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巻頭特集

Android タブレットの本体側面には、
電源ボタンや音量ボタンがあります。そ
れ以外のほとんどの操作は、タッチパネ
ル式のディスプレイ（画面）を指でタッ
チして行います。ここではまず、電源を
オンにしてタブレットを使い始める手順
を覚えておきましょう。

その他、タブレット本体にはマイクや
スピーカー、カメラのレンズが埋め込ま
れています。カメラは自撮りできるようイ
ンカメラもあり、メインのカメラと切り替
えられます。また、イヤホンや USB ケー
ブルを挿し込むジャックも確認しておきま
しょう。特に USB は AC アダプターを接
続して充電にも利用するので大切です。

電源をオフにするには、まず電源ボタンを長押しします。下の画
面が表示されたら［電源を切る］をタップし、さらに次の画面で

［タップして電源を OFF］をタップします。

Android タブレットの各種ボタンと起動の方法

電源をオフにする手順

本体の構成と
ホーム画面の使いかた1

ロック解除
電源をオンにした直後や、電源ボタンを軽く
押してスリープを解除したときにタップして、
Androidの利用を開始/再開します。

電源ボタン
電源オフの状態で押したまま
にすると、電源をオンにでき
ます。スリープ中（画面消灯
時）に軽く押すと、スリープ
を解除して画面を点灯できま
す。画面点灯中に押せば、消
灯してロックできます。

音量ボタン
通話や音楽再生時などの音量
を調整できます。細長いボタ
ンの上側を押すと音が大きく
なり、下側を押すと音が小さ
くなります。

カードスロット
携帯電話通信網に接続するた
めのSIMカードや、写真や音
楽などのデータの保存先とし
て利用できるmicroSDカード
を挿し込むことができます。

電源ボタンを長押しし、表示される 
［電源を切る］をタップします

ホーム画面の見た目を変えたいときは!Check

Android タブレットは、ホーム画面の見た目や操作性を
［設定］→［アプリを管理］→［デフォルトアプリの設定］
→［ランチャー］から変更できます。利用している機種に
よっては、［設定］の中にある［ホーム］から変更できます。

設定したいホームアプリを選択しましょう
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巻頭特集
本体の構成と

ホーム画面の使いかた

Androidタブレットのさまざまな操作のスタート地点となるのが
「ホーム画面」です。タブレットの電源をオンにし、画面のロッ
クを解除したときに最初に表示される画面です。また、ホーム

キーを押すと、いつでもホーム画面に戻ることができます。また、
ホーム画面には複数のページがあり、左右にスワイプして他の
ページを表示することも可能です。

ホーム画面の各部名称と機能

●❺ ドロワー
ホーム画面のページを移動して
も、この部分に表示されたアプリ
は常に表示されます。

●❻ バックキー
ウェブページの閲覧中やアプリの
操作中に、ひとつ前の画面に戻る
際に押します。

●❼ ホームキー
アプリの起動中に押すと、ホーム
画面に戻ります。

●❽ 履歴キー
タップすると、バックグラウンド
で起動中のアプリの一覧が表示さ
れます。アプリの切り替えや終了
を行います。

●❶ ステータスバー
電波の状態やバッテリーの残量、
時計が表示されます。新着メール
やアプリのアップデートなどの通
知も確認できます。

●❸ ショートカット
よく使うアプリのアイコンをホー
ム画面に配置して、アプリを起動
します。

●❹ フォルダ
アプリのショートカットアイコン
をフォルダで分類・整理できます。

●❷ 検索ウィジェット
アプリの機能の一部をホーム画面
上で利用できるウィジェット。初
期状態ではGoogle検索を行うた
めのウィジェットが表示されてい
ます。

ホーム画面にショートカットがないアプリは［アプリ一覧］画面
で確認できます。ここでアイコンをタップして起動したり、ホー
ム画面にショートカットを追加することも可能です。

ステータスバーを下方向にスワイプすると、新着メールなどの通
知を確認できます。また、使用頻度の高い設定項目は、ここか
ら簡単に切り替えることが可能です。

アプリ一覧の画面を表示する 通知領域とクイック設定ツール

❷アイコンをタップするだ
けで設定のオン／オフを 
切り替えられます

❷スワイプして前後のページ
を表示できます

●❶

●❷

●❸ ●❹

●❺

●❻ ●❼ ●❽

❶［アプリ一覧］アイコンをタップします

❶電波状態やバッテリー残量の 
アイコンをタップします

左にスワイプ 右にスワイプ

Point! 利用している機種によってアプリ一覧アイコンの位置やアプリ一覧
の表示の形は違います。 Point! クイック設定の詳細は、ステータスバーを下方向にスワイプした後、

再度下方向にスワイプしても表示されます。

Point!
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使用頻度の高いアプリはホーム画面にショートカットを作成して
おきましょう。手順はホームアプリによって異なりますが、多く
の場合は［アプリ一覧］でアイコンをロングタッチし、そのまま
ホーム画面にドラッグして移動します。

初期設定では、インストールしたアプリのショートカットが自動
的にホーム画面に作成されます。増えすぎて使いにくくなってき
たら、フォルダを作成して整理しましょう。似たような機能のア

プリを集めたり、同じ会社のサービスなどをまとめるなど、ジャ
ンルを意識してフォルダを作るといいでしょう。フォルダ名はフォ
ルダの作成後に入力します。

ホーム画面にある使用頻度の低いショートカットは削除しましょ
う。アイコンを削除してもアプリそのものは残っており、［アプリ
一覧］から起動することができるので心配ありません。

ホーム画面にアイコンを追加する ホーム画面のアイコンを削除する

ホーム画面でフォルダを作成する方法

Point!
この手順は「docomo LIVE UX」の場合です。使用中のホームア
プリ（ランチャー）の種類によっては操作手順が異る場合があるの
で注意しましょう。

❶［アプリ一覧］のアイコンを
ロングタッチします

❷アイコンをホーム画面に 
ドラッグします

❸ホーム画面の適当な
場所で指を離します

❶ショートカット 
アイコンをロング
タッチしてから、 
他のアイコンに
重ねるようにド
ラッグします

❷ダイアログが表示されたら
［作成する］をタップします

❸新しくできたフォルダの 
アイコンをタップします

❹フォルダの内容が表
示されたら［フォルダ］を 
タップし、新しいフォル
ダ名を入力します

❶ショートカットアイコンを 
ロングタッチします

❷そのままショートカットアイコンを
［アプリ一覧に戻す］までドラッグ
します
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タッチ画面の操作を
覚えよう

Android タブレットはディスプレイを指先でタッチして
さまざまな操作を行います。タッチする回数や長さ、指
先の動かし方などにそれぞれ名前がついているので、代
表的なものを覚えておきましょう。指先を使う代わりに、

タブレット用またはスマホ用のタッチペンを使って操作す
ることも可能です。また、スマホ対応の手袋も販売され
ているので注目です。

画面上のアイコンなど
を軽くトンとタッチし
ます。アプリの起動や
設定項目の選択、ウェ
ブページのリンクを開
く際などに使います。
最も使用頻 度の高い
操作です。

指で軽くトンと叩く感じで「タップ」

画面上で 2 回続けて
軽くトントンとタップす
る操作です。写真や地
図などの拡大・縮小に
使います。ウェブペー
ジ上の何もないところ
でダブルタップすると
元のサイズに戻せます。

指先でトントンとノックする「ダブルタップ」

指先を画面に触れた
まま動かさない操作で
す。触れているもの（こ
こではウェブページの
写真）に応じたメニュー
を表示したり、ホーム
画面のアイコンを移動
する際に使用します。

指先で押したままにする「ロングタッチ」

指先を画面に触れたま
ま一定方向に動かす
操作で、ページをめく
るような場面で使いま
す。似たような操作に、
指先を弾くように動か
す「フリック」や、アイ 
コンなどを移動する

「ドラッグ」もあります。

画面に触れた指先を動かす「スワイプ」

2 本の 指を同時に使
い、閉じた指先を開く
ように動かす操 作で
す。写真や地図、ウェ
ブページの表示を拡大
したい場合に使います。

2 本の指先で触れて広げる「ピンチアウト」

2 本の 指を同時に使
い、広げた指先を閉じ
るように動かす操作で
す。写真や地図、ウェ
ブページの表示を縮小
したい場合に使います。

広げた 2 本の指先を閉じる「ピンチイン」

2 

トン！

トン！

トン！

押したまま

スーッ

広げる 狭める
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アプリを起動する最も基本的な方法は、ホーム画面にあるアイ
コンをタップすることです。ホーム画面には複数のページがある
ので、必要に応じて左右にスワイプしてページをめくり、使いた
いアプリのアイコンがあるかを確認しましょう。

ホーム画面からアプリを起動する

ホーム画面にアイコンが配置されていないアプリは、「アプリ一
覧」画面から起動できます。画面下部のドロワーの左端にある
アイコンをタップすると「アプリ一覧」を表示できます。

アプリ一覧からアプリを起動する

Androidタブレットは目的に応じたアプリを起動するこ
とでさまざまな作業が行えるようになります。写真撮影な
ら「カメラ」アプリ、ウェブページの閲覧なら「Chrome」
などのブラウザーアプリといった具合です。初期状態で

も多彩なアプリがインストール済みなので、ホーム画面か
らアプリを起動します。ホーム画面にアイコンが見当たら
ない場合には「アプリ一覧」画面で探すと見つかります。

アプリの起動と終了3

ホーム画面に戻って 
別のアプリを起動する!Check

あるアプリを使用中に別のアプリを起動するには、いった
んホーム画面に戻ってから目的のアプリのアイコンをタッ
プすればOKです。ホーム画面に戻るには、画面下部のホー
ムキーをタップします。

機種によってホームアプリは異なる!Check

ホームアプリによっては上下にスクロールするものもあり
ます。本誌では docomo LIVE UX というホームアプリ
が入ったタブレットで解説していますが、利用しているタ
ブレットによってはホームアプリは異なります。

❷アプリが起動して 
画面が切り替わります

❶使いたいアプリの 
アイコンをタップします

❶［アプリ一覧］の 
アイコンをタップします

❷使いたいアプリの 
アイコンをタップします

左右にスワイプして 
ページを切り替えられます


