メールを件名別に整理し

て見やすくしてみてください。

メールスレッドの一覧から、  > 設定 > 全般 に移動して 件名で統合 を有効にします。

 

メール通知の設定：重要なメールにすぐに返信

取引先からのメールに迅速に返信する必要が生じることがあります。業務用メールの着信音を設定す

ると、該当するメールの受信にすぐに気づくことができます。

メールに素早く返信する：新着メールが通知パネルに表示されます。メールをタップすると、返信メール

を作成できます。

メールアカウントの管理

Huawei端末では、複数のメールアカウントを同時に管理できます。

メール を開きます。以下の操作を行うことができます。
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l メールの確認：受信トレイ 画面で  をタップし、メールアカウントを選択すると、メールの一覧が表

示されます。下にスワイプすると、メール一覧の表示が更新されます。各メールを開いて参照、返信、

転送、削除などを行えます。画面を左右にスワイプすると、前のメールまたは次のメールが表示され

ます。複数のメールを削除するには、1つのメールを長押ししてメールの管理画面に移動し、該当のメ

ールを選択して、  をタップします。

l メールの同期：受信トレイ 画面を下にスワイプすると、メール一覧の表示が更新されます。  > 設

定 に移動し、アカウントをタップして、メールを同期する を有効にします。自動的に同期するには、同

期スケジュール をタップし、同期時間を選択して設定を完了します。

l メールの検索：メール一覧画面の検索バーをタップして、メールの件名や内容などのキーワードを入

力します。

l 複数のメールアカウントの追加：  > 設定 > アカウントを追加 に移動し、メールサービスプロバイ

ダを選択して、ユーザー情報を入力します。

l メールアカウントの切替：アカウント画面で  をタップし、アカウント名をタップして切り替えます。

l メールアカウントの設定：アカウント画面で  > 設定 に移動し、アカウントを選択して アカウント

名、優先アカウントにする、または アカウントを削除 を設定します。

VIP メール連絡先の管理

たくさんのメールの中に埋もれている重要な連絡先からのメールを見逃さないようにする方法がありま

す。重要な連絡先をVIPリストに追加することができます。VIP連絡先からのメールは、自動的に端末の

VIPメールボックスに入ります。

メール を開いて  > 設定 > VIP連絡先 に移動します。VIPリスト 画面から、追加 > 作成 または

連絡先から追加 に移動します。

VIP連絡先の追加または削除：VIPリスト 画面で、  または  をタップして、VIP連絡先を管理しま

す。

メール
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カレンダー

重要な予定をカレンダーにインポートする

山のようなメールに埋もれた重要な予定を見逃す心配はないでしょうか。重要な予定をカレンダーにイ

ンポートすれば、いつでも、どこでも確認することができます。

メール を開き、メールから予定を選択して、  > カレンダーに追加 を選択します。
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ツール

スクリーンタイムの管理

デジタルライフのバランスをとって、実生活にもっと時間をあてられるようにしましょう。以下の手順に従

ってスクリーンタイムを管理してください。

設定 を開き、デジタルバランス をタップして、スクリーンタイム管理 を有効にします。次に、ユーザ

ーの設定 で 自分の端末 を選択します。完了 をタップすると、スクリーンタイムの管理が開始します。

スクリーンタイム管理 を有効にすると、次のことができます。

l スクリーンタイムの設定：スクリーンタイム をタップして、平日 または 休日 のアプリの使用制限を設

定します。使用可能時間を確認するには、通知パネルを下にスワイプします。

l アプリの使用制限の設定：アプリの制限 をタップして制限するアプリを選択し、常に許可 を有効にす

るか、または 利用を制限 を有効にして時間制限を設定します。

l 就寝時間の設定：就寝時間 をタップして 就寝時間 を有効にし、開始時間 および 終了時間 を設定し

ます。睡眠アシスタントの グレーの画面 を有効にすると、就寝時間中は画面がグレーになります。
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デバイス接続

Bluetooth によるデータの共有

Bluetooth経由でタブレットを別の端末に接続することで、データの共有、連絡先のインポートとエクスポ

ート、インターネットテザリングの設定が可能になります。

Bluetoothによるファイルの送信：タブレットが別の端末のBluetooth有効範囲内（10m）にあることを確認

します。Bluetooth接続を確立して、2台の端末間でマルチメディアファイル、Webページ、連絡先、ドキュ

メント、アプリを共有できます。 ファイル を開き、送信するファイルを長押しして、その他 > 共有 >

Bluetooth に移動します。画面の指示に従ってBluetoothを有効にします。該当する端末が検出されたら

（Bluetoothが有効で、その端末が他の端末から検出可能である必要があります）、端末の名前をタップ

すると接続が確立され、ファイルの送信が開始します。

Bluetooth経由でのファイルの受信：ホーム画面でステータスバーを下にスワイプし、ショートカットパネ

ルを開きます。次に  をタップしてBluetoothを有効にします。ファイル転送通知で 受信 をタップする

と、ファイルの受信が開始します。デフォルトでは、受信したファイルは ファイル の bluetooth フォルダ

に保存されます。

Bluetooth経由での連絡先のインポート/エクスポート： 連絡先 を開き、  > 設定 > インポート／

エクスポート に移動して以下の操作を実行します。

l 連絡先のインポート：Bluetooth経由でインポート をタップし、画面の指示に従って、該当する端末との

Bluetooth接続を確立します。該当する端末の連絡先がこの端末に自動的にインポートされます。

l 連絡先のエクスポート：連絡先の共有 をタップし、共有する連絡先を選択して  をタップし、

Bluetooth を選択します。画面の指示に従って、該当する端末とのBluetooth接続を確立します。選択

した連絡先が、この端末から該当する端末に自動的にエクスポートされます。

端末と USB 機器間でのデータ転送

USB OTG（USB On-The-Go）では、コンピュータを使用せずに、端末とその他の機器（端末、タブレッ

ト、カメラ、プリンタなど）の間でデータを直接転送できます。また、USB OTGケーブルで端末をUSBスト

レージデバイスに直接接続してファイルを転送することもできます。

端末とUSBストレージデバイス間のデータ転送

OTGケーブルを使用することで、端末からUSBストレージデバイス（USBドライブ、カードリーダーなど）に

直接アクセスできます。

l この機能が利用できるのは、USB OTGに対応した端末のみです。

l 端末にUSB Type-Cポートが内蔵されている場合は、Huawei認定のMicro USB-USB Type-Cア

ダプタ、またはUSB Type-Cコネクタ付きUSB OTGケーブルを購入する必要があります。

1 USBドライブと端末をUSB OTGケーブルで接続します。
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USB OTGケーブル

2 ファイル > カテゴリ > USBドライブ に移動し、USBドライブにアクセスして、コピーするデータを選択

し、宛先フォルダにコピーします。

3 転送が完了したら、設定 > ストレージ > USBドライブ > 取り出し に移動します。

4 2台の機器から、USB OTGケーブルとUSBケーブルを抜きます。

Huawei Share：すぐれたファイル共有方法

端末と他のモバイル端末間、または端末とコンピュータ間で素早くアプリを共有したり、写真やファイル

を転送したいことがあります。Huawei Shareを使用すると、素早くアプリを共有し、端末、タブレット、コン

ピュータ間でファイルを無線で転送できます。

Huawei Shareは、以下の端末間のデータ転送に対応しています。

l モバイル端末とタブレット：Huawei Shareを使用すると、端末上の写真やファイルを、他のスマートフォ

ンやタブレットと共有できます。共有する写真やファイルを長押しし、共有オプションからHuawei Share

を選択すると、モバイルデータ通信量を消費せずに簡単に共有できます。

l 端末とコンピュータ（WindowsまたはMac）：Huawei Shareを使用すると、端末上の写真やファイルをコ

ンピュータと共有することができ、コンピュータを使用して端末上の写真を編集することもできます。

Huawei Shareでは、USBケーブルを使わずに端末とコンピュータ間でデータ転送ができます。

ただし、端末とコンピュータの両方が、同じネットワーク（Wi-Fiネットワークなど）に接続している必

要があります。

 

デバイス接続
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Huawei Share を使用して端末とコンピュータ間でファイルを転

送する

端末からコンピュータ（Windows PCまたはMac）へ写真とビデオをすばやく転送したいときがあります。

Huawei Shareを使用すれば、USBケーブルさえ使用せずに、以前よりはるかに簡単に転送できます。

端末からWindows PC

1 開始する前に、端末がコンピュータと同じネットワーク（同じWi-Fiネットワークなど）に接続されている

ことを確認します。

2 端末で 設定 を開き、デバイス接続 > Huawei Share に移動して Huawei Share および コンピュ

ータとの共有 を有効にします。

3 同じ画面で、コンピュータ上に表示される名前 を確認してメモし、コンピュータでの確認 をタップして

ユーザー名とパスワードを表示してメモします。

4 Windows PCで、Computer > Network に移動し、コンピュータ上に表示される名前 をダブルクリック

して、前のステップでメモしたユーザー名とパスワードを入力します。端末の内部ストレージフォルダ

またはアルバムフォルダがコンピュータに表示されます。

このようなフォルダのコンテンツは自動的にWindows PCに保存されませんが、必要に応じてコ

ンピュータからアクセスし、コンピュータ内にコピーして、保存できます。

5 Windows PCで内部ストレージまたはアルバムにあるファイルや写真を編集することも可能で、変更

は自動的に端末に同期されます。同様に、端末でファイルや写真を編集すると、変更はコンピュータ

にも同期されます。

デバイス接続
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端末からMac：

1 開始する前に、端末がコンピュータと同じネットワーク（同じWi-Fiネットワークなど）に接続されている

ことを確認します。

2 端末で 設定 を開き、デバイス接続 > Huawei Share に移動して Huawei Share および コンピュ

ータとの共有 を有効にします。

3 同じ画面で、コンピュータ上に表示される名前 を確認してメモし、コンピュータでの確認 をタップして

ユーザー名とパスワードを表示してメモします。

4 Macで、Finder > Go to > Network に移動し、コンピュータ上に表示される名前 をダブルクリックし

て、登録するユーザーアカウントを選択し、前のステップでメモしたユーザー名とパスワードを入力し

ます。内部ストレージフォルダまたはアルバムフォルダがMacに表示されます。

このようなフォルダのコンテンツは自動的にMacに保存されませんが、必要に応じてコンピュータ

からアクセスし、コンピュータ内にコピーして、保存できます。

5 Macで内部ストレージまたはアルバムにあるファイルや写真を編集することも可能で、変更は自動的

に端末に同期されます。同様に、端末でファイルや写真を編集すると、変更はMacにも同期されま

す。

この機能はiOS 10.8以降のMacコンピュータでサポートされています。

Huawei Share によるワンタッチ印刷

旅の写真、仕事のファイル、子供の宿題を端末ですぐに印刷するにはどうすればよいでしょうか？

Huawei Shareで手軽にできるワンタッチ印刷を体験してください。

Huawei Shareのワンタッチ印刷機能の使い方は簡単です。使用を開始するには、ステータスバーを下

にスワイプしてすべてのショートカットを表示し、Huawei Share を有効にします。印刷するファイルを選

択し、共有 をタップします。サポートされているプリンタが近くにあれば、検出は容易です。プリンタの名

前をタップし、プレビュー画面で設定を調整し、印刷 をタッチします。

l 現在、Huawei Shareでは画像とPDFファイルのワンタッチ印刷がサポートされています。

l サポートされているプリンタのリストを確認するには、Huawei Shareセクションで（このセクション

へは共有する写真またはPDFの「共有」アイコンをタップしてアクセスします） 詳細 をタップし、画

面を左にスワイプしてから サポートされているプリンタについて をタップするとリストが表示され

ます。

デバイス接続
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セキュリティとプライバシー

アプリロックの有効化

アプリロック機能では、重要なアプリに対してパスワードを設定することができます。端末を再起動また

は端末の画面ロックを解除し、アプリを開く場合にアプリロック解除用のパスワードの入力が求められま

す。アプリロックによって、プライベート情報をさらに保護するレイヤーが追加され、端末上の重要なアプ

リへの不正なアクセスを防止できます。

アプリロックの有効化： 設定 を開きます。セキュリティとプライバシー > アプリのロック に移動しま

す。初めてアプリロック機能を有効化する場合、パスワードとパスワード保護の質問を設定して、アプリ

ロックに入ります。アプリロック画面で、保護するアプリに対してアプリロックを有効にします。ロックされ

たアプリを初めて開くときには、パスワードを入力する必要があります。パスワードを忘れてしまった場

合は、パスワードを忘れた をタップし、パスワード保護の質問の答えを入力し、パスワードをリセットしま

す。パスワード保護を設定していない場合は、パスワードを忘れた オプションは使用できません。

アプリロックパスワードとパスワード保護の変更：アプリロック画面で  をタップし、パスワードを変更

または パスワード保護を変更 をタップすることで、アプリロックパスワードやパスワード保護を変更でき

ます。

アプリロックへのログイン中にパスワードを5回連続で間違えると、端末は1分間ロックされたままに

なります。1分後にやり直してください。パスワードをさらに3回連続で間違えると、再度ロックを解除

するには10分間待つ必要があります。

位置情報サービスの有効化/無効化

位置情報に対する権限をアプリに許可すると、アプリは常に端末の位置情報を取得できるようになりま

す。悪意のあるアプリが端末の位置情報を取得すると、損害を被ったり不正が行われたりする危険にさ

らされます。位置情報サービスは、必要に応じて有効/無効にすることができます。プライバシーを保護

し、セキュリティを確保するために、アプリに許可されている権限を定期的に監視・管理してください。

位置情報サービスの有効化/無効化： 設定 を開いて セキュリティとプライバシー > 位置情報サー

ビス に移動し、現在地にアクセス を有効または無効にします。位置情報サービスを有効にする際に

は、適切な測位モードを設定することもできます。位置情報サービスを無効にすると、プリインストール

されているソフトウェア（端末探索など）を除き、端末のすべてのアプリとサービスが位置情報を収集・使

用できなくなります。これらのアプリを使用しようとすると、システムから位置情報サービスを有効にする

よう求められます。

l 機能は通信事業者によって異なる場合があります。

l Wi-Fi対応のみのタブレット端末では、データサービスはサポートされていません。

l Huaweiは、個人情報を特定して収集するためではなく、ユーザーに必要な機能とサービスを提

供する目的でのみ位置情報データを使用します。
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屋内測位の支援機能の設定： 設定 を開いて セキュリティとプライバシー > 位置情報サービス > 詳

細設定 に移動し、Wi-FiおよびBluetoothのスキャンを有効または無効にします。Wi-Fiネットワークと

Bluetooth端末のスキャンによって、屋内測位の精度が向上します。

セキュリティとプライバシー
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バックアップと復元

データのバックアップ：データ消失の防止

端末に保存されている大切なデータが失われることのないように、データを定期的にバックアップしてデ

ータの消失に備えてください。

端末のデータは、次のいずれかの方法でバックアップできます。

l NMカード（ナノメモリカード）にバックアップする：ご利用の端末がNMカードに対応している場合は、い

つでもNMカードにデータをバックアップして、データの消失を防ぐことができます。

l 一部の端末では、NMカードがサポートされていません。

l NMカードをカードスロット2に挿入します。NMカードは正規のファーウェイカスタマーサービスセ

ンターまたはお客様サポートホームページ内でご購入いただけます。

l USBストレージデバイスにバックアップする：端末をUSB OTGケーブルで接続して、大切なデータを

USBストレージデバイスにバックアップできます。

l コンピュータまたはホームNASデバイスにバックアップする：Wi-Fiスキャンを使用して同じWi-Fiネット

ワーク上の共有フォルダを検出することで、端末内の写真やサイズの大きいファイルなどの大切なす

べてのデータをコンピュータやホームNASデバイスにバックアップできます。これにより、端末内のデ

ータの消失を防ぎ、端末のストレージに空き容量を確保できます。

USB ストレージデバイスへのデータのバックアップ

端末の空き容量がない場合や、重要なデータを外部ストレージデバイスにバックアップしたい場合、

USB OTGケーブルを使用して端末をUSBストレージデバイスに接続してデータをバックアップできます。

お使いの端末に対応したUSBストレージデバイスには、USBフラッシュドライブ、カードリーダー、SDカー

ド内蔵端末などがあります。

設定 を開き、システム > バックアップと復元 > データのバックアップ > 外部ストレージ > USBストレ

ージ に移動して、バックアップ をタップし、データを選択 画面で、バックアップするデータを選択して バ

ックアップ をタップします。

 > バックアップの暗号化 > バックアップを暗号化 に移動し、バックアップページで バックアップ

の暗号化 を有効にして、メッセージが表示されたらパスワードを設定してください。パスワードは、

後でファイルを復元するときに使用します。バックアップパスワードは忘れないようにしてください。

また、パスワードを思い出せるようにセキュリティに関する質問を設定してください。パスワードがな

いと、バックアップファイルを復元できなくなります。
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端末のリセット

キャッシュや未処理のファイルが長期間にわたって蓄積すると、端末の処理速度が遅くなることがあり

ます。そんなときは、端末をリセットすることで、キャッシュされたファイルをすべて消去し、端末の初期

設定に戻すことができます。

ネットワーク設定のリセット：Wi-Fi、モバイルデータ通信、Bluetoothの設定（テザリングやBluetoothペア

リング情報を含む）を元に戻すことができます。端末の他の設定は変更されず、データやファイルも削除

されません。

設定 を開き、システム > リセット > ネットワーク設定をリセット に移動して ネットワーク設定をリセッ

ト をタップし、画面の指示に従って設定をリセットします。

すべての設定を元に戻す：端末の初期ネットワーク設定と指紋認証/顔認証のデータおよびロック画面

のパスワードをリセットすることができます。端末探索やHUAWEI IDの設定はリセットされず、データやフ

ァイルも削除されません。

設定 を開き、システム > リセット > 全ての設定をリセット に移動して 全ての設定をリセット をタップ

し、画面の指示に従って設定をリセットします。

初期化する：アカウント設定、システム設定、アプリデータ、インストールされているアプリ、曲、画像、ド

キュメントなど、端末のメモリとストレージに保存されているすべてのデータを削除し、端末を初期化する

ことができます。端末を初期化する前にデータをバックアップしてください。

設定 を開き、システム > リセット > タブレットをリセット に移動して タブレットをリセット をタップし、

必要に応じて画面のロック解除パスワードを入力し、画面の指示に従って端末を初期化します。

バックアップと復元
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Wi-Fi とネットワーク

Wi-Fi

Wi-Fi Direct によるデータ転送

Wi-Fi Directでは、アンドロイド端末間でデータを迅速に転送できます。Wi-Fi DirectはBluetoothよりも高

速であり、端末をペアリングする必要がありません。短い距離でサイズの大きいファイルを転送するの

に適しています。

 

Wi-Fi Directでのファイルの送信： ファイル を開き、送信するファイルを長押しして、その他 > 共有 >

Wi-Fi Direct に移動します。送信先の端末が検出されたら、その名前をタップします。接続が確立され、

ファイル転送が始まります。

Wi-Fi Directでのファイルの受信：Wi-Fi を有効にします。Wi-Fi設定画面で  > Wi-Fi Direct をタップ

し、検出を有効にします。ファイル着信通知を受信したら、受信 をタップして転送を開始します。デフォ

ルトでは、受信したファイルは Wi-Fi Direct フォルダ内の ファイル に保存されます。

Wi-Fi+の概要

Wi-Fi+はWi-Fiネットワークにインテリジェントに接続し、モバイルデータ通信量を節約します。端末が既

知のWi-Fiネットワークまたは無料Wi-Fiネットワークを検出すると、自動的にWi-Fiをオンにしてそのネッ

トワークに接続します。また、端末はエリア内で 適なネットワークを自動的に選択して、 適なインタ

ーネット接続を実現します。

Wi-Fi+を有効にすると、端末で次の操作が実行できます。
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l 適なネットワークを自動的に選択して接続する：現在地の電波強度に基づいて、以前に接続したこ

とがあるWi-Fiネットワーク、無料ネットワーク、またはモバイルデータネットワークから自動的に選択し

て接続します。

Wi-Fi専用タブレットは、 適なネットワークをインテリジェントに選択して接続する場合、5GHz、接

続したことのあるWi-Fi、接続先アクセスポイントから 適なネットワークを選択します。

以下のステータスバーのアイコンで接続状態を確認できます。

l  アイコンは、ご利用の端末がWi-Fiでインターネットに接続されていることを示します。

l アンテナの左下の  アイコンは、ご利用の端末がモバイルデータ通信でインターネットに接

続されていることを示します。

l Wi-Fiの自動オン：以前に接続したことがあるWi-Fiネットワークに基づいて、特定の場所でWi-Fiが自

動的に有効になります。これにより、端末が新しいネットワークを常に検索する必要がなくなります。

l 利用可能なネットワークの品質の評価：現在利用可能なネットワークアクセスポイントを評価し、インタ

ーネットに接続できないネットワークに端末が自動接続することを防ぎます。

Wi-Fi+ のオン/オフ

設定 を開き、無線とネットワーク > Wi-Fi >  > Wi-Fi+ に移動して、Wi-Fi+ の有効化または無効

化を選択します。

l Wi-Fi+を有効にすると、端末は利用できる 適なネットワークに自動的に接続します。

l エリア内のWi-Fi+信号の強度によっては、Wi-Fi+はモバイルデータネットワークに自動的に切り

替わる場合があります。モバイルデータ通信を使用してビデオなどのサイズの大きいファイルを

ダウンロードまたは表示すると、追加料金が発生することがあります。高額なデータ通信料金を

防ぐには、適切なデータプランに加入してください。

Wi-Fi対応のみのタブレット端末では、この機能はサポートされていません。

l Wi-Fi+を有効にした後は、手動でWi-Fiを無効にした場合でも、以前に接続したことのある有効な

Wi-Fiネットワークが検出されると、端末はWi-Fiネットワークに自動的に切り替わる場合がありま

す。

他の端末とのモバイルネットワークの共有

モバイルデータ通信を友人と共有することができます。

 

Wi-Fi とネットワーク
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Wi-Fi対応のみのタブレット端末では、データサービスはサポートされていません。

Wi-Fiアクセスポイントを使用したモバイルデータ通信の共有： 設定 を開き、無線とネットワーク > テ

ザリングとポータブルアクセス > ポータブルWi-Fiアクセスポイント > アクセスポイントを設定 に移動しま

す。Wi-Fiアクセスポイントの名前、暗号化タイプ、パスワードを設定してから 保存 をタップして、アクセ

スポイントを有効化して使用できるようにします。

共有モバイルデータ通信でのデータ通信量の上限の設定：設定 > 無線とネットワーク > テザリング

とポータブルアクセス > ポータブルWi-Fiアクセスポイント に移動し、データ通信量の上限 をタップ

して、単一のセッションでのデータ通信量の上限を設定します。この上限に達すると、端末によって

アクセスポイントが自動的に無効になります。

Bluetoothを使用したモバイルデータ通信の共有：Bluetoothを使用してご利用の端末を別の端末に接

続してから、Bluetoothテザリングを有効にしてモバイルデータ通信を共有します。 設定 を開いて、

無線とネットワーク > テザリングとポータブルアクセス に移動し、Bluetoothテザリング を有効にします。

ペアリングした端末の Bluetooth 設定画面で、ペアリングした端末の隣にある  をタップし、インター

ネットアクセス を有効にしてインターネット接続を確立します。これにより、モバイルデータ通信を共有で

きるようになります。

USBを使用したモバイルデータ通信の共有：USBケーブルを使用して、端末をコンピュータに接続しま

す。 設定 を開き、無線とネットワーク > テザリングとポータブルアクセス に移動し、USBテザリング

を有効にして、モバイルデータ通信の共有を開始します。

Wi-Fi とネットワーク
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お使いのコンピュータのOSによっては、この機能を使用する前に、デバイスドライバをインストール

したり、コンピュータ上に該当するネットワークを確立したりする必要が生じることがあります。詳細

については、お使いのコンピュータのOSガイドをご参照ください。

Wi-Fi とネットワーク
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アプリと通知

ツインアプリ：1 度に 2 つのソーシャルメディアアカウントにロ

グイン

LINEやFacebookなどのSNSアプリに2つの異なるアカウントで同時にログインしてアカウントの切り替え

ごとにアプリを起動し直すことなく使用したいと思ったことはありませんか？ツインアプリ機能では、LINE

やFacebookにおいて2つのアカウントで同時にログインし、仕事用とプライベート用で使い分けることが

可能になります。

ツインアプリ機能は、WeChat、QQ、LINE、Facebook、Snapchat、WhatsApp、Messengerでのみ有効

です。この機能を使用する前に該当のアプリの 新バージョンをダウンロードしてください。

設定 を開きます。アプリ > ツインアプリ に移動して、必要に応じてWeChat、QQ、LINE、Facebook、

Snapchat、WhatsApp、Messengerに対してツインアプリ機能を有効にします。

ツインアプリ機能を有効にしたら、ホーム画面上にWeChat、QQ、LINE、Facebook、Snapchat、

WhatsApp、Messengerのアプリのアイコンが2つ表示されます。これは同時に同一アプリに対して2つの

アカウントでログインできることを示しています。ツインアプリが有効になっているアプリのアイコンを長

押しし、「閉じる」にドロップするとアンインストールの確認メッセージがポップアップされるので、OKをタッ

プすると、ツインアプリ機能を無効にできます。
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サウンドと表示

通知の鳴動制限モードの設定

通知の鳴動制限モードでは、知らない人からの着信がブロックされ、選択した連絡先からの着信または

メッセージ受信の場合にだけ通知されます。

設定 を開いて、サウンド > 通知の鳴動制限 に移動し、通知鳴動制限モード をタップして以下のい

ずれかのオプションを選択します。

l 重要な連絡先からの着信とメッセージの許可：優先度の高い通知のみ鳴動 を選択し、優先度の高い

着信/通知を定義 をタップして、着信またはメッセージ送信を許可する連絡先を設定します。

l アラーム通知の許可：アラームの割り込みを許可するには、アラームのみ を選択します。

l すべての鳴動の無効化：鳴動させない を選択してすべての着信音、バイブレーション、アラームを無

効にし、さらに着信、メッセージ受信、アラームで画面が点灯しないようにします。

l 通知の鳴動制限モードで優先的な割り込みやアラームが許可されていると、一部のサードパー

ティ製アプリが着信音を鳴らすことがあります。アプリ内の設定を使用して、そのようなアプリから

の通知をミュートにしてください。

スケジュールルール：設定した時間（週末や夜など）に鳴動を制限します。時間帯 をタップして期間と繰

り返しサイクルを設定し、時間帯 を有効にします。

イベントルール：会議やイベントの開催中に鳴動を制限します。予定 をタップしてカレンダーの予定を設

定し、予定 を有効にします。

画面設定の変更

必要に応じて、端末上のフォントサイズを変更したり、画面の明るさを調整できます。

設定 を開いて 画面 をタップすると、以下の操作を行うことができます。

l 画像とフォントサイズの変更：テキストサイズと表示サイズ をタップし、スライダーを必要に応じてドラ

ッグします。

l 縦画面と横画面の自動切り替え：その他の表示設定 > 画面の自動回転 に移動し、スイッチをオンに

切り替えます。または、ステータスバーを下にスワイプすると、通知パネルが開くので、  を有効に

します。

l 色温度の調整：色温度 に移動します。システムが推奨するプリセットの デフォルト、暖色、または 寒

色 オプションから選択できます。または、円上の任意の場所をタップするか、スポットをドラッグして色

温度を手動で調整します。

l 画面解像度の自動調整：スマート解像度 をタップし、スマート解像度 を有効にします。そうすると、ご

利用の端末が自動的に画面の解像度を調整し、消費電力を削減します。

l スリープモードでの充電中にスクリーンセーバーを表示する：その他の表示設定 > スクリーンセーバ

ー に移動して、スクリーンセーバー を有効にします。次に、写真 および 時間 を設定します。設定が

完了すると、充電中にスリープモードに入った場合、端末には写真のスライドショーが表示されます。
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l ステータスバーで詳細情報を表示する：その他の表示設定 をタッチしてから、好みに応じて 通信事

業者名を表示 または 通信速度を表示 を有効にします。

Wi-Fi対応のみのタブレット端末では、この機能はサポートされていません。

サウンドの設定

映画を観たり、ゲームをしたりするときには、端末のサウンド設定が自動的にステレオサウンドに切り替

わって 適なオーディオ体験が実現します。また、さまざまな状況での着信音や音声通知を設定するこ

ともできます。

システム音量の調整：音量ボタンを押しながら  をタップすることで、着信音、メディア、アラーム、通

話時の音量を調整できます。

また、システム設定で音量を調整することもできます。 設定 を開いて サウンド をタップし、音量

スライダーをドラッグして音量を調整します。

サウンドモード、バイブモード、サイレントモードの切り替え：ステータスバーを下にスワイプして、ショート

カットパネルを開きます。  をタップして、サウンド、サイレント、バイブ モードを簡単に切り替えること

ができます。

 

キーパッドと通知音の有効化： 設定 を開いて サウンド > その他のサウンド設定 に移動し、キーパ

ッドと通知音を有効／無効にします。

タブレットをサイレントモードに設定する：サウンド 画面で、サイレントモード を有効にします。サイレント

モード を有効にした後、サイレントモード時のバイブ を有効にします。これにより、着信があったときに

画面が点灯して端末が振動するようになります。

着信音と通知音のカスタマイズ：サウンド 画面で、カスタム着信音を選択するか、通知 を使用します。

サウンドと表示
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ストレージ

メモリおよびストレージのステータスの確認

長時間端末を使用すると、メモリとストレージがどのくらい残っているか心配になります。端末のメモリと

ストレージの情報を表示すると、メモリとストレージの使用状況を監視することができ、クリーンアップ実

行の目安となります。

一部の端末では、microSDカードがサポートされていません。

設定 を開いて ストレージ をタップし、メモリの使用状況を確認します。使用可能なストレージ容量

に基づいて、適切なタイミングで空き容量を確保します。

空き容量の確保（推奨）：クリーンアップ を選択すると、アプリの使用状況の詳細を表示できます。また、

スキャン結果に基づき、推奨に従ってシステムのクリーンアップを実行したり、対象を指定してクリーン

アップを実行したりできます。
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システム

一般設定

システム言語の変更

必要に応じて、端末のシステム言語を変更することができます。

設定 を開き、システム > 言語と文字入力 > 言語 に移動して、使用する言語を選択します。使用す

る言語がリストされていない場合は、言語を追加 をタップして追加の言語を検索してください。

システムの日付と時刻の設定

海外への旅行時やSIMカードの変更時には、ご使用の端末に現地のモバイルネットワークから提供さ

れた日付と時刻が自動的に表示されます。手動で日付と時刻を調整したり、時刻形式を変更したり、ロ

ック画面にデュアルクロックを設定したりすることもできます。

設定 を開き、システム > 日付と時刻 に移動します。ここから、以下の操作を行うことができます。

l 日付と時刻の変更：自動設定 を有効にすると、端末の日付と時刻をモバイルネットワークと同期でき

ます。自動設定 を無効にすると、日付と時刻を手動で設定できます。

l タイムゾーンの変更：自動設定 を有効にすると、端末のタイムゾーンをモバイルネットワークのタイム

ゾーンと同期できます。自動設定 を無効にすると、タイムゾーンを手動で設定できます。

Wi-Fi対応のみのタブレット端末では、この機能はサポートされていません。

l 時刻形式の変更：24時間表示 を有効にすると、時刻形式を24時間に設定できます。24時間表示 を

無効にすると、時刻形式を12時間に設定できます。

l ロック画面でのデュアルクロック設定：自国以外でローミングしている場合は、ご使用の端末に現地の

モバイルネットワークから提供された日付と時刻が自動的に表示されます。デュアルクロック を有効

にし、ホーム都市 を設定すると、ロック画面にデュアルクロックを表示できます。一方の時計には現地

の時刻、もう一方の時計には自国の時刻が表示されます。

Wi-Fi対応のみのタブレット端末では、この機能はサポートされていません。
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ネットワーク提供の
日付と時刻

選択した都市の
日付と時刻

タブレットでのドキュメントや写真の印刷

タブレットをWi-Fi経由でプリンターに接続すると、ドキュメントや写真を簡単に印刷できます。

l Mopriaでは、タブレットからMopria認証プリンターに直接印刷できます。プリンターはタブレットに

Wi-Fi経由で接続します。

l ご利用のプリンターがMopria認証プリンターではない場合、プリンターメーカーからご利用のモデ

ル用のプラグインを取得してください。

1 タブレットとプリンターを同じWi-Fiネットワークに接続します。

l プリンターのアクセスポイントへの接続：プリンターに無線アクセスポイントがある場合、プリンタ

ーのマニュアルの指示に従ってアクセスポイントを有効にし、パスワードを設定します。タブレット

で 設定 を開いて 無線とネットワーク > Wi-Fi に移動します。Wi-Fi を有効にしてプリンター

のアクセスポイントを選択し、画面の指示に従って接続を確立します。

l Wi-Fi Directでの接続：プリンターがWi-Fi Directに対応している場合、プリンターのマニュアルの

指示に従ってこの機能を有効にします。タブレットで 設定 を開いて 無線とネットワーク >

Wi-Fi に移動します。Wi-Fi を有効にして  > Wi-Fi Direct をタップし、検出されたデバイスの

リストから使用するプリンターを選択します。

l ルーターへの接続：プリンターのWi-Fiを有効にして宅内のルーターに接続します。タブレットで

設定 を開いて 無線とネットワーク > Wi-Fi に移動します。Wi-Fi を有効にしてルーターを選

択し、画面の指示に従って設定を完了します。
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2 設定 を開きます。デバイス接続 > 印刷 > デフォルト印刷サービス に移動して デフォルト印刷

サービス が有効になっていることを確認します。検索結果からプリンターを選択して画面の指示に

従い手動でプリンターを追加します。

3 これでタブレットから直接印刷できます。

l 画像の印刷：ギャラリー に移動します。印刷したい画像を開き、その他 > 印刷またはPDF出力

に移動して、画面の指示に従い画像をプリンターに送信します。

l Webページの印刷：印刷したいWebページをブラウザで開いて、メニューから印刷オプションを選

択します。

l ドキュメントの印刷：オフィスアプリ等で印刷したいドキュメントを開いて、メニューから印刷オプシ

ョンを選択します。

l メモの印刷： メモ帳 を開きます。印刷したいメモを開き、 印刷 に移動して、画面の指示

に従いメモをプリンターに送信します。
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法律上の注意事項

法律上の注意事項

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019.All rights reserved.

本書は、Huawei Technologies Co., Ltd. およびその関連会社 （以下「Huawei」） の書面による事前の同

意なくいかなる形式や方法でも、複製または転載することはできません。

本書に記載されている製品には、Huawei およびライセンス許諾者の著作権のあるソフトウェアが含ま

れている場合があります。いかなる方法によっても上記ソフトウェアを複製、配布、変更、逆コンパイル、

逆アセンブル、暗号解読、抽出、リバースエンジニアリング、貸借、譲渡またはサブライセンス許諾を行

ってはなりません。ただし、そのような制限が適用法により禁止されている場合、またはそのような行為

が各著作権保持者により承認されている場合を除きます。

商標と許可

、  と はHuawei Technologies Co., Ltdの商標または登録商標です。

Android™はGoogle LLC の商標です。

Bluetooth® およびそのロゴはBluetooth SIG, Inc.の登録商標です。Huawei Technologies Co., Ltdによる

この商標の使用はライセンス供与されています。

本書内に記載されるその他の商標、製品、サービスおよび会社名は、それぞれの権利者に帰属しま

す。

注意

本書に記載されている製品とその付属機器の一部の機能は、インストールされているソフトウェア、ロー

カルネットワークの機能と設定などに依存するため、現地のネットワーク事業者またはネットワークサー

ビスプロバイダによって有効にできない場合や制限されていることがあります。

そのため、本書に記載される説明は、購入された製品またはその付属品と完全に一致しない場合があ

ります。

Huawei は、事前通知または法的責任を負うことなく、本書に記載されている情報や仕様を変更または

修正する権限を有しています。

他社製ソフトウェアに関する記述

Huaweiは、本製品に付属されている他社製ソフトウェアおよびアプリケーションの知的財産権を所有し

ていません。そのため、Huaweiは他社製のソフトウェアおよびアプリケーションに対して、いかなる保証

もいたしません。また、Huawei は、他社製のソフトウェアおよびアプリケーションを使用するお客様にサ

ポートを提供すること、及び他社製の当該ソフトウェアおよびアプリケーションの機能や性能に関して一

切の責任を負いません。

他社製のソフトウェアおよびアプリケーションサービスは、事前の予告なく中断または終了されることが

あります。また Huawei はいかなるコンテンツやサービスの可用性を保証いたしません。他社のサービ

スプロバイダは、Huawei の管理下にないネットワークや送信ツールを使ってサービスやコンテンツを提
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供します。Huawei は他社のサービスプロバイダが提供するサービスや、他社のコンテンツやサービス

の中断や終了に関する補償を行ったり、責任を負わないことを、適用法が許容する 大範囲まで行使

します。

Huawei は、本製品にインストールされているソフトウェアの合法性、品質などに関して、あるいは他社

がアップロードまたはダウンロードしたテキスト、画像、ビデオ、ソフトウェアなどいかなる形式の制作物

に関しても責任を負いません。お客様は、ソフトウェアのインストールや他社の制作物のアップロードま

たはダウンロードに起因する、任意またはすべての結果（ソフトウェアと本製品の非互換性など）に対し

てリスクを負うものとします。

本製品はオープンソースのAndroid™プラットフォームを使用しています。Huawei は、このプラットフォー

ムに対して変更を加えています。そのため、本製品は標準の Android プラットフォームがサポートして

いる機能をすべてサポートしているとは限りません。また、他社製のソフトウェアと互換性がない場合も

あります。Huawei はこうした互換性に対していかなる保証や表明も行わず、明示的に一切の責任を負

いません。

免責事項

本書の内容は現状のままで提供されます。適用法により必要とされる場合を除き、本書の正確性、信

頼性、内容に関して、販売性、特定目的との適合性などを含む（ただしこれらに限定されない）明示また

は非明示の保証を行いません。

Huaweiは適用法が許容する 大範囲まで、特殊な損傷、故意による損傷、間接的または誘発的損傷、

あるいは利益、業務、収益、データ、信用、または予定していた利益の損失に対する責任を負いませ

ん。

本書に記載されている製品の使用に起因して生じるHuaweiの 大責任範囲（この制限は、適用法が当

該制限を禁止する範囲まで、個人的な負傷に対する責任には適用されない）は、お客様が本製品に支

払った購入代金を上限とします。

輸出入規制

お客様は輸出入に関して、該当するすべての法律および規制に従い、ソフトウェアや技術情報など、本

書に記載されている製品の輸出、再輸出、または輸入に必要な全ての公的許可やライセンスを取得す

る責任を負うものとします。

個人情報とデータセキュリティ

本端末で一部の機能またはサードパーティ製アプリケーションを使用した結果、個人情報やデータが失

われたり、第三者によるアクセスが可能になってしまう恐れがあります。個人情報を保護するために、

以下に示す措置を講じることをお勧めします。

l 本端末を安全な場所に置いて、不正に利用されないようにします。

l 本端末上で画面ロックを設定し、そのロックを解除するパスワードやロック解除パターンを作成しま

す。

l メモリカードや本体のメモリに保存されている個人情報を定期的にバックアップします。 別のデバイス

に変更する場合、必ず以前のデバイスの個人情報を移動または削除します。

l ウィルスへの感染を防ぐために、見知らぬ人からのメッセージまたはメールは開かないようにします。

法律上の注意事項
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l 本端末を使用してインターネットを閲覧する場合、個人情報が盗まれないようにするために、セキュリ

ティ上のリスクが懸念されるWebサイトにはアクセスしないようにします。

l Wi-FiテザリングやBluetoothなどのサービスを利用する場合、これらのサービスに対してパスワードを

設定して不正なアクセスを防ぎます。これらのサービスを使用していない場合は、サービスをオフにし

てください。

l セキュリティソフトをインストールして、定期的にウィルススキャンを実行します。

l サードパーティ製アプリケーションは必ず正規の場所から入手してください。ダウンロードした他社製

アプリケーションに対して、ウィルスチェックを実行してください。

l Huaweiや正規のサードパーティ製アプリケーション提供者がリリースしているセキュリティソフトやパッ

チをインストールしてください。

l 非公式のサードパーティ製ソフトを使用して更新すると、端末が故障したり、個人情報が危険にさらさ

れる可能性があります。ご利用の端末のオンラインによる更新機能から更新するか、Huaweiの公式

ウェブサイトから該当する製品モデルの正規の更新パッケージをダウンロードすることをお勧めしま

す。

詳細情報

以下の方法でHuawei端末に関する詳細情報を入手できます。

l 詳細情報を確認するには、https://consumer.huawei.com/jp/ をご覧ください。

l HiCare で、現地のコールセンターの一覧、店舗の所在地、サービス情報（保証方針など）などが確認

できます。

取扱説明書のダウンロード、FAQの確認、個人情報の確認を行うには、https://

consumer.huawei.com/jp/ にアクセスしてください。

製品に関する重要な法的情報を確認するには、設定 > システム > タブレット情報 > 法律情報 に移動

します。

詳細については、https://consumer.huawei.com/jp/ をご覧ください。

法律上の注意事項
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ご利用の国や地域の最新のホットラインおよびメールアドレスについては、
https://consumer.huawei.com/en/support/hotline をご確認ください。

モデル: JDN2-L09
           JDN2-W09
           
            
 
EMUI9.0.1_01

 

            

本書は参考用です。色、サイズ、および画面のレイアウトを含む（ただしこれらに限定
されない）実際の製品は異なる場合があります。この取扱説明書に記載されているすべて
の記述、情報、および推奨事項は、明示または非明示の保証を行うものではありません。

【重要】
本端末で最後にログインした「Googleアカウント」を忘れないようにしてくだ
さい。

本端末には、他人に無断で使用されないように端末を保護することを目的として、
Googleアカウントによる「端末保護機能」が搭載されております。本端末で
最後にログインした「Googleアカウント」を忘れないようにしてください。
工場出荷設定への復元やmicroSDカードを使用した更新などを行う際に、本端末で
最後にログインしたGoogleアカウントの入力が必要になる場合があります。
Googleアカウントを忘れた場合、有償修理（保証期間内含む）が必要となります
のでご注意ください。
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