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ロック機能
USIM カードを本機に取り付けて電源を入れ
たときに、PIN コードを入力しないと本機を使
用できないようにすることができます（PIN
コード設定）。また、本機を操作しない状態が
一定時間続くとき、他の人が使用できないよう
に画面をロックすることもできます（スクリー
ンロック）。

PINコード設定
PINコードの有効／無効の設定や、PIN コード
の変更を行います。
● PIN コードの詳細については、P.20-3 を参
照してください。

1.

＞ 設定 ＞ セキュリティ ＞
USIMカードのロック ＞ PINの変更

2.
3.

古い暗証番号を入力 ＞ OK

PINコードを有効にする
USIM カードを本機に取り付けて電源を入れ
たときに、PINコードを入力するように設定し
ます。

1.

＞ 設定 ＞ セキュリティ ＞
USIM カードのロック

2. 「USIM カードをロック」にチェック
を付ける

3.

PIN コードを入力 ＞ OK
PINコードが有効になります。

補足
･ PIN コードを無効にする場合は、
＞ 設定 ＞ セキュリティ ＞ USIM カー
ドのロック ＞「USIMカードをロック」
のチェックを外し、PIN コードを入力し
てください。
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PINコードを変更する
PIN コードを変更します。
● PIN コードは「USIM カードをロック」に
チェックが付いている場合のみ変更できま
す。

4.

新しい暗証番号を入力 ＞ OK ＞
新しい暗証番号をもう一度入力
OK
PIN コードが変更されます。

スクリーンロックを使う
画面をロックしたり、起動時やスリープモード
またはスクリーンオフ復帰時に画面ロック解
除パターンを設定することにより、データをさ
らに安全に保護できます。画面ロック解除パ
ターンの代わりに、暗証番号またはパスワード
を設定することもできます。

2.
3.

セキュリティ ＞ 画面ロックの設定
＞ パターン ＞ 次へ ＞ 次へ
垂直、水平、あるいは対角線方向に
少なくとも4つのドットを接続して、
画面ロック解除パターンを描く

画面をロックする
電源ボタン（
）を押します。画面をロック
すると、本機をバッグ、財布、またはポケット
に入れる際に、誤って画面にタッチしてしまう
ことを防止できます。

補足
･ 画面のロック解除をするには、電源ボタ
ン（
）を押して画面ロック解除パ
ターンを入力します。

画面ロック解除パターンを作成する
画面ロック解除パターンを作成すると、本機の
セキュリティを強化できます。有効時には、画
面上に正しいロック解除パターンを描き、操作
キーとタッチパネルのロックを解除してくだ
さい。

1.

メニューボタン（

補足
･ メニューボタン（
）を押し、設定
＞ セキュリティ ＞ 画面ロックタイ
マーをタップすると、何も操作しない状
態が続いた場合に、画面ロックが起動す
るまでの時間を設定できます。
･ ロック解除時に、ロック解除パターンが
画面に表示されないようにしたい場合
に は、「入 力 時 に パ タ ー ン を 表 示」の
チェックを外してください。
･ ロック解除パターンを変更するには、メ
ニューボタン（
）を押し、設定 ＞
セキュリティ ＞ 画面ロックの変更を
タップして画面ロック解除パターンを
描き、パターンをタップします。
画面上でロック解除パターンを描くこ
とに 5 回失敗すると、再試行できるよう
になるまで、30 秒待つように指示され
ます。

パターンを作成するには、指を画面上でス
ライドさせる必要があります。個々のドッ
トをタップすることがないようにしてく
ださい。

4.
5.

次へ
画面ロック解除パターンを再度描く
＞ 確認

）＞ 設定
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画面ロック解除暗証番号／パス
ワードを設定する
画面ロック解除用の暗証番号またはパスワー
ドを設定して、本機のセキュリティを強化でき
ます。

1.
2.
3.

メニューボタン（

）＞ 設定

セキュリティ ＞ 画面ロックの設定
＞ 暗証番号またはパスワード
暗証番号またはパスワードを入力 ＞
次へ
暗証番号を設定する場合は4〜16桁の数
字を、パスワードを設定する場合は英字を
含む4〜16桁のパスワードを入力してく
ださい。

4.

暗証番号またはパスワードをもう一
度入力 ＞ OK
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補足

重要

･ メニューボタン（
）を押し、設定
＞ セキュリティ ＞ 画面ロックタイ
マーをタップすると、何も操作しない状
態が続いた場合に、画面ロックが起動す
るまでの時間を設定できます。
･ ロック解除暗証番号／パスワードを変
更するには、メニューボタン（
）を
押し、
設定 ＞ セキュリティ ＞ 画面ロッ
クの変更をタップして暗証番号／パス
ワードを入力し、暗証番号またはパス
ワードをタップします。
･ ロック解除暗証番号／パスワードを 5
回連続して間違えると、再試行できるよ
うになるまで、30 秒待つように指示さ
れます。

画面ロックを無効にする

1.
2.
3.

メニューボタン（

4.

なし

）＞ 設定

セキュリティ ＞ 画面ロックの変更
設定している画面ロック解除パター
ン／暗証番号／パスワードを入力 ＞
次へ

･ 画面ロックの設定を変更するためには、
お客様が設定した画面ロック解除暗証
番号／パスワードが必要となります。暗
証番号／パスワードをお忘れにならな
いようにご注意ください。

