
Section

14 15

1 1

OS・Hardware

3 電源をオフにしている状態で、サ
イドボタンを長押しすると、電源が
オンになります。

1 電源が入っている状態で、サイド
ボタンと音量ボタンの上または下
を、手順 2 の画面が表示される
まで同時に押し続けます。

2 を右方向にドラッグすると、電
源がオフになります。

電源をオフにする

3 ロックが解除されます。サイドボタ
ンを押すと、スリープモードになり
ます。

ロックを解除する

1 スリープモードのときに画面を持ち
上げて、傾けます。もしくは、画
面をタップするか、本体右側面の
サイドボタンを押します。

2 ロック画面が表示されるので、画
面下部を上方向にスワイプしま
す。 パスコード（Sec.69参照）
が設定されている場合は、パス
コードを入力します。

iPhoneの電源の状態には、オン、オフ、スリープモードの3種類
があり、サイドボタンで切り替えます。また、一定時間操作しない
と自動的にスリープモードに移行します。

電源のオン・オフと
スリープモード

01

押す
押す

スワイプする

タップする

初期状態では、iPhoneを持ち
上げて手前に傾けるだけでス
リープモードが解除されるように
設定されています。解除しない
ようにするには、＜設定＞→＜画
面表示と明るさ＞の順にタップし、

「手前に傾けてスリープ解除」の
をタップして、 にします。

持ち上げて解除を
オフにするMEMO

タップする

長押しする

長押しする

ドラッグする

iPhoneの画面を表示したときに
「ソフトウェア・アップデート」の
通知が表示されることがありま
す。その場合は、バッテリーが
十分にある状態でWi-Fiに接続
し、＜今すぐインストール＞をタッ
プすることでiOSを更新できま
す。 ま た、Sec.83を 参 考 に
iTunesをインストールしたパソ
コンにiPhoneを登録し、iTunes
画 面で＜更 新＞→＜更 新＞→
＜次へ＞→＜同意する＞の順にク
リックすることでも更新可能で
す。

ソフトウェア・
アップデートMEMO
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Application

1 iPhone操作中に着信画面が表
示されたら、＜応答＞をタップしま
す（MEMO参照）。

3 手順 1 で＜拒否＞をタップする
と、通話を拒否できます。「留守
番電話サービス」（Sec.14参照）
に加入している場合は、留守番
電話に転送されます。

2 通話が開始されます。通話を終
えるには、 をタップします。

電話を受ける11

電話をかける・受ける
iPhoneで電話機能を使ってみましょう。通常の携帯電話と同じ感
覚でキーパッドに電話番号を入力すると、電話の発信が可能です。
着信時の操作は、1手順でかんたんに通話が開始できます。

キーパッドを使って電話をかける

1 ホーム画面で をタップします。

2 ＜キーパッド＞をタップします。

3 キーパッドの数字をタップして、電
話番号を入力し、 をタップしま
す。

4 相手が応答すると通話開始で
す。 をタップすると、通話を終
了します。

タップする

タップする

1 タップする

2 タップする

タップする

iPhoneのロック中に着信があっ
た場合、画面にスライダーが表
示されます。 を右方向にスラ
イドすると、着信に応答できま
す。また、サイドボタンをすばや
く2回押すと、通話を拒否できま
す。

ロック中に
着信があった場合MEMO

スライドする

タップする

タップする

タップする
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Apple IDを作成する

Apple IDを作成すると、App StoreやiCloudといったAppleが提
供するさまざまなサービスが利用できます。ここでは、iCloudの初
期設定を行いながら、Apple IDを作成する手順を紹介します。

Apple IDを作成する

17

iPhoneを機種変更した場合な
ど、すでにApple IDを持ってい
る 場 合 は、 手 順 3 の 画 面 で

「Apple ID」と「パスワード」
を入力して＜サインイン＞をタッ
プし、P.61手順 15以降へ進ん
でください。

すでにApple IDを
持っている場合MEMO

3 ＜Apple IDをお持ちでないか忘
れた場 合＞→＜Apple IDを作
成＞の順にタップします。

2 「設定」画面が表示されるので、
＜iPhoneにサインイン＞をタップ
します。「設定」画面が表示され
ない場合は、画面左上の を何
度かタップします。

タップする

タップする

1 ホーム画面で＜設定＞をタップし
ます。

タップする

7 「メールアドレス」に希望するメー
ルアドレスを入力し、＜次へ＞を
タップします。なお、Appleから
製品やサービスに関するメールが
不 要な場 合は、「Appleからの
ニュースとお知らせ」の をタッ
プして にしておきます。

8 ＜続ける＞をタップします。

4 生年月日を上下にスワイプして設
定し、＜次へ＞をタップします。

5 「姓」と「名」を入力し、＜次へ＞
をタップします。

6 ＜無料のiCloudメールを取得＞
をタップします。

タップする

2 タップする

2 タップする1 スワイプする

タップする

1 入力する

2 タップする

1 入力する
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16 設定が完了します。

9 「パスワード」と「確認」に同じ
パスワードを入力し、＜次へ＞を
タップします。なお、入力したパ
スワードは、絶対に忘れないよう
にしましょう。

2 タップする

1 入力する

15 Apple IDが作成され、パスコード
を設定している場合は、パスコー
ドを入力します。

13 同意できたら＜同意する＞をタップ
します。

14 「利用規約」画面が表示される
ので、＜同意する＞をタップしま
す。

タップする

11 手順 10で入力した電話番号に、
SMSか電話で確認コードが届き
ます。 確認コードを入力すると、

（SMSは自動入力）自動的に次
の画面が表示されます。

12 「利用規約」画面が表示される
ので、画面を上方向にスクロール
して、内容をよく読みます。

10 本人確認のコードを受け取る電
話番号を確認して、＜続ける＞を
タップします。

入力する

入力する

タップする

スクロールする

タップする
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ツールバーを表示する

SafariでWebページを閲覧する

iPhoneには「Safari」というWebブラウザが標準アプリとしてイン
ストールされており、パソコンなどと同様にWebブラウジングが楽し
めます。

Webページを閲覧する

29

1 ホーム画面で をタップします。

2 初回は「お気に入り」画面が表
示されます。ここでは＜Yahoo＞
をタップします。

3 Webページが表示されました。

「お気に入り」画面には、ブック
マークの「お気に入り」に登録
されたサイトが一覧表示されます
（P.131参照）。また新規ページ
（P.128MEMO参照）を開いた
ときにも、「お気に入り」画面が
表示されます。

「お気に入り」画面とはMEMO

タップする

タップする

3 画面を下方向へスワイプするか、
画面の上端をタップすると、検索
フィールドやツールバーを表示でき
ます。

1 Webページを開くと、画面上部
に検索フィールドが、画面下部に
ツールバーが表示されます。

2 Webページを閲覧中、上方向に
スワイプしていると、検索フィール
ドやツールバーが消える場合があ
ります。

表示される

スワイプする表示される

Webページを閲覧中にiPhone
を横向きにすると、ツールバー
が上部に表示されます（画面を
縦向きに固定していない場合）。

横画面でWebページ
を表示するMEMO
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ページを移動する パソコン向けのレイアウトで表示する

3 をタップすると、タップした回数
だけページが戻ります。 をタッ
プすると、戻る直前のページに進
みます。

1 Webページの閲覧中に、リンク
先のページに移動したい場合は、
ページ内のリンクをタップします。

2 タップしたリンク先のページに移動
します。画面を上方向にスワイプ
すると、表示されていない部分が
表示されます。 Webページを閲覧中、画面左端

から右方向にスワイプすると、
前のページに戻ることができま
す。また、画面右端から左方向
にスワイプすると、次のページ
に進みます。

スワイプで進む／戻るMEMO

タップする

スワイプする
スワイプする

タップする

3 Webページがパソコン向けのレイ
アウトで表示されます。1 Webページの閲覧中に、画面を

下方向にスワイプして、ツールバー
を表示し、 をタップします。

2 左方向にスワイプして＜デスクトッ
プ用サイトを表示＞をタップしま
す。

Webページを閲覧中、画面の上
端をダブルタップすると、見てい
たページの最上部まで移動する
ことができます。

Webページの一番上に
移動するMEMO

ダブルタップする

1 スワイプする

1 スワイプする

2 タップする

2 タップする


