ロックとセキュリティの設定
ロックとセキュリティの設定

信頼できるエー

信頼できるエージェントを表示するかどうか

ジェント

を設定します。

画面の固定
使用履歴にア

画面のロックや暗証番号など、セキュリティに関する機能を設定で

クセスできるア

きます。設定できる項目は次のとおりです。

プリ

項目

本機で特定のアプリケーションだけが利用で
きるように制限します。
アプリケーションの使用履歴データにアクセ
スできるアプリケーションを管理します。

説明
各機能を利用するときの操作用暗証番号を設

操作用暗証番号

定します。

設定

詳しくは、「操作用暗証番号を設定する」を

アプリシートで

（設定）

参照してください。
画面ロック

画面ロック解除方法を設定します。

パターンを表示

画面ロック解除時に、なぞったパターンを線

する

で表示するかどうかを設定します。

自動ロック

画面消灯後、画面をロックするまでの時間を
設定します。

電源キーですぐ

を押したときに、すぐに画面をロックす

にロックする

るかどうかを設定します。

ロック画面メッ

ロック画面にメッセージを表示するように設

セージ

定します。

ロックとセキュリティ

信頼できる機器／場所／顔／音声認証を確認
Smart Lock

して、自動的に画面ロックを解除するかどう
かを設定します。
指紋認証機能について設定できます。

指紋設定

詳しくは、「指紋認証機能を利用する」を参
照してください。
電話帳のシークレット機能について設定しま

シークレット
設定

す。
シークレット設定について詳しくは、「電話

ロックとセキュリティ画面が表示されます。

帳のデータを見られないようにする（シーク
レット設定）」を参照してください。
電源を入れたとき、PINコードを入力しないと

USIMカード
ロック設定

定します。

の暗号化

本機が暗号化されていることを確認します。

パスワードを

パスワード入力時に、文字を隠さずに表示す

表示

るかどうかを設定します。

端末管理アプリ
提供元不明のア
プリ
ストレージのタ
イプ
安全な認証情報
の使用

設定が完了します。

詳しくは、「PINコードについて」を参照して
ください。

スマートフォン

各項目を設定

本機を操作できないようにするかどうかを設

端末管理機能を有効にするかどうかを設定し
ます。
Google Play以外から入手したアプリケーショ
ンのインストールを許可するかどうかを設定
します。

ロックとセキュリティ利用時の操作
画面をロックしないように設定する
ロックとセキュリティ画面で 画面ロック

なし

・変更前の画面ロック解除方法が なし または スワイプ 以外
のときは、 画面ロック をタップしたあとロックを解除する操
作が必要です。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してくださ
い。

ストレージのタイプを確認します。
安全な証明書とほかの認証情報へのアクセス
をアプリケーションに許可するかどうかを設

画面をドラッグして画面ロックを解除するように設
定する

定します。

ロックとセキュリティ画面で 画面ロック

スワイプ

証明書をインス

暗号化された認証情報をインストールしま

・変更前の画面ロック解除方法が なし または スワイプ 以外

トール

す。

のときは、 画面ロック をタップしたあとロックを解除する操

認証ストレージ

すべての認証情報を削除して認証情報スト

作が必要です。

の消去

レージのパスワードもリセットします。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してくださ
い。

パターンを指でなぞって画面ロックを解除するよう
に設定する

画面消灯後、画面をロックするまでの時間を設定す
る

ロックとセキュリティ画面で 画面ロック

ロックとセキュリティ画面で 自動ロック

パターン

起動時にパターンの入力を必須とするかどうかを設定
へ

新しいパターンを入力

を再度入力

次へ

次

新しいパターン

・画面ロック解除方法が パターン ／ ロックNo. ／ パスワー
ド のときに表示されます。

確認

・変更前の画面ロック解除方法が なし または スワイプ 以外
のときは、 画面ロック をタップしたあとロックを解除する操
作が必要です。
・変更前の画面ロック解除方法が なし または スワイプ のと
きは、 確認 をタップしたあとロック画面での通知を設定する
操作が必要です。
間違えると、30秒間入力ができなくなります。

ロックとセキュリティ画面で 電源キーですぐにロックする
・ 電源キーですぐにロックする をタップするたびに、有効

ロックとセキュリティ画面で 画面ロック

ロックNo.

起動時にロックNo.の入力を必須とするかどうかを設定
新しいロックNo.を入力

）／無効（

）が切り替わります。

・画面ロック解除方法が パターン ／ ロックNo. ／ パスワー
ド のときに表示されます。

ロックNo.で画面ロックを解除するように設定する

クNo.を再度入力

を押したときに、すぐに画面をロックするかど
うかを設定する

（

・パターン入力画面で画面ロックを解除する場合、5回連続して

次へ

項目をタップ

次へ

新しいロッ

OK

・変更前の画面ロック解除方法が なし または スワイプ 以外
のときは、 画面ロック をタップしたあとロックを解除する操

ロック画面にメッセージを表示する
ロックとセキュリティ画面で ロック画面メッセージ
セージを入力

信頼できる端末を利用して、自動的に画面ロックが
解除されるように設定する
ロックとセキュリティ画面で Smart Lock

作が必要です。
・変更前の画面ロック解除方法が なし または スワイプ のと

ロックNo.／パスワードを入力

きは、 OK をタップしたあとロック画面での通知を設定する

できる端末を追加

操作が必要です。

て操作

・ロックNo.入力画面で画面ロックを解除する場合、5回連続して
間違えると、30秒間入力ができなくなります。

メッ

保存

パターン／

信頼できる端末

追加する端末をタップ

信頼
画面に従っ

・あらかじめ、画面ロック解除用のパターン／ロックNo.／パス
ワードを設定しておいてください。
・あらかじめ「Bluetooth」をONにして、Bluetooth®機器とペ

パスワードで画面ロックを解除するように設定する
ロックとセキュリティ画面で 画面ロック

パスワード

ア設定しておいてください。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してくださ
い。

起動時にパスワードの入力を必須とするかどうかを設定
次へ

新しいパスワードを入力

パスワードを再度入力

次へ

新しい

OK

・変更前の画面ロック解除方法が なし または スワイプ 以外
のときは、 画面ロック をタップしたあとロックを解除する操
作が必要です。

信頼できる端末として登録した機器を削除する
ロックとセキュリティ画面で Smart Lock
ロックNo.／パスワードを入力
する機器名をタップ

パターン／

信頼できる端末

削除

OK ／ 信頼できる端末を削除

・変更前の画面ロック解除方法が なし または スワイプ のと
きは、 OK をタップしたあとロック画面での通知を設定する
操作が必要です。
・パスワード入力画面で画面ロックを解除する場合、5回連続し
て間違えると、30秒間入力ができなくなります。

特定の場所にいる間、自動的に画面ロックが解除さ
れるように設定する
ロックとセキュリティ画面で Smart Lock
ロックNo.／パスワードを入力

パターン／

信頼できる場所

宅 ／ 信頼できる場所を追加

自

画面に従って操作

画面ロック解除時に、なぞったパターンを線で表示
するかどうかを設定する

・あらかじめ、画面ロック解除用のパターン／ロックNo.／パス

ロックとセキュリティ画面で パターンを表示する

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してくださ

・ パターンを表示する をタップするたびに、有効（
無効（

ワードを設定しておいてください。
）／

）が切り替わります。

・画面ロック解除方法が パターン のときに表示されます。

い。

信頼できる場所として追加した場所を削除する
ロックとセキュリティ画面で Smart Lock
ロックNo.／パスワードを入力

パターン／

信頼できる場所

削除

削除

する場所をタップ

パスワード入力時に、文字を隠さずに表示するかど
うかを設定する
ロックとセキュリティ画面で パスワードを表示
・ パスワードを表示 をタップするたびに、有効（

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してくださ

効（

）／無

）が切り替わります。

い。

顔認証で、自動的に画面ロックが解除されるように
設定する
ロックとセキュリティ画面で Smart Lock
ロックNo.／パスワードを入力
次へ
確認

ロックとセキュリティ画面で 端末管理アプリ
プリをタップ

端末管理ア

画面に従って操作

パターン／

認識済みの顔

設定

画面のガイドに顔を合わせる
次へ

端末管理アプリを有効にするかどうかを設定する

の表示を

完了

Google Play以外から入手したアプリケーションの
インストールを許可するかどうかを設定する

・画面点灯時に自動的に顔認証され、ロックが解除されます。

ロックとセキュリティ画面で 提供元不明のアプリ

・あらかじめ、画面ロック解除用のパターン／ロックNo.／パス

・ 提供元不明のアプリ をタップするたびに、有効（

ワードを設定しておいてください。
・ 顔認識の精度を改善 をタップすると、顔認証の精度を上げる
ことができます。画面に従って操作してください。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してくださ
い。

ロックとセキュリティ画面で Smart Lock
みの顔の削除

パターン／

認識済みの顔

認識済

削除

ロックとセキュリティ画面で Smart Lock
できる音声 （
ワードを入力

表示）

い。

ロックとセキュリティ画面で 安全な認証情報の使用
ステム ／ ユーザー

パターン／

信頼できる音声

信頼

パターン／ロックNo.／パス

OK

証明書をタップ

画面をフリックして下部を表示
る

本機に向かって「OK Google」と発声したとき、画
面ロックが解除されるように設定する

ロックNo.／パスワードを入力

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してくださ

安全な証明書とほかの認証情報へのアクセスをアプ
リケーションに許可するかどうかを設定する

顔認証の設定を削除する

ロックNo.／パスワードを入力

）／

）が切り替わります。

無効（

シ

証明書の確認

無効にする ／ 有効にす

OK

暗号化された認証情報をインストールする
ロックとセキュリティ画面で 証明書をインストール

画面

に従って操作
・あらかじめ、画面ロック解除用のパターン／ロックNo.／パス
ワードを設定しておいてください。
・Wi-Fiネットワークを設定する際に、認証情報が必要な場合が

・あらかじめ、画面ロック解除用のパターン／ロックNo.／パス

あります。入手方法は配布先によって異なります。

ワードを設定しておいてください。
・あらかじめ、Googleアカウントでログインしてください。
・ 信頼できる音声 をタップするたびに、有効（
（

）／無効

）が切り替わります。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してくださ
い。

すべての認証情報を削除して認証情報ストレージの
パスワードもリセットする
ロックとセキュリティ画面で 認証ストレージの消去

OK

・認証ストレージの消去を行うと、すべてのVPN設定も削除され
ます。

画面ロックを解除したあと、本機を持ち運んでいる
間は画面ロックが解除されたままになるように設定
する
ロックとセキュリティ画面で Smart Lock
ロックNo.／パスワードを入力
OFF

（

パターン／

持ち運び検知機能

表示）

ワードを設定しておいてください。

エージェント名をタップ
・あらかじめ、画面ロック解除用のパターン／ロックNo.／パス
・エージェント名をタップするたびに、有効（
（

をタップします（ OFF

表示）。
・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してくださ
い。

ロックとセキュリティ画面で 信頼できるエージェント

ワードを設定しておいてください。

・あらかじめ、画面ロック解除用のパターン／ロックNo.／パス
・設定を解除するときは、 ON

信頼できるエージェントを表示するかどうかを設定

）が切り替わります。

）／無効

特定のアプリケーションだけが利用できるように制
限する
ロックとセキュリティ画面で 画面の固定
（

表示）

OFF

利用可能にするアプリケーションを起動
はい

・設定を解除するためには、

と

を同時に長押ししま

す。

特定のアプリケーションだけが利用できるようにす
る設定を解除するときに、画面ロック解除操作を行
うように設定する
ロックとセキュリティ画面で 画面の固定
証 （

表示）

解除方法をタップ

解除時の認

画面固定を解除するときの画面ロック
パターン／ロックNo.／パスワードを設定

・あらかじめ、「画面の固定」をONに設定してください。
・あらかじめ画面ロック解除用のパターン／ロックNo.／パス
ワードを設定しているときは、 解除時の認証 をタップするた
びに、有効（

）／無効（

）が切り替わります。

アプリケーションの使用履歴データにアクセスでき
るアプリケーションを設定する
ロックとセキュリティ画面で 使用履歴にアクセスできるアプ
リ

画面に従って操作

画面ロックについてのご注意
画面をロックする際は、次の点にご注意ください。
・画面ロック解除に設定したパターン／ロックNo.／パスワード
はメモに控えるなどして、お忘れにならないようご注意くださ
い。お忘れになった場合は、最寄りのソフトバンクショップに
て所定の手続きが必要となります。その際、お客様が登録／設
定した内容が消失しますのでご了承ください。
・画面ロック解除方法をパターン／ロックNo.／パスワードに設
定した場合に、起動時に入力を必須としたときは、本機を起動
するときにパターン／ロックNo.／パスワードを入力する必要
があります。このとき、入力を10回および20回連続して間違
えたときは、本機を再起動してから再度入力する必要がありま
す。30回連続して間違えると、本機が初期化されますので、ご
注意ください。
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