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本体の各種ボタンの操作

iPhoneの基本操作を
覚える
iPhoneは、指で画面にタッチすることで、さまざまな操作が行えま
す。また、本体の各種ボタンの役割についても、ここで覚えてお
きましょう。
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iPhoneを横向きにすると、アプリの画面
が回転し横長で表示されます。また、
iPhoneを縦向きにすると、画面は縦長
で表示されます。ただし、アプリによっ
ては画面が回転しないものもあります。

本体を傾けると画面も回転するMEMO

着信／サイレントスイッチ
着信モードと消音モードを切り替える
ことができます（P.56参照）。

サイドボタン
スリープモードの解除や、電源のオン・
オフに使用します。

ホームボタン
ホームボタンを表示できます。縦向き
の状態で2回タップすると、画面が下
がり、片手では指が届かなかった画面
上部の操作ができるようになります。
すばやく2回押すと、最近利用したア
プリが一覧表示されます。

音量ボタン
音量の調節が可能です。
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3 メニュー（ここでは＜ブックマーク
を表示＞）をタップします。

4 アプリが起動し、選択したメニュー
に応じた画面が表示されます。

アイコンタッチの操作

1 ホーム画面でアプリ（ここでは
）のアイコンをタッチして押した

ままにします（P.17参照）。

2 アプリに応じたクイックアクション
メニュー（P.21参照）が表示さ
れます。

iPhoneでは、画面上のアイコンなどをタッチして押したままにする
ことで、触覚タッチの操作を行うことができます。メッセージをすば
やく送ったり、新規連絡先の作成を行ったりすることができます。

触覚タッチを利用する
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クイックアクションが表示される

タップする

タッチする
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3 アイコンがグレーに表示されて
Wi-Fiの接続が解除されます。も
う一度タップすると、Wi-Fiに接続
します。画面を下方向にスワイプ
すると、コントロールセンターが閉
じます。

コントロールセンターで設定を変更する

1 画面の下端を上方向にスワイプし
ます。

2 コントロールセンターが表示されま
す。上部に配置されているアイコ
ン（ここでは青表示になっている
Wi-Fiのアイコン）をタップします。

iPhoneではコントロールセンターからもさまざまな設定を行えるよう
になっています。ここでは、コントロールセンターの各機能につい
て解説します。

コントロールセンターを
利用する
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スワイプする

設定が変更される

コントロールセンターの項目の
中には、触覚タッチで操作がで
きるものがあります。

コントロールセンターの
触覚タッチMEMO

タップする
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着信拒否を設定する
iPhoneでは、着信拒否機能が利用できます。なお、着信拒否が
設定できるのは、発着信履歴のある相手か、「連絡先」に登録済
みの相手です。

履歴から着信拒否に登録・解除する

1 P.44手順 1～ 2を参考に「履歴」
画面を表示し、着信を拒否したい
電話番号の をタップします。

2 ＜この発信者を着信拒否＞をタッ
プします。

3 ＜連絡先を着信拒否＞をタップし
ます。

4 着信拒否設定が完了します。＜こ
の発信者の着信拒否設定を解
除＞をタップすると、着信拒否設
定が解除されます。

タップする

タップする タップする

タップする
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Apple IDに
支払い情報を登録する
iPhoneでアプリや音楽・動画を購入するには、Apple IDに支払
い情報を設定します。支払い方法は、クレジットカード、キャリア
決済から選べます。

クレジットカードを登録する

3 ＜設定＞→自分の名前の順に
タップします。

4 ＜支払いと配送先＞→＜お支払
い方法を追加＞の順にタップしま
す。

1 P.58手順 1 を参考に「設定」
画面を表示し、＜iTunes Store
とApp Store＞をタップします。

2 ＜サインイン＞をタップします。
Sec.19で設定したApple IDとパ
スワードを入力し、＜サインイン＞
をタップします。

すでにiPadなどのApple製品を使っていて、支払いにApple IDを登録してい
る場合は、手順 2 でそのApple IDを登録すると、支払いを一本化できて便利
です。「iTunes StoreとApp Store」に登録するApple IDは、Sec.19で
設定したApple IDと違っていても問題ありません。

支払い用のApple IDを登録するMEMO

タップする

タップする

1 入力する
2 タップする

タップする
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音声をメッセージで送信する
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3 音声をそのまま送信する場合は、
をタップします。 をタップする

と、録音したメッセージが再生され
ます。 をタップすると、キャン
セルできます。

4 音声が送信されます。2 音声の録音が開始されます。画
面をタッチしている間、録音され
ます。録音が完了したら指を離し
ます。

1 ＜メッセージ＞アプリでiMessage
を利用中に、 をタッチします。

タップする

音声

タッチ中録音

タッチする

＜メッセージ＞アプリでは、音声や位置情報をスムーズに送信でき
る便利な機能が利用できます。なお、それらの機能を利用できるの
は、iMessageが利用可能な相手のみとなります。

iMessageの
便利な機能を使う
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迷惑メール対策を設定する

迷惑メール対策を行う
MMSやEメール (i) へのアドレスに、迷惑メールがたくさん届くとき
は、「My SoftBank」から迷惑メールの設定を変更します。「My 
SoftBank」にログインする手順は、Sec.21を参考にしてください。
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1 Wi-Fiをオフにした状態で、ホー
ム画面で をタップします。

2 をタップします。

3 ＜My SoftBank＞をタップしま
す。

4 P.65を参考に「My SoftBank」
にログインし、＜メール設定＞を
タップします。

タップする
タップする

タップする

タップする
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App Storeにサインインしてい
ないと、手順 3 のあとに「サイ
ンイン」画面が表示されます。
＜既存のApple IDを使用＞を
タップして、Apple IDとパスワー
ドを入力し、＜OK＞をタップす
ると、P.185手順 5に進みます。

App Storeに
サインインしていない場合MEMO

Application

無料のアプリをインストールする

ここでは、App Storeでアプリを購入して、iPhoneにインストール
する方法を紹介します。アプリのアップデート、削除の方法もあわ
せて紹介します。

アプリをインストール・
アンインストールする
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3 ＜インストール＞をタップします。1 検索結果から、入手したい無料
のアプリをタップします。

2 アプリの説明が表示されます。
＜入手＞をタップします。

タップする

タップする
タップする

タップする

184

7



Section

Application

59

家具などの寸法を測る
iPhoneの標準アプリの＜計測＞アプリを使うと、家具などの寸法
を測ることができます。＜計測＞アプリはAR技術を使って、立体
的に寸法を測ってくれる大変便利なアプリです。　

iPhoneで寸法を測る

1 ホーム画面から＜ユーティリ
ティ＞→＜計測＞の順にタップし
ます。

2 計測したい家具を画面に映し、
ゆっくりとiPhoneを動かして認識
させます。計測したい開始位置
に画面の中央を合わせて をタッ
プします。

3 計測したい終了位置に画面の中
央を合わせて をタップします。

4 手順 2と手順 3 の点の中央に計
測された長さが表示されます。

タップする

タップする

タップする

表示される
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iCloudに
バックアップする
iPhoneは、パソコンのiTunesと同期する際に、パソコン上に自動
でバックアップを作成します。このバックアップをパソコンのかわり
にiCloud上に作成することも可能です。

iCloudバックアップをオンにする

1 ホーム画面から＜設定＞→＜自
分の名前＞→＜iCloud＞の順に
タップして「iCloud」画面を表示
し、＜iCloudバックアップ＞をタッ
プします。

2 「バックアップ」画面が表示され
るので、「iCloudバックアップ」
が になっていることを確認しま
す。「iCloudバックアップ」が
になっている場合はタップします。

3 「iCloudバックアップを開始」の
ポップアップが表示されるので、
＜OK＞をタップします。Apple 
IDのパスワード確認画面が表示
されたら、パスワードを入力して
＜OK＞をタップします。

4 「iCloudバックアップ」が にな
りました。以降は、P.229MEMO
の条件を満たせば、自動でバック
アップが行われるようになります。

タップする

タップする

タップする
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