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重要

本書には著作権法によって保護されている機密情報が含まれています。本
書に記載されている情報は、予告なしに変更されることがあります。本書
に掲載されている画像はすべて参照用で、お使いのコンピュータに適用さ
れない情報や機能を含むことがあります。Acerグループは、本書に含まれ
る技術的または編集上の誤りまたは欠如について一切責任を負いません。

Acer ID にサインアップし、Acer Remote Files を 
有効にする

ホーム画面から Acer Portal を開き、Acer ID にサインアップする     
か、すでに Acer ID をお持ちの場合はサインインしてください。

Acer ID を取得する大きな理由として次の 3 つがあります。

• 無料の Acer Remote Files アプリを使用して他のデバイスか    
らご使用の PC へのリモートアクセスが可能

• 新のセールと製品情報を入手可能

• ご使用のデバイスを保証サービスに登録可能
詳しくは、次の AcerCloud ウェブサイトをご覧ください。www.acer.com/acercloud
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タブレット  PC の使い方

機能と特長
このタブレット PC では、マルチメディアやエンターテイメント機能  
に簡単にアクセスすることができます。このタブレット PC でできる  
ことには、次のようなものがあります。

• Wi-Fi を介してインターネットに接続できます。

• 移動しながら電子メールにアクセスできます。

• 連絡先やソーシャルネットワークアプリケーションで友達と繋
がっていることができます。

梱包内容
このタブレット PC は保護材付きの箱に入っています。注意しながら  
箱を開けて、製品を取り出してください。次のアイテムが不足してい
る、あるいは破損している場合は、直ちに販売店へお知らせください。

• Acer Iconia A1-830 タブレット PC

• 製品の設定と安全の情報

• USB ケーブル

• AC アダプタ

• 保証書
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タブレットの紹介

六面図など

番号 アイテム 説明

1 マイクロフォン
ビデオチャットおよびインターネット電
話のオーディオを聞けるようにします。

2 Micro USB ポート

（スレーブ）

USB ケーブルでコンピュータと接続し 

ます。AC アダプタ用の充電ポートにも 

なります。詳細については、7 ページの 

「タブレット PC の使い方」を参照してく  

ださい。

3 3.5 mm ヘッドフォン

ジャック
ステレオヘッドフォンに接続します。

4 正面カメラ
ビデオチャットや自画像を撮影できる

2 メガピクセルのカメラです。

5 タッチスクリーン
7.9 インチ、1024 x 768 ピクセル静電容    

量方式タッチスクリーン。

6 背面カメラ
高解像度の画像を撮影できる 5 メガピク  

セルのカメラです。
7 ステレオスピーカー 音が出ます。

3

4

5

8

9

10

7

6

21
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8 電源ボタン

長押しするとタブレット PC がオンにな  

り、短く押すとスクリーンのオン／オ
フを切り替えたり、スリープモードに
入ったりします。長押しすると、タブ
レット PC はオフになります。

9 音量調整キー
タブレット PC の音量を上げたり、下げ  

たりします。

10
microSD  
カードスロット

microSD カードをスロットに挿入します。

番号 アイテム 説明
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タブレット  PC の使い方

充電
初めてご使用になる際は、タブレット PC を 低でも 4 時間充電して   
ください。その後は必要に応じて再充電します。

電源アダプタを接続する

USB ケーブルの太い端を電源アダプタ本体にスライドさせます（方 
向を合わせないと入りません）。

注意

充電器の図は参照専用です。実際の構成は異なることがあります。
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電源への接続

タブレット PC に電源コネクタを接続し、AC アダプタの側を AC コン     
セントに接続します。

初めてオンにする
タブレット PC をオンにするには、Acer ロゴが表示されるまで電源   
ボタンを長押しします。タブレット PC が起動するまで少々お待ちく  
ださい。いくつかの質問に答えると、タブレット PC を使用できるよ  
うになります。

警告
デバイスを充電する際は、必ず付属の電源アダプタをお使いください。

注意

充電中またはタブレット PC を長時間使用したときに、表面が暖かくなるの  
は正常な状態です。
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開始するには、言語を選択して［Start（開始）］をタップします。画面
の指示に従ってください。

タブレット PC の画面が消えた場合は、スリープモードになっていま  
す。スリープモードから復帰するには、電源ボタンを短く押します。
詳細については、19 ページの「タブレット PC を復帰させる」を参照   
してください。

Google へのサインインまたは作成

インターネットにアクセスできる場合は、タブレット PC で情報を  
Google アカウントと同期できます。

スタートアップ時に、連絡先リスト、電子メール、カレンダー、その
他の情報を同期するためのアカウントを作成したり、サインインした
りします。インターネットにアクセスできない場合、またはこの機
能を使用したくない場合は、［Skip（スキップ）］をタップします。

重要

このタブレット PC で Gmail、ハングアウト、Google カレンダー、その他の    
Google アプリを使用したり、Google Play からアプリケーションをダウン   
ロードしたり、設定を Google サーバーにバックアップしたり、その他の  
Google サービスを利用したりするためには、Google アカウントにサイン  
インする必要があります。 
Android 2.0（以降）がインストールされた別のデバイスから既存の設定を 
復元するには、セットアップ時に Google アカウントにサインインする必  
要があります。セットアップが完了した後では、設定は復元されません。
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個人の連絡先や仕事の連絡先など、複数の Google アカウントがある  
場合は、［Accounts settings（アカウント設定）］セクションからそれ 
らにアクセスし、同期することができます。47 ページの「複数の 
Google アカウント」を参照してください。

タッチスクリーンを使う
タブレット PC ではタッチスクリーンでアイテムを選択したり、情報  
を入力したりします。指でスクリーンをタップしてください。

タップ：スクリーンに 1 回触れるとアイテムが開き、オプションが選  
択されます。

ドラッグ：スクリーン上で指をドラッグしてテキストや画像を選択し
ます。

タップアンドホールド：アイテムをタップアンドホールドすると、そ
のアイテムで実行できるアクションリストを見ることができます。開
いたポップアップメニューで実行したいアクションをタップします。

スクロール：スクリーンを上または下にスクロールするには、スク
ロールしたい方向にスクリーン上で指をドラッグします。

ホーム画面
タブレット PC を開始したり、省電力モードから復帰すると、ホーム  
画面が表示されます。この画面からウィジェットやアプリのショート
カットを使用して、情報や簡単なコントロールにすばやくアクセスで
きます。ウィジェットは時刻、天気などの情報を表示したり、追加
コントロールやアプリケーションへの直接アクセスを提供します。タ
ブレット PC にプレインストールされているウィジェットもあれば、  
Google Play からダウンロードできるウィジェットもあります。
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ホーム画面には便利なコントロールや情報が表示されています。

検索

アプリケーションやファイル、または情報をインターネッ
ト上で検索するには、左上隅にある［Google］アイコンを
タップします。

検索したいテキストを入力してください。矢印をタップするか、Enter
キーを押してインターネットを検索します。またはリストに表示され
る候補、アプリケーション、またはファイルの 1 つをタップします。

インターネットを検索または参照するには、ワイヤレスネットワークに
接続されている必要があります。23 ページの「オンラインにする」を 
参照してください。

Google 検索による検索対象も選択できます。検索時にキーボードを 
非表示にするには、［Hide（非表示）］ボタン（［Back（戻る）］に代
わって表示）をタップします。次に、［Menu（メニュー）］アイコン > 
［Settings（設定）］ >［Tablet search（タブレット PC 検索）］をタッ    
プします。Google 検索で検索したいアプリケーションを選択します。

音声検索

音声検索を使用できる場合は、マイクロフォンをタップして検索リク
エストを話します。26 ページの「音声検索」を参照してください。

検索

ナビゲーション

アプリケーション

時間と状態

ウィジェット

メニュー

注意

付属アプリは、地域や構成に応じて異なります。
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ナビゲーション

メニューやオプションを見るために、左下
隅に 3 つ（またはそれ以上）のアイコン  
が表示されます。

戻る

このアイコンをタップすると、前のページに戻ります。または
メニューの 1 つ上のレベルに上がります。このアイコンは場合  
によっては隠すアイコンになります（キーボードまたは 近使
用したアプリケーションのリストが表示されているときなど）。

ホーム

このアイコンをタップすると、直接ホーム画面が開きます。

近開いたページ

このアイコンをタップすると、 近開いたアプリケーションを見るこ
とができます。アプリケーションをタップするとそれが開きます。ま
たスクリーンをどこでもタップすると、ホーム画面に戻ります。

拡張ホーム画面

初期ホーム画面のどちらかの端が拡張して、ウィジェットを追加した
り、ショートカットを整理したりするスペースを作ります。拡張した
ホーム画面を表示するには、指で左または右へスワイプします。

左右に 2 ページずつ、合計で 5 ページです。いずれかのスクリーンを    
変更したり、ウィジェットを追加したりするには、15 ページの「ホー 
ム画面を個人化する」を参照してください。

アプリケーションメニュー

アプリケーションメニューにはタブレット PC で使用できるアプリ  
ケーションおよびウィジェットが表示されます。

アプリケーションはアルファベット順に表示されます。アプリケー
ションをさらに表示するには、左にスワイプします。アプリケーション
の 後のページが表示されている状態で、左にスワイプするとタブ
レット PC で使用可能なウィジェットが表示されます。15 ページの   

「ホーム画面を個人化する」を参照してください。

Google Play を開くには、［Play Store（Play ストア）］アイコンをタッ    
プします。

戻る ホーム 近

ページ
開いた

隠す
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ホーム画面にアプリケーションを追加する

ショートカットをホーム画面のページの 1 つに追加するには、アイ  
コンをタップアンドホールドします。アイコンの 1 つを選択すると、  
初期のホーム画面が表示されます。選択したアイコンは、任意の拡張
ホーム画面にドラッグできます。

状態と通知領域

画面の上部に状態と通知のアイコンが表示
されます。右上の領域には、時刻、バッテ
リーの状態、接続状況など、さまざまな情報
が表示されます。左上の領域には、新規メッ
セージなどのイベントアイコンが表示され
ます。

現在のダウンロードなどの通知詳細を表示したり、音楽の再生中に
「再生／一時停止」、「次のトラック」などメディアコントロールを表
示したりするには、左上側から下へスワイプします。システムコント
ロールを表示するには、右上側から下へスワイプします。

時間信号 バッテリー
充電状態強度
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状態と通知のアイコン

接続アイコン 

バッテリー状態アイコン 

通知アイコン

注意

デバイスに表示されるアイコンは、接続に応じて異なります。

アイコン 説明 アイコン 説明

ワイヤレスネットワー
クに接続されています
（波形は信号の強さを示
しています）

Bluetooth がオンです

フライト モード（ワイ

ヤレス接続は切断され
ています）

Bluetooth デバイスに

接続されています

アイコン 説明 アイコン 説明

バッテリーの残量が非常
に少なくなっています

バッテリーが完全に充
電されています

バッテリーの残量が少な
くなっています

充電中です

バッテリーが一部消耗
しています

注意

デバイスのバッテリーの温度が高くなりすぎると通知が表示され、デバイス
をオフにするよう指示されます。オフにしないでいると、自動的にシャット
ダウンされます。

アイコン 説明 アイコン 説明

アラームが設定されて
います

スピーカーが無音に
なっています

新規 Gmail メッセージ
タブレット PC のマイ

クロフォンがオフです
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ホーム画面を個人化する

アプリケーションのショートカットやウィジェットを追加したり、削
除したり、あるいは壁紙を変えるなどして、ホーム画面を個人化する
ことができます。

ショートカットまたはウィジェットの追加と削除

ショートカットまたはウィジェットを追加するには、ホーム画面の下
部中央にある［APPS（アプリ）］アイコンをタップします。

［APPS（アプリ）］メニューには、アプリケーションへのショートカッ
トのリストがあり、ホーム画面へドラッグできます。

［WIDGETS（ウィジェット）］をタップすると、ホーム画面に追加で
きる小さいアプリケーションおよびリンク（カスタムショートカッ
ト、連絡先、ブックマークなど）が表示されます。ウィジェットとは
小さいアプリケーションで、常時更新された情報、およびアプリケー
ションや特殊機能へのクイックショートカットを表示します。

新規ハングアウト 
メッセージ

GPS がオンです

近日のイベント
GPS から位置データを

受信しています

曲が再生されています
データを同期してい 
ます

SD カードまたは USB 
メモリがいっぱいです

同期がオンです

タブレット PC が  
USB を介して PC に接

続されています

サインインまたは同期
に問題があります

アプリケーションのアッ
プデートがあります

データをアップロード
しています

システムのアップデート
があります

データをダウンロード
しています

VPN（Virtual private 
network）の状態

アイコン 説明 アイコン 説明
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ホーム画面にアプリまたはウィジェットを移動するには、そのアイテ
ムが選択されるまでタップアンドホールドします。ホーム画面が開き
ます。画面の空いたエリアにアイテムをドラッグしてください。アプ
リまたはウィジェットに関する情報を表示するには、画面上部にある
アイコンまでドラッグします。

アイテムを別のホーム画面に移動させるには、画面の端にドラッグす
ると、ホーム画面がその方向のスクリーンに切り替わります。アイテ
ムを正しい位置に合わせた後でアイテムを離します。

ウィジェットをサイズ変更する

大部分のウィジェットは拡大できます。したがって、必要な情報を表
示するためのスペースを作ることができます。ホーム画面に配置した
後でウィジェットを選択するには、タップアンドホールドします。
4 個の菱形が各辺に表示されます。菱形をタップしてウィジェットが 
適切なサイズになるまでドラッグしてください。［Back（戻る）］を
タップして終了します。

ホーム画面からアイテムを削除する

ホーム画面からアイテムを削除するには、画面の上部に
［Remove（削除）］オプションが表示されるまでアイテムを
タップアンドホールドします。［Remove（削除）］オプ
ションにアイテムをドラッグしてください。

ホーム画面の画像を変更する

ホーム画面にある任意の空いた場所をタップアンドホールドします。
あらかじめフォーマットした壁紙セット、ギャラリーに保存されてい
る画像、えり抜きの壁紙、またはアニメーションやインタラクティブ
な背景を集めたライブ壁紙から選択できます。

注意

一部のウィジェットはサイズを変更できません。
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オンスクリーンキーボード
テキストを入力するためにテキストボックスをタップすると、オンス
クリーンキーボードが表示されます。キーをタップしてテキストを入
力してください。

数字と特殊文字を入力するには［?123］ボタンをタップし、［~ \ {］  
キーをタップすると詳細なオプションが表示されます。キーをタップ
アンドホールドすると、アクセント付き文字、関連記号などの代替文
字（このキーにある場合）を選択できます。

Google キーボードの設定を変える

別のキーボード言語に変えたり、設定を変えたりするには、
［Input options（入力オプション）］キーをタップした後、［Input 
languages（入力言語）］または［Google keyboard settings（Google  
キーボードの設定）］を選択します。これらの設定には自動修正とキー
ボードのサウンドがあります。

注意

キーボードのレイアウトは、必要とするアプリケーションと情報によって
若干変わります。
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予測テキストまたは自動修正

Google キーボードには予測テキスト入力機能があります。単語の文 
字をタップすると、入力した文字に続く単語候補か、入力間違いを想
定した似たような単語がキーボードの上に表示されます。キーを押す
ごとに、単語リストも変化します。必要な単語が表示されたら、それを
タップするとテキストに入力できます。

Google キーボードで予測テキストをオン／オフにするには、［入力オ 
プション］キーをタップした後 ［Google keyboard settings（Google   
キーボードの設定）］をタップします。［Auto correction（自動修正）］ 
または［Show correction suggestions（修正候補を表示する）］を  
タップして、オプションの 1 つを選択します。

テキストの編集
テキストボックスに入力したテキストなどは、特定のアプリケーション
で選択して編集することができます。選択したテキストは切り取った
り、コピーしたりして、後から同じアプリケーションや別のアプリ
ケーションへ貼り付けることができます。

テキストの選択

切り取り、コピー、削除、置き換えたいテキストを選択するには、次
の手順に従ってください。

1.選択したいテキストをタップします。このテキストを選択できる場
合は、テキストの下にカーソルが挿入されます。

2.選択したいテキストや単語をタップアンドホールドします。選択し
たテキストは、各選択の 後にタブが付いてハイライトされます。

3.どちらかのタブをドラッグすると、選択したテキストの量を増やし
たり、減らしたりすることができます。または［SELECT ALL（す 
べて選択）］をタップします。

4.テキストを切り取ったり、コピーしたりするには、［CUT（切り取
り）］ボタンまたは［COPY（コピー）］ボタンをタップします。

注意

一部のアプリケーションはテキスト選択に対応していないか、特定の領域
でしかサポートしていなかったりします。アプリケーションによっては、テ
キストを選択するための特別コマンドがある場合があります。
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テキストの挿入

新しいテキストを入力したり、コピーしたテキストを追加したりする：

1.テキストを挿入する場所をタップします。このテキストを選択でき
る場合は、テキストの下にカーソルが挿入されます。単語を置換す
るには、単語をダブルタップします。いずれのケースでも、テキス
トを事前にコピーした場合は、［PASTE（貼り付け）］ボタンが表示
されます。

2.カーソルが目的の位置にない場合は、適切な位置までドラッグして
ください。

3.テキストを入力または削除するか、［PASTE（貼り付け）］ボタンを
タップしてテキストを変更します。

タブレット PC を復帰させる

スクリーンが消画になっており、スクリーンをタップしてもタブレッ
ト PC が反応しない場合は、ロックされてスリープモードに入ってい  
ます。

タブレット PC を復帰させるには、電源ボタンを押します。するとタ  
ブレット PC にロック画面が表示されます。画面のロックを解除する  
には、ロックボタンを押し、円の右側までロックをたどります。

セキュリティオプション

安全のために、ロック解除パターンなど（点のセットを正しい順番に
タップします）､ タブレット PC にアクセスする度に入力が必要な   
コードや番号を設定しておくことができます。ホーム画面を開き、

［APPS（アプリ）］ >［Settings（設定）］ >［Security（セキュリ  
ティ）］ >［Screen lock（画面のロック）］をタップします。ロック解  
除パターンを忘れた場合は、52 ページの「ロック解除 パターン」を  
参照してください。
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タブレット PC をシャットダウンする

タブレット PC を長時間使用しないときは、オフにしてバッテリー電  
源を節約してください。タブレット PC をオフにするには（ロック時を  
含む）、電源ボタンを 1 秒間押したままにします。［Power off（電源を   
切る）］をタップし、シャットダウンされたことを確認してください。
強制的にシャットダウンするには、電源ボタンを 4 秒間押します。
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デバイスをタブレット PC に接続する

電源の接続
7 ページの「充電」を参照してください

microSD カードを挿入する

microSD カードをインストールしてデバイスの保存領域を拡張する 
ことができます。microSD カードがカードスロットの奥まで完全に挿 
入されていることを確認してください。

［APPS（アプリ）］ >［Settings（設定）］ >［Storage（ストレージ）］  
の［SD CARD（SD カード）］セクションで、カードの容量を確認し  
ます。

タブレット PC と PC の間でファイルを転送する

USB 接続を使用すると、タブレット PC および接続されている任意の   
ストレージデバイスに PC からアクセスできます。

USB メモリデバイスとして PC に接続する

デバイスとコンピュータ（デバイスに挿入した microSD カードまたは  
デバイスの内部メモリ）の間で情報をやり取りするには、付属の USB 
ケーブルを使ってデバイスと PC を接続します。

1. USB 同期ケーブルをデバイスの micro USB コネクタに接続します。

注意

このタブレット PC は、FAT または FAT32 ファイルシステムを使用する     
microSD カードだけをサポートしています。
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2.USB クライアントコネクタをコンピュータの使用可能な USB ポー   
トに接続します。

3.USB オプションを構成するために、通知バーをプルダウンし、 
［Connected as a media device（メディアデバイスとして接続）］    
または［Connected as a camera（カメラとして接続）］をタップ   
します。

これで、コンピュータのファイルエクスプローラにデバイスがドライ
ブとして表示されるようになります。

Bluetooth デバイスの接続

A2DP ステレオヘッドセット（再生のみ、マイクロフォンなし）のみサ 
ポートしています。追加 Bluetooth デバイスをサポートするタブレッ  
ト PC ソフトウェアのアップデートを確認してください。

Bluetooth を設定するには、［APPS（アプリ）］ >［Settings（設定）］を  
タップしてから［WIRELESS & NETWORKS（無線とネットワーク）］  
の下の［Bluetooth（Bluetooth）］をタップします。

Bluetoothをオンにし、［Search for devices（デバイスの検索）］を  
タップして近くのデバイスをスキャンします。

アクセサリ
アクセサリを網羅したリストについては、store.acer.com をご覧くだ 
さい。
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オンラインにする

Wi-Fi 接続の管理

初めてタブレット PC を起動したときに Wi-Fi ネットワークに接続し  
ていなかったり、新しいネットワークに接続したい場合は、［APPS
（アプリ）］ >［Settings（設定）］ >［Wi-Fi（Wi-Fi）］をタップして接  
続設定を管理します。また画面の右上から下へスワイプして［Wi-Fi
（Wi-Fi）］ボタンをタップすることにより、Wi-Fi接続のオン／オフを
切り替えることもできます。

Wi-Fi がオフの場合は、Wi-Fi をオンにするスイッチをタップして、タ  
ブレット PC が近くのネットワークを検出するまでしばらくお待ちく  
ださい。ネットワーク名をタップし、必要であればパスワードを入力
してください。

インターネットをブラウズする
このタブレット PC でインターネットをブラウズするには、インター  
ネットに接続されたネットワークに接続する必要があります。
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ブラウザを使う

ブラウズを開始するには、ホーム画面の［Chrome（Chrome）］アイ
コンをタップするか、アプリケーションメニューを開いて［Chrome

（Chrome）］を選択します。Web サイトアドレスを入力するには、ペー
ジの一番上にあるアドレスボックスをタップします。キーボードを
使ってアドレスを入力し、［Go (Enter*)］をタップします。

*お使いの IMEによりキーボードのレイアウトはことなります。

ブラウザの履歴を前後へナビゲートする、ブックマークを表示す
る、ブラウザの設定を調整するなどの作業を実施するには、

［Menu（メニュー）］アイコンをタップします。

Chrome では、複数のタブを開くことができます。ページが開いたら、
小さい［New tab（新しいタブ）］ボタンをタップします。画面の一番
上に表示されているタブの 1 つをタップすると、ページを切り替える
ことができます。

つまむとページにズームイン／アウトすることができます。ページの
アイテムをタップアンドホールドすると、操作に応じたメニューが開
きます。

［New tab（新しいタブ）］
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メールアプリケーションの設定
電子メールアプリケーションを使用すると、ほとんどの一般的な電子
メールプロバイダーから電子メールにアクセスすることができます。
ほとんどのアカウントは 2 ステップで設定できます。アプリケーション  
メニューを開き、［Email（メール）］をタップして電子メールアクセ
スを設定します。

電子メールアドレスおよびパスワードを入力し、［Manual setup（手 
動セットアップ）］をタップしてパラメータを手動で入力するか、そ
のまま［Next（次へ）］をタップして設定処理を完了します。

タブレット PC の混合受信トレイ機能は、複数のアカウントからの電  
子メールを 1 つの受信トレイで見ることができます。

Google サービス

Google 電子メールを設定する

1.タブレット PC がインターネットに接続されていることを確認し  
ます。

2.アプリケーションメニューから［Gmail（Gmail）］をタップします。

初めてタブレット PC を起動したときに Gmail アカウントアドレス   
とパスワードを入力しなかった場合は、指示に従ってください。

注意

アプリケーションによっては使用できない国、または地域があります。 
Google サービスを使用するには、あらかじめ Google アカウントをアク   
ティベートする必要があります。初めて Google サービスにアクセスする際  
は、サービス条件をよくお読みになり内容に同意していただく必要があり
ます。 
Google Play のコンテンツとデザインは、地域毎に異なります。例えば、  
一部の地域では映画、書籍、雑誌、音楽をブラウズしたり、購入したりす
ることもできます。アップデートによって、随時、新しいカテゴリが追加
されたり、Google Play のナビゲート方法が変わったりします。
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電子メールの作成

1.タブレット PC がインターネットに接続されていることを確認し  
ます。

2.アプリケーション メニューから［Gmail（Gmail）］をタップします。

3. をタップします。

4.受信者の電子メールアドレス、件名、メッセージを入力します。

5.メッセージの作成を完了したら、 をタップします。

メッセージの作成を完了したら、［Send（送信）］をタップします。

音声検索

自分自身の声を使って、電子メールを送信したり、目的地への行き方を
探したり、インターネットで検索したり、メモを自分自身へ送ったり
することができます。Chrome で音声検索を行うには、アドレスバー 
のマイクロフォンのアイコンをタップします。［Speak now（お話し 
ください）］という指示が表示されたら、コマンドまたはクエリを話
してください。

注意

音声検索は一部の地域でのみ使用できます。
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Play ストア

Google Play を開くには、ホーム画面またはアプリケーションメ  
ニューの［Play Store（Play ストア）］をタップします。ここでは、  
タブレット PC の機能性を高めるさまざまなアドオンプログラムやア  
プリケーションを入手できます。

Google Play はカテゴリ毎にブラウズしたり、検索アイコンをタップ  
して特定のアプリケーションを探すことができます。

優れたユーザー体験を得るために、3D グラフィックスを使用するア 
プリはダウンロードしないことをお勧めします。

アプリケーションを選択した後は、［インストール］ボタンをタップ
するとアプリケーションがダウンロード、インストールされます。ア
プリケーションが正常に機能するために必要とするサービス（連絡先
情報、ワイヤレスアクセス、GPS など）は、あらかじめ通知されま 
す。これらのサービスに納得がいく場合は、［同意する］をタップして
インストールを続行してください。
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ダウンロード状況は、アプリのページとタブレット PC の通知領域の  
両方で確認できます。

ダウンロードしたアプリケーションの使い方

ダウンロードしてインストールしたアプリケーションは、アプリケー
ションメニューの［APPS（アプリ）］セクションか［WIDGETS（ウィ
ジェット）］セクションに表示されます。

アプリとウィジェットの両方が用意されているアプリケーションも
あれば、ウィジェットのみ（アプリケーションアイコンなし）が用意
されているアプリケーションもあります。15 ページの「ホーム画面を 
個人化する」を参照してください。

ダウンロードしたアプリケーションのアンインストール

ダウンロードしてインストールしたアプリケーションは、［APPS（ア
プリ）］ >［Settings（設定）］ >［Apps（アプリ）］をタップし、アン  
インストールするアプリを選択してから［Uninstall（アンインストー
ル）］をタップしてアンインストールできます。ホーム画面のアプリ
アイコンを削除しても、削除されるのはショートカットのみです。

重要

アプリケーションによっては、ダウンロードする前に支払いを済ませなけ
ればならないものがあります。これらのアプリケーションの支払いを行う
には、Google ウォレットアカウントが必要です。



オンラインにする - 29  
Google ハングアウト

アプリケーションメニューから［Hangouts（ハングアウト）］をタッ
プして Google ハングアウトを開きます。ここでは Google ハングア    
ウトサービスに接続されている連絡先リストを見ることができます。
連絡先をタップして、チャットセッションを開きます。接続した後は、
ビデオチャットセッションを開くことができます。
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音楽と動画の再生

マルチメディア再生
このタブレット PC には、マルチメディアコンテンツを楽しめるさま  
ざまなプログラムが用意されています。

音楽再生

［Play Music（Playミュージック）］を活用すると、音楽や他 
のオーディオファイルをコンピュータ、USB ドライブ、大容 
量ストレージデバイスなどからダウンロードまたはコピーし
て聴くことができます。

［APPS（アプリ）］ >［Play Music（Playミュージック）］をタップし  
て、アプリケーションを開きます。

注意

Google Play ミュージックおよび Google ビデオで使用可能なオプション    
は地域によって異なります。例えば、一部の地域では、個人のミュージック
コレクション用のクラウドストレージとして Google Play ミュージックを   
利用することにより、お使いのすべてのデバイスで使用することができま
す。アップデートにより、これらのメディアアプリのナビゲート方法が随
時変わることがあります。
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［Listen Now］、［My Library（マイライブラリ）］、［Playlists（プレイ  
リスト）］など、ビューのリストを表示するには、左側からスワイプ
します。［Listen Now（今すぐ聴く）］ドロップダウンリストは、い 
ずれのビューでも左上にあります。［All music（すべての音楽）］を 
選択すると、タブレット PC とクラウド（お住まいの地域でクラウド  
サービスを利用できる場合）の両方ですべての音楽が表示されます。
［On device（デバイス上）］を選択すると、現在タブレット PC に保   
管されている音楽だけが表示されます。

メインスクリーンの右上にある［Menu（メニュー）］ボタンには、
［Settings（設定）］、［Help（ヘルプ）］、［Send feedback（フィード 
バックを送信）］などの全般オプションが含まれています。アルバム
および個々のトラックにも独自の［Menu（メニュー）］ボタンがあり
ます。それぞれ独自のオプションセットが用意されています。

音楽を再生しているときにホームページに戻ることができます。現在
のトラックおよび基本音楽制御機能が通知領域に表示されます。
13 ページの「状態と通知領域」を参照してください。
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知り合いおよび連絡先の管理

このタブレット PC には、住所録を内部メモリ、または Google アカ    
ウントに保存できるようなアドレス帳があります。

連絡先を見るには、アプリケーションメニューから［People（連絡
帳）］をタップします。

タブレット PC に連絡先が何も保存されていない場合は、Google ア   
カウントの連絡先を同期して、連絡先データファイル（vCard または 
csv）から連絡先をインポートするか、新しい連絡先を追加すること
ができます。

連絡先が含まれる Google アカウントをアクティベートすると、連絡先  
は自動的に同期されます。47 ページの「同期」を参照してください。

重要な連絡先

［Menu（メニュー）］ボタンをタップして、［Import/export（イン
ポート／エクスポート）］を選択します。連絡先が保存されてい
る場所をタップします。連絡先が見つかったら、連絡先を新しい
グループにインポートすることを確定します。
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新しい連絡先の追加

新しい連絡先を追加するには、 をタップします。複数のアカウン 
トがある場合は、連絡先を保管するアカウントを選択するよう要求さ
れます。連絡先は、選択したアカウントと同期されます。

ここで新しい連絡先エントリを編集することができます。

連絡先の編集

新しい連絡先を開いた場合は、その連絡先に関する情報を入力できま
す。既存の連絡先を変更するには、メインスクリーンで左側のリスト
にある連絡先を選択します。次に、［Menu（メニュー）］ボタン > 
［Edit（編集）］を選択します。ここで、ボックスをタップして、該当
する情報を入力します。

名前エントリの横の矢印をクリックすると、尊称の追加や読み方など
のオプションを見ることができます。

携帯電話の番号と自宅の電話番号を別々に入力するなど、複数のエン
トリを入力するには、［Add new（新しく追加）］をタップすると 2 個   
目のエントリが作成されます。［X］をタップすると、エントリを削除
できます。

他のカテゴリを追加するには、［Add another field（別のフィール  
ドを追加）］をタップします。
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画像を連絡先に割り当てるには、シルエットをタップしてタブレット
PC のフォトギャラリーから画像を選択します（［Choose photo from   
Gallery（ギャラリーから画像を選ぶ）］を選択）。新しいフォトを撮影
して切り取ることもできます。

［Done（完了）］（左上隅）をタップすると、連絡先が保存されます。

連絡先を開く

連絡先に保存されている情報を見るには、左側のリストにある連絡先
の名前をタップします。

エントリ（電子メールアドレスなど）をタップすると、そのエントリ
のタイプにリンクされたアプリケーションが開きます。例えば、電子
メールアドレスをタップすると電子メールアプリケーションが開き
ます。

星付き連絡先

お気に入りの連絡先に星を付けておくと、すばやくアクセスできま
す。まず連絡先を開き、連絡先の名前の横にある星をタップします。

［All contacts（すべての連絡先）］をタップして、［Favorite（お気に 
入り）］を選択すると、お気に入りの連絡先だけが表示されます。

注意

一部のアプリケーションはモバイルネットワーク上でのみ有効な機能を必
要とするため、携帯電話の番号しか認識しないものがありますので、ネッ
トワークの種類に合わせて各電話番号を設定すると、一部の機能を使用で
きるようになります。
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コンピュータ上で連絡先を編集する

Google アカウントと連絡先を同期すると、コンピュータを使って連絡 
先リストにアクセスし、編集することができます。コンピュータでイン
ターネットブラウザを開き、contacts.google.com にアクセスしてく 
ださい。アカウントにサインインして、リストから連絡先を選択して編
集します。次回タブレット PC とコンピュータを同期すると、これら  
の変更内容がタブレット PC の連絡先リストにも反映されます。

重要

変更を行う前に、連絡先をバックアップしてください。［Menu（メ
ニュー）］ボタンをタップして、［Import/Export（インポート／エクス
ポート）］を選択します。これで連絡先リストをタブレット PC の内  
部メモリにエクスポートでき、インストールされているアプリケー 
ションによってはその他のオプションも設定できます。
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カメラおよびカムコーダを使う

このタブレット PC には 2 つのデジタルカメラが搭載されています。    
このセクションでは、タブレット PC でフォトやビデオを撮影する手  
順を説明します。

カメラまたはカムコーダをアクティブにするには、アプリケーション
メニューを開き、［Camera（カメラ）］をタップします。

注意

カメラを使用する前に、microSD カードを microSD スロットに挿入するこ   
とをお勧めします。 
フォトやビデオは内部メモリまたは microSD カードにしか保存できません。  
外付けの USB ストレージデバイスには保存できませんのでご注意ください。
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カメラ／カムコーダアイコンとインジケータ

カメラウィンドウで画面上部にあるコントロールを使用すると、設定を
変更できます。下部にあるコントロールを使用すると、画像の撮影、
カメラまたはカムコーダの選択、ズームイン／アウト、および撮影し
た 新画像／動画の表示ができます。

設定

マイクロフォン

撮影した 新の

ズーム

録画ボタン

シャッターボタン

* 表示される容量は、現在の解像度で撮影できる画像の概算枚数です。

残容量 *

画像／動画

カメラの切り替え

スイッチ
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録画ボタンをタップすると、すぐに撮影が開始されます。撮影中はカ
メラ／カムコーダの設定にアクセスできません。撮影を終えるには、
赤色の［Stop（中止）］ボタンを押します。

現在の録画時間

録画中止ボタン
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背面カメラ設定

アイコン 説明

設定

カメラ設定

• 撮影：［Normal（標準）］または［Panorama（パノラ
マ）］を設定します。

• 解像度：フォトサイズを調整します。

• 露出：画像露光を -3、-2、-1、0、1、2、3 の段階で 
調整します。

• ホワイトバランス：照明に合わせてカラーバランスを
変更します。オート、昼光、曇り、蛍光灯、白熱灯の
中から選択できます。

• タイマー：オフ、2、5、または 10 秒の自動タイマーを  
設定します。

• グリッド：9x9 のグリッド表示のオン／オフを切り替 
えます。

カムコーダ設定

• 解像度：ビデオ品質を調整します。

• タイムプラス間隔：オフ、1、2、5、または 10 秒の時  
間間隔を設定します。

全般設定

• 場所：場所（GPS による）を画像情報に保管するかど 
うかを設定します。アクティブになっているときは、
画面に衛星アイコンが表示されます。

• デフォルトにリセット：カメラ設定を元の状態に戻し
ます。

マイクロ
フォン 
スイッチ

動画を録画する前に、アイコンをタップしてマイクロ
フォンをオン／オフしてください（このアイコンはカ
ムコーダで録画中は無効）。

カメラの 
切り替え 正面のカメラと背面のカメラを切り替えます。
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正面カメラ設定

フォト撮影
1.上記のオプションが正しく設定されていることを確認します。

2.被写体をフレームに収めて、タブレット PC を安定させます。

3.ズームスライダを使用して必要に応じてズームインまたはアウト
します。

4.シャッターボタンをタップすると、フォトが撮影されます。

アイコン 説明

設定

カメラ設定

• タイマー：オフ、2、5、または 10 秒の自動タイマーを  
設定します。

• グリッド：9x9 のグリッド表示のオン／オフを切り替 
えます。

• タイムプラス間隔：オフ、1、2、5、または 10 秒の時  
間間隔を設定します。

全般設定

• 場所：場所（GPS による）を画像情報に保管するかど 
うかを設定します。アクティブになっているときは、
画面に衛星アイコンが表示されます。

• デフォルトにリセット：カメラ設定を元の状態に戻し
ます。

マイクロ
フォンの
ミュート

動画を録画する前に、アイコンをタップしてマイクロ
フォンをオン／オフしてください（このアイコンは録
画中は無効）。

カメラの 
切り替え 正面のカメラと背面のカメラを切り替えます。

注意

ズームを使用したときのスクリーン上の画像は、必ずしも 終画像の品質
とは一致しません。
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パノラマ写真を撮影する

パノラマモードを使用するとカメラアプリケーションで「縫い合わ
せ」て 1 枚の拡張画像に変換できる連続フォトを撮影できます。

パノラマ写真を撮影するには：

1.パノラマキャプチャモードを選択します。

2.パノラマシーンの一方の端（一番右または左の端）となるフォトを
撮影するようにカメラの位置を合わせます。

3.カメラのボタンを押して、 初の画像を撮影します。次に、カメ
ラを右または左に滑らかに回転して、シーンの次の画像を撮影しま
す。状況インジケータが画面に表示されます。

4.状況インジケータに完了が表示される前に画像をキャプチャする
場合は、中止ボタンをタップして選択処理を中止し、キャプチャさ
れた画像を処理します。

5.カメラアプリケーションによって画像が処理され、1 枚の拡張画像 
がデバイスのギャラリーに保存されます。

ビデオ撮影
1.上記のオプションが正しく設定されていることを確認します。

2.被写体をフレームに収めてタブレット PC を安定させ、必要に応じ  
てズームイン／アウトします。

3.録画アイコンをタップすると、撮影が開始されます。

4.録画アイコンを再度タップすると、撮影が中止されます。

注意

パノラマ画像は、動きのないアウトドアシーンの場合に 適です。カメラ
の近くに物体があったり、大きな直線のエッジがあると、検出処理で混乱
が生じることがあります。



42 - カメラおよびカムコーダを使う
サポートされるフォーマット

フォトとビデオを見る

フォトまたはビデオを撮影すると、自動的に保存されます（通常は内
部メモリ）｡ 画面の隅にあるサムネイルをタップすることにより表示 
できます。または、アプリケーションメニューから［Gallery（ギャラ
リー）］をタップして、次に［Camera（カメラ）］をタップします。見
たいフォトまたはビデオを選択します（ビデオは小さい再生記号で表
示されます）。ギャラリーからは、さまざまなサービスを利用してファ
イルを共有できます。このファイルで使用可能な共有オプションを確
認するには、右上隅にある［Share（共有）］アイコンをタップします。

タイプ フォーマット

画像 JPEG

ビデオ H.264 BP、MPEG-4 SP、H.263

オーディオ AAC-LC、AMR-WB、AMR-NB
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詳細設定

アプリケーションメニューから［Settings（設定）］を開きます。［APPS
（アプリ）］をタップした後、［Settings（設定）］をタップします。

無線とネットワーク

接続と切断

［APPS（アプリ）］ >［Settings（設定）］をタップします。［WIRELESS &  
NETWORKS（無線とネットワーク）］の下の各接続に接続を制御する
オン／オフスイッチがあります。接続設定を管理するには、エント
リの 1 つをタップします。

また画面の右上側から下へスワイプしても接続設定を管理できます。

Bluetooth 設定の調整

Bluetooth を使って、タブレット PC と他のモバイルデバイスの間で   
情報をやり取りすることができます。

Bluetooth 接続

いずれの Bluetooth 設定でも、［APPS（アプリ）］ >［Settings（設   
定）］をタップしてから［WIRELESS & NETWORKS（無線とネット  
ワーク）］の下の［Bluetooth（Bluetooth）］をタップします。ここで
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は Bluetooth のオン／オフを切り替えたり、タブレット PC 名を設定し    
たり、検索可能にしたりします。［SEARCH FOR DEVICES（デバイ  
スの検索）］をタップすると、近くのデバイスがスキャンされます。

デバイスを接続するには、有効なデバイスリストでデバイスをタップ
します。両方のデバイスで、接続を確立するために PIN を入力するよ  
う要求されます。

［Data Usage（データ使用）］

［Data Usage（データ使用）］セクションには、タブレット PC に送信   
されたデータの量が合計またはアプリごとに表示されます。この情報
は従量制サービスを使用している場合に便利です。

フライトモード

タブレット PC をフライトモードにすると、ネットワークと Bluetooth   
機能を切り、機内でもタブレット PC を使用することができます。こ  
のような使用が認められるかどうかについては、ご利用航空会社にお
問い合わせください。

飛行機の電子システムに障害を与える恐れがありますので、離着陸時
にはタブレット PC の電源を切ってください。

フライトモードは、［Settings（設定）］をタップし、［WIRELESS & 
NETWORKS（無線とネットワーク）］の下の［More...（その他 ...）］ > 
［Airplane mode（機内モード）］をタップすると、オン／オフでき 
ます。

また画面の右上側から下へスワイプしてフライトモードのオン／オ
フを切り替えることもできます。

注意

A2DP ステレオヘッドセット（再生のみ、マイクロフォンなし）のみサポー 
トしています。追加 Bluetooth デバイスをサポートするタブレット PC ソ    
フトウェアのアップデートを確認してください。

注意

フライトモードが有効になっているときには、 アイコンがステータスエ 
リアに表示されます。
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［Virtual Private Network (VPN)（仮想プライベートネット

ワーク（VPN））］

このオプションを使用すると、保護された作業環境やオフィス環境な
どのプライベートネットワークに接続できます。

VPN を追加するには、［Settings（設定）］をタップしてから 
［WIRELESS & NETWORKS（無線とネットワーク）］の下で［More...  
（その他 ...）］ >［VPN（VPN）］ >［Add VPN network（VPN ネット     
ワークを追加）］をタップします。

デバイス

サウンド

タブレット PC の音量調整は、タブレットの横にある音量ボタンを使  
用します。あるいは、［APPS（アプリ）］ >［Settings（設定）］ >  
［Sound（音）］をタップしてタブレット PC のサウンド設定を調整す  
ることもできます。

アイテム 説明

［Volumes（音量）］ メディア、アラーム、通知の音量を設定します。

［Default notification 
sound（デフォルト

の通知音）］

通知音を設定します。

［Touch sounds 
（操作音）］

画面で選択すると音が鳴ります。

［Screen lock sound
（画面ロックの音）］

画面をロックまたはロック解除すると音が鳴り
ます。
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ディスプレイ

タブレット PC の画面設定は、［APPS（アプリ）］ >［Settings（設   
定）］ >［Display（ディスプレイ）］をタップすると調整できます。

［Apps（アプリ）］

アプリケーションの終了

アクティブなアプリケーションを終了するには、［Settings（設定）］ > 
［Apps（アプリ）］を選択します。［RUNNING（実行中）］タブまでス
ワイプした後で、終了するプログラムをタップします。［Stop（停
止）］を選択すると、プログラムは終了します。

アプリケーションのアンインストール

タブレット PC にインストールされているプログラムを削除して、メ  
モリを空けることができます。アプリケーションメニューからプロ
グラムアイコンをタップアンドホールドして、左上隅の［Uninstall

（アンインストール）］領域にドラッグします。

アイテム 説明

［Brightness 
（画面の明るさ）］

スクリーンの明るさを調整します。

［Wallpaper（壁紙）］ ホーム画面の背景画像を設定します。

［Sleep（スリープ）］ スクリーンが消えるまでの時間を設定します。

［Daydream 
（スクリーンセーバー）］

ドックに接続されているかスリープ状態のと
きのタブレット PC の動作を制御します。

［Font size 
（フォントサイズ）］

表示されるテキストの量を増やすか、テキス
トを読みやすくするためにフォントサイズを
設定します。

注意

スクリーン回転機能は、画面の右上側から下へスワイプし、［AUTO ROTATE 
（自動回転）］ボタンをタップすることによって有効または無効にできます。

注意

タブレット PC にプリロードされていたアプリケーションはアンインストー  
ルできません。
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または、［APPS（アプリ）］ >［Settings（設定）］を選択し、［Apps 
（アプリ）］を選択します。アンインストールするアプリケーションを
タップして、［Uninstall（アンインストール）］をタップした後、アン
インストールしても良いことを確定します。

個人設定

同期

タブレット PC の多数のアプリケーションに同期オプションを設定す  
ることができます。アカウント毎に同期するデータのタイプを設定す
ることも可能です。

連絡帳、Gmail、カレンダーなどの一部のアプリケーションは、複数
のアカウントからデータを同期できます。それ以外はタブレット PC 
でサインインする 初の Google アカウント、またはそのアプリケー  
ションに特別に割り当てられたアカウントからしか同期することは
できません。

連絡帳やカレンダーなどの一部のアプリケーションについては、タブ
レット PC で加えたすべての変更内容がインターネットに同期コピー  
されます。その他のアプリケーションについては、アカウントからの
情報はインターネット上にコピーされるだけで、タブレット PC 上の  
情報を直接変更することはできません。インターネットアカウントに
保管されている情報を変更する必要があります。

各アカウントの同期を管理するには、［APPS（アプリ）］ >［Settings 
（設定）］ > ＜アカウント＞をタップします。

Gmail、カレンダーなどの一部のアプリケーションには、追加の
同期設定があります。アプリケーションを開き、［Menu（メ
ニュー）］ボタン（3 つの点）をタップした後、［Settings（設 
定）］をタップします。

複数の Google アカウント

個人の連絡先や仕事の連絡先など、複数の Google アカウントがある場  
合は、［Accounts settings（アカウント設定）］セクションからそれらに 
アクセスし、同期することができます。［APPS（アプリ）］ >［Settings 
（設定）］ >［Add account（アカウントを追加）］をタップします。

重要

Android オペレーティングシステムに詳しい方がプログラムを削除するよう 
にしてください。
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言語とテキストオプションの変更

［APPS（アプリ）］ >［Settings（設定）］ >［Language & input（言    
語と入力）］をタップして、現在地と言語入力を設定します。

システム

日付と時間の設定

日付と時間を設定するには、［APPS（アプリ）］ >［Settings（設定）］ >  
［Date & time（日付と時刻）］をタップします。

アラームの設定

このタブレット PC にはデフォルトにより 2 つのアラームがあらか    
じめ定義されています。アラーム設定を追加または編集するには、ア
プリケーションメニューで［Clock（時計）］をタップして、 を 
タップします。プリセットのアラームをオンまたはオフにするには、
アラームの横のオン／オフスイッチをタップします。新しいアラー
ムを作成するには、［+］アイコンをタップします。

プリセットのアラームを編集するには、それをタップします。このタ
ブレット PC でできることには、次のようなものがあります。

• アラームの時間を設定できます。

• ラベル（名前など）を付けることができます。

• アラームを何曜日に鳴らすかを設定できます。

• 音を設定できます。

注意

よく旅行をする人や、夏時間を採用している地域に住んでいる人で、モバ
イルネットワークにアクセスできる場合は、このメニューから［Automatic
date & time（日付と時間の自動設定）］をアクティベートしてください。タブ  
レット PC がネットワークから受け取った情報を基に、日時を設定します。
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タブレット PC のオペレーティングシステムを更新
する

新しいデバイスへのサポートを追加し、ソフトウェアオプションを拡
張するために、このタブレット PC はシステムアップデートをダウン  
ロードして、インストールすることができます。

アップデートの有無を確認するには、［APPS（アプリ）］ >［Settings 
（設定）］ >［About tablet（タブレット情報）］ >［System updates   
（システムアップデート）］ >［Check now（今すぐチェック）］をタッ  
プします。

タブレット PC のリセット

クリーンブートによりタブレット PC は工場出荷時の設定に戻ります。

クリーンブートを行うには、アプリケーションメニューから
［Settings（設定）］を開き、［Backup & reset（バックアップとリセッ  
ト）］ >［Factory data reset（データーの初期化）］をタップします。   
次に［Reset tablet（タブレットをリセット）］をクリックした後、 
［Erase everything（すべて消去）］をクリックすると、タブレット PC  
がフォーマットされます。

注意

新しいファームウェアをダウンロードするには、 大 40 分かかります（ネッ  
トワークの速度によります）。システムのアップグレード中は、ファーム
ウェアのインストールを妨げないために、電源ボタンやリセットボタンを
押したり、タブレット PC を使用したりしないでください。

重要

これを実行すると、すべての個人情報、タブレット PC に保存された連絡先、  
インストールしたプログラムが削除されます。
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よく聞かれる質問と
トラブルシューティング

このセクションでは、タブレット PC を使用しているうちに生じる問  
題と、その答えおよび対応策を紹介します。

要素 質問 対応

オーディオ
デバイスから音
が聞こえてきま
せん。

ヘッドセットがデバイスに接続
されていると、スピーカーは自
動的にオフになります。ヘッド
セットを外してください。
デバイスの音量設定が無音に
なっていないかどうかを確認し
てください。
音量調整が 小設定になっていな
いかどうかを確認してください。

メモリ
仕様に比べてス
トレージが小さ
くなっています。

システムの安全のために、少量
のメモリが確保されています。

マルチメディア
ファイル

画像ファイルが
表示されません。

サポートされない画像を見ようと
している可能性があります。詳細
については、42 ページの「サ

ポートされるフォーマット」を
参照してください。

ビデオファイルが
表示されません。

サポートされないビデオを見よ
うとしている可能性があります。
詳細については、53 ページの

「マルチメディア」を参照してく
ださい。

ミュージック
ファイルが再生
されません。

サポートされないファイルを再生
しようとしている可能性がありま
す。詳細については、53 ページ

の「マルチメディア」を参照し
てください。
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システム情報
と性能

デバイスのオペ
レーティングシ
ステムのバー
ジョンはどのよ
うに確認するの
ですか。

オペレーティングシステムの
バージョン（カーネル／ビルド
番号）、およびその他のハード
ウェアおよびソフトウェアの情
報を確認するには、［APPS（ア

プリ）］ >［Settings（設定）］ >
［About tablet（タブレット情

報）］をタップします。

シリアル番号 ID 
はどこで確認で
きますか。

［APPS（アプリ）］ >［Settings
（設定）］ >［About tablet（タブ

レット情報）］ >［Device 
Information（デバイス情報）］を

タップします。

電源
デバイスをオン
にできません。

バッテリーが消耗しているおそ
れがあります。デバイスを充電
してください。詳細については、
7 ページの「充電」を参照してく

ださい。

ストレージ

メモリの状態を
確認するには？

メモリの状態を確認するには、
［Settings（設定）］ >［Storage
（ストレージ）］をタップします。

デバイスの内部
メモリがいっぱ
いか、ほぼいっ
ぱいの場合はど
うすればよいで
すか。

インストールしたアプリを削除
するか、メディアファイルを 
microSDカードに移動しなけれ

ばならない可能性があります。

要素 質問 対応
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その他のヘルプ

ロック解除 
パターン

ロック解除 
パターンを忘れ
ました。

5 回入力を間違えると、ロック解

除パターンがリセットされます。
［Forgotten pattern?（パターンを

忘れた場合）］をタップして、
Google アカウントのユーザー名

メールとパスワードを入力してく
ださい。
インターネット接続が確立して
いる状態で、タブレット PC で 
Google アカウントをアクティブ

にする必要があります。

この方法を実施できない場合は、
お近くの Acer サービスセンター  
にお問い合わせください。

熱

充電中または長
時間操作すると、
タブレット PC が
熱くなります。

充電中はタブレット PC は熱くな

ります。充電が完了すると、通常
の温度に戻ります。
またビデオを見たり、ゲームを
したりして、タブレット PC を 

長時間使用しても熱くなります。
すべての Acer タブレット PC 
は、出荷前に工場でテスト済み
です。

要素 質問 対応

知りたい情報： 参照先：

タブレット PC についての 

新情報
www.acer.com

補修サービスについての 
お問い合わせ

support.acer.com
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仕様

性能

• Intel Atom プロセッサ Z2560（1.6 GHz デュアルコア）

• システムメモリ：

• RAM：1 GB

• フラッシュメモリ：16 GB

Google Android オペレーティングシステム

ディスプレイ

• 7.9 インチ XGA TFT-LCD 静電容量方式マルチタッチスクリーン

• 解像度：1024 x 768

マルチメディア

• ステレオスピーカー

• 内蔵マイクロフォン

サポートされるフォーマット :

USB コネクタ

• Micro USB ポート

タイプ フォーマット

オーディオ 
録音

AAC-LC、AMR-WB

オーディオ 
再生

AAC-LC、AAC、AAC+（生の AAC 以外）、AMR-NB、
AMR-WB、MP3、OGG Vorbis、WAV

ビデオ録画 H.264 BP、MPEG-4 SP、H.263 BP

ビデオ再生
H.264 BP、H.264 MP、H.264 HP、MPEG-4 SP、
H.263 BP
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電源

• DC 電源入力

接続性

• Bluetooth 3.0

• Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n

• GPS

カメラ

• 背面カメラ

• 5 メガ画素

• オートフォーカス

• 正面カメラ

• 2 メガ画素

• 固定フォーカス

拡張

• microSD カードスロット（ 大 32 GB）

バッテリー

• 14.8 Wh 4000 mAh 3.7 V 1 セルリチウムポリマー電池パック 
バッテリー寿命： 大 7.5 時間（ビデオ再生試験の結果に基づく）

注意

バッテリーの可動時間は、システムリソースの使用に基づく電力消費量に
より異なります。たとえば、常にバックライトを使用したり、電力を多く
消費するアプリケーションを使用すると、バッテリーの可動時間は短くな
ります。



仕様 - 55  
外形寸法

環境

温度

操作時：0°C ～ 35°C

非操作時：-20°C ～ 60°C

湿度（結露しないこと）

操作時：20% ～ 80%

非操作時：20% ～ 80%

高さ 203 mm

幅 138.4 mm

厚さ 8.15 mm

重量 380 g
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エンドユーザーのライセンス契約

重要 ― よくお読みください。このエンドユー  

ザーのライセンス契約（以下「契約」と称し

ます）は、お客様（個人または法人を問いま

せん）と、子会社を含めた ACER INC.（以下  

「ACER」と称します）との間で、「ACER」、

「GATEWAY」、「PACKARD BELL」、「EMACHINES」 
というブランドの関連メディア、印刷素材、関

連する電子ドキュメントソフトウェア（以下

「ソフトウェア」と称します）を含め、この契

約が付随するソフトウェア（ACER または 

ACER のライセンサまたはサプライにより提 

供されたもの）に関して締結される正式な契

約書です。これ以外の製品またはトピックに

関する契約は、この契約の対象ではなく、ま

たそれを示唆するものでもありません。付随

するソフトウェアまたはその一部をインス

トールすると、この契約の条件に同意された

ものとみなされます。この契約に完全に同意

できない場合は、インストールの手続きを止

め、もしインストールされているファイルが

あれば、デバイスからそれらをすべて削除し

てください。

有効なライセンスを持たないソフトウェアの

コピーは、インストール、コピー、および使

用することはできません。またこの契約の対

象とはなりません。

ソフトウェアは米国および国際著作権法およ

び協定、その他知的所有権法および条約によ

り保護されています。ソフトウェアはライセン

スされるものであり、販売されるものではあ

りません。

ライセンスの取得

Acer はお客様に対し、ソフトウェアについて、 

以下の非独占的、譲渡不可能な権利を提供し

ます。この契約に基づいて、次の行為が認め

られます。

1. ソフトウェアは指定された 1 台のデバイ  

スにのみインストールし、使用することが

できます。ソフトウェアを使用するデバイ

ス毎に別途ライセンスを取得する必要があ

ります。

2. バックアップまたはアーカイブを目的とし

て、ソフトウェアを 1 部だけコピーするこ  

とができます。

3. ソフトウェアに含まれる電子ドキュメン

ト、つまり電子的手段で取得したドキュメン

トのハードコピーを 1 部だけ作成するこ  

とができます。

制限

以下の行為を禁止します。

1. この契約に含まれない方法でソフトウェ

アを使用およびコピーすること

2. ソフトウェアを第三者に貸与またはリース

すること

3. ソフトウェアの全部または一部を変更、改

作、翻訳すること

4. ソフトウェアを逆エンジニア、逆コンパイ

ル、逆アッセンブルしたり、ソフトウェアを

基にして派生的な製品を作成すること

5. 個人的な使用以外にソフトウェアを他の

プログラムに合併したり、変更したりす

ること

6. 事前に Acer から文書による同意を受ける  

ことなく、第三者に対してサブライセンス

したり、ソフトウェアを使用可能な状態に

したりすること。ソフトウェア全体を第三

者に譲渡する場合は、お客様はソフトウェ

アのすべてのコピーを破棄し、譲渡を受け

る第三者もこの契約内容に同意しなければ

なりません。

7. この契約で認められる権利を第三者に譲渡

すること。

8. 適用される輸出法および規制に違反してソ

フトウェアを輸出すること。または（i）技

術データを販売、輸出、再輸出、譲渡、流

用、開示したり、ソフトウェアを禁止され

た人物、団体、または目的地（キューバ、

イラン、北朝鮮、スーダン、シリアを含み

ますが､これらだけに限りません）へ提供

すること（ii）米国の法律または規制に違反

した方法でソフトウェアを使用すること。
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サポートサービス

Acer はソフトウェアについて技術的または 

その他のサポートを提供する義務を負いま

せん。

ACER LIVE UPDATE

ソフトウェアの一部には、Acer Live Update  
サービスを使用できる要素が含まれていま

す。Acer Live Update サービスとは、ソフト   

ウェアを自動的にダウンロードして、デバイ

スにインストールして、かかるソフトウェアを

アップデートするサービスです。ソフトウェ

アをインストールすると、デバイス上で使用

しているかかるソフトウェアのバージョンを

Acer（またはそのライセンサ）が自動的に

チェックし、デバイスに自動的にダウンロー

ドされる当該ソフトウェアをアップグレード

することに同意したものとみなされます。

所有権および著作権

ソフトウェアおよびそのすべてのコピーの正

当な権利、所有権、知的所有権は、Acer また 

は Acer のライセンサまたはサプライヤ（該当  

する場合）に帰属します。お客様がソフトウェ

ア（お客様が作成した、あるいはお客様のた

めに作成された変更とコピーを含みます）に

関わる所有権、または関連する知的所有権を

取得するものではありません。ソフトウェアを

使用してアクセスするコンテンツの正当な権

利および関連する権利は、当該コンテンツの

所有者に帰属し、該当する法律により保護さ

れています。このライセンスはかかるコンテン

ツについていかなる権利も提供しません。お客

様は以下のことに同意するものとします。

1. ソフトウェアから著作権情報またはその他

の所有権情報を除去しないこと

2. 作成する合法なコピーにかかる情報をすべ

て貼付すること

3. ソフトウェアの不正なコピー防止に 善を

尽くすこと

商標

この契約はお客様に対し、Acer または Acer の   

ライセンサまたはサプライヤの商標または

サービスマークに関連するいかなる権利も譲

渡しません。

おことわり

該当する法律で 大限認められる範囲におい

て、ACER、そのサプライヤ、そのライセンサ

は、ソフトウェアを欠陥も含めた「現状のま

まの状態」で提供するものとし、したがって

明示、暗示、または法定の有無に関わらず、商

用性、特定目的への適合性、反応の正確さま

たは完全さ、結果、巧みな努力、ウイルスが

含まれないこと、過失がないこと、ソフトウェ

アに関するすべて、サポートサービスの提供、

これを提供しないことを含め（ただしこれら

だけに限りません）､ いかなる示唆的な保証、 

義務、条件も提供しません。また、ソフトウェ

アに関連する正当な所有権、静かな楽しみ、静

かな所有、記述への一致、または侵害されな

いことについて、いかなる保証も条件も提供

しません。

偶発的、結果的、その他の損害の除外

適用される法律で 大限認められる範囲にお

いて、ACER、ACER のサプライヤ、または 

ACER のライセンサはいかなる場合にもソフ 

トウェアを使用した、または使用できなかっ

たこと、サポートサービスを提供できないこ

と、またはこの契約の条項に基づき、または

関連して、例え故障、不法行為（不注意を含

みます）、重要な責任、契約違反、ACER また 

はそのサプライヤまたはライセンサの保証違

反、ACER またはそのサプライヤまたはライ 

センサがそのような損害の可能性を示唆して

いたとしても、そこから生じる特別な、偶発

的な、間接的な、処罰的な、結果的な損害（利

益、機密情報、またはその他の情報の損失、業

務の中断、ケガ、プライバシーの侵害により

生じた損害、誠実さ、または適切な処置を含

め責任を果たさなかったこと、不注意による、

金銭的、その他の消失によるあらゆる損害を
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含みますが、これらだけに限りません）につ

いて一切責任を負いません。 

責任および権利侵害防止策の制限

いかなる理由であれ、お客様がいかなる被害

（上記のすべての損害、およびすべての直接的

または一般的な損害を含みますが、これらだ

けに限りません）を被ったとしても、この契

約の条項に基づいた ACER ､そのサプライ 

ヤ、そのライセンサの全責任、および前述の

事項に対するお客様の救済措置は、お客様が

ソフトウェアに対して支払った合計金額を上

限とします。前述の制限、例外、および免責事

項（保証の免責、偶発的、結果的、または上記

のその他の損害を含みますが、これらだけに限

りません）は、該当する法律により 大限認め

られる範囲において適用されるものであり、権

利侵害の防止策がその主要目的を果たさな

かったとしても、一部の司法権が結果的または

偶発的損害に対する例外や制限を認めない場

合は、上記の制限は適用されません。

終了

お客様がこの契約の内容に違反した場合は、

事前に通知することなく、他の権利を侵害せ

ずに、Acer はこの契約を直ちに終了すること 

ができます。

そのような場合は、お客様は次のことを行う

必要があります。

1. ソフトウェアの使用を一切止める

2. ソフトウェアのオリジナルのコピーおよび

すべてのコピーを破棄するか、Acer に返却 

する

3. ソフトウェアが存在するすべてのデバイス

からソフトウェアを削除する

この契約で定められた免責事項および責任の

制限は、この契約が終了しても有効です。

全般

この契約はソフトウェアのこのライセンスに

関してお客様と Acer の間で締結される完全  

な契約書であり、これ以前に当事者間で交わ

されたあらゆる契約、通信、提案、提示に代

わるものです。したがって、内容の矛盾、追

加条件、命令、認容、同様の通信がある場合

は、この契約が優先されます。この契約の内

容は、両者が署名した文書によってのみ変更

できます。万一この契約の条項が法律に違反

するものとして、管轄権を有する裁判所で争

われる場合は、その条項は法律で 大限認め

られる範囲で有効となり、この契約のその他

の条項はそのまま完全な効力を持つものとし

ます。

サードパーティのソフトウェアおよびサービスに適用される追加条項

Acer のライセンサまたはサプライヤ（以下 

「サードパーティのソフトウェア」と称しま

す）により、ここに提供されるソフトウェア

は、個人的、非商業的な使用だけが認められ

ています。サードパーティのソフトウェアを

Acer のライセンサまたはサプライヤが提供す 

るサービス（以下｢サードパーティ｣のサービ

ス」と称します）を破壊、使用できなくする、

過度の負担をかける、損害を与えるような方

法で使用することはできません。またサード

パーティのサービス、あるいは Acer のライ  

センサまたはサプライヤが契約するサード

パーティのライセンサのサービスおよび製

品を第三者が使用または楽しむことを妨害す

るような方法でサードパーティのソフトウェ

アを使用することはできません。サードパー

ティのソフトウェアおよびサードパーティの

サービスの使用は、追加条件およびポリシー

の対象であり、その詳細は弊社のグローバル

ウェブサイトに記載されています。

プライバシーポリシー

登録の手続きにおいて、Acer に情報を提供す 

るよう求められます。 

www.acer.com/worldwide/support/swa.htm また

はお住まいの国の Acer Web サイトに掲載さ   

れる Acer のプライバシーポリシーをお読み  

ください。
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