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ひと目でわかる 
iOS 14の新機能
本書では、iOS 14に対応しているiPhone SEを使用した操作方法
を解説しています（アップデート方法は次節参照）。最新のiOS 14
では、より使いやすい機能が追加されました。

iOS 14の主な新機能

ウィジェット／スマートスタック
スケジュールや天気予報、バッテリー残量などをコンパクトに表示する
「ウィジェット」を、ホーム画面に追加できます。複数のウィジェットを「ス
マートスタック」として1つにまとめることもできます。 

Appライブラリ
「Appライブラリ」は、すべてのアプリを機能ごとに自動的にまとめ、
よく使うものをワンタップで開くことのできる機能です。ホーム画面を
何回か左方向にスワイプすると利用することができます。 

Safari
Webサイトや広告プログラムがユーザをトラッキングするのを停止す
ることで、プライバシーを確保します。また、使っているパスワードが
安全でない場合、警告を発します。 

＜翻訳＞アプリ
11の異なる言語に対応した＜翻訳＞アプリを利用できます。iPhone
を横向きにしてマイクのアイコンをタップしたら、相手に伝えたいこと
を話すだけで自動的に翻訳してくれます。 

プライバシー
アプリをダウンロードする前に、プライバシーに関する方針の情報を
見ることができます。また、アプリがiPhoneのカメラやマイクを使用
しているときは、画面にインジケーターが表示されます。 

Siri
Siriを起動すると、従来の全画面ではなくよりコンパクトに表示される
ようになりました。これにより、作業を中断することなくSiriで情報を
調べることができます。 

＜ヘルスケア＞アプリ
睡眠目標を達成するために、＜ヘルスケア＞アプリを利用できます。
就寝時間と起床時間のスケジュールを作成することが可能です。ス
ケジュールは複数作成することが可能です。 
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スワイプする

スワイプする

サイドボタンを
長押しする

コントロール
センターを
表示する

ウィジェットを
表示する／
Appライブラ
リを表示する

電源をオフに
する

通知センター
を表示する

ホーム画面で何回
かスワイプする

iPhoneの基本的なジェスチャー
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電源をオフにする

ロックを解除する

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
ボタンを長押しします。

2 を右方向にドラッグすると、電
源がオフになります。

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。

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、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、
ホームボタンを押します。パスコー
ド（Sec.66参照）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
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押す

押す
押す

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、ホーム画面から
＜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。これはOSのアップデートが
可能な場合に表示されます。最
新のOSにすることで新機能の追
加や不具合の修正などが行われ
るので、P.10以降を参考にアッ
プデートを行ってください。

ソフトウェア・
アップデートMEMO

16 17

1 1



Section

Application

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

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。

4 相手が応答すると通話を開始で
す。 をタップすると、通話を終
了します。

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。

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

電話を受ける

1 iPhoneの操作中に着信画面が
表示されたら、 をタップします
（MEMO参照）。

4 手順 1で をタップすると、通話
を拒否できます。

3 をタップすると、通話が終了し
ます。

2 通話が開始されます。通話を終
える際、バナーが消えている場合
はタイトルバーをタップします。

スライドする

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

iPhoneから機種変更した場合
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.59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。

8 「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。

5 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。

4 「姓」と「名」を入力します。

6 ＜メールアドレスを持っていない
場合＞をタップします。

7 ＜iCloudメールアドレスを取得す
る＞をタップします。

タップする

2 タップする1 スワイプする

1 入力する

2 タップする

入力する

タップする

タップする
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パソコンで使用しているメールで
す。複数のメールアカウントの登
録も可能です。

PCメール

sample@linkup.jpFrom:

to: ××××@×××.×××

こんにちは、

お元気ですか？

iCloudメールやGmailといった
AppleやGoogleなどが提供する、
Webメールサービスです。

Webメール

sample@gmail.comFrom:

to: ××××@×××.×××

こんにちは～

こんにちは～  

キャリアメール

18

iPhoneで使える5種類のメール

iPhoneで
利用できるメールの種類

電話番号宛に送信できるメールで
す。他社携帯と送受信できるほか、
絵文字も利用可能です。

こんにちは！

Apple IDとして設定したメール
アドレスや電話番号にメールを送
信できます。Apple製品どうしで
のみ送受信可能です。

Apple IDFrom:

to: Apple ID

こんにちは～

SMS／MMS

iMessage

iPhoneでは、SMSやiMessageが利用できます。また、PCメール、
GmailやiCloudメールなどのWebメールも使えます。キャリアと契約
した端末であればキャリアメールも利用できます。

08000000000From:

to: 09000000000

ドコモ、au、ソフトバンクといった各キャ
リアが提供するメールサービスです。格安
SIMの場合、事業者によってキャリアメー
ルの提供方法が異なります。

sample@au.comFrom:

to: ××××@×××.×××

66 67
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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。

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。

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

ツールバーを表示する24

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
ストールされています。パソコンなどと同様にWebブラウジングが楽
しめます。

SafariでWebページを閲覧する

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.109参照）。また新規タブ
（P.106MEMO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

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、横画面で
Webページが表示され、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

タップする

98 99
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音楽を購入する
iPhoneでは、＜iTunes Store＞アプリを使用して、直接音楽を
購入することができます。購入前の試聴も可能なので、気軽に利
用することができます。

1 ホーム画面で＜iTunes Store＞
をタップします。初回起動時は
＜続ける＞をタップし、「ファミリー
共有を設定」画面が表示された
場合は、＜今はしない＞をタップ
します。

2 iTunes Storeのランキングを見たい
ときは、画面左下の＜ミュージック＞
をタップして、＜iTunes Store＞
アプリのトップ画面を表示し、＜ラ
ンキング＞をタップします。

3 「ソング」や「アルバム」、「ミュー
ジックビデオ」のランキングが表
示されます。特定のジャンルのラ
ンキングを見たいときは、＜ジャン
ル＞をタップします。

4 ジャンルの一覧が表示されます。
閲覧したいランキングのジャンルを
タップします。ここでは、＜エレク
トロニック＞をタップします。

5 選択したジャンルのソング全体の
ランキングが表示されます。

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

ランキングから曲を探す

1 画面下部の＜検索＞をタップしま
す。 3 検索結果が表示されます。ここで

は＜アルバム＞をタップします。

4 検索したキーワードに該当するア
ルバムが表示されます。任意の
アルバムをタップすると、選択し
たアルバムの詳細が確認できま
す。

2 検索フィールドにアーティスト名や
曲名を入力し、＜検索＞または
＜search＞をタップします。

タップする

タップする

タップする

1 入力する

2 タップする

アーティスト名や曲名で検索する

118 119
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タップする

ランキングやカテゴリからアプリを探す

キーワードからアプリを探す

iPhoneにアプリをインストールすることで、ゲームや読書を楽しん
だり、機能を追加したりできます。＜App Store＞アプリを使って
気になるアプリを探してみましょう。

App Storeで
アプリを探す

41

3 画面上部の入力フィールドに検索
したいキーワードを入力して、＜検
索＞をタップします。

4 検索結果が表示されます。検索
結果を上方向にスワイプすると、
別のアプリが表示されます。

1 ホーム画面で＜App Store＞→
＜続ける＞の順にタップします。
位置情報の確認を求められたら、
＜Appの使用中は許可＞をタップ
します。

2 ＜検索＞をタップします。

タップする

スワイプする

1 入力する

2 タップする

3 「トップカテゴリ」の＜すべて表
示＞をタップすると、カテゴリが一
覧で表 示されます。ここでは、
＜ニュース＞をタップします。

4 タップしたカテゴリのアプリが表示
されます。画面を上方向にスワイ
プすると、有料や無料のアプリを
確認できます。

1 P.150手順 2 の画面で＜App＞
をタップします。

2 新着アプリや有料や無料アプリな
どを確認できます。画面を上方向
にスワイプします。

スワイプする
スワイプする

タップする

タップする

150 151
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書類

iPhone
iPadMac Windows

クラウドから
データを自動で
ダウンロード

アプリデータ

クラウドに
データを自動で
アップロード

Application

iCloudとは、Appleが提供するクラウドサービスです。メール、連
絡先、カレンダーなどのデータを、iCloudを経由してパソコンと同
期できます。

インターネットの保管庫にデータを預けるiCloud

53

iCloudでできること

iCloudは、Appleが提供しているクラウドサービスです。クラウドとはインターネット上の
保管庫のようなもので、iPhoneに保存しているさまざまなデータを預けておくことができま
す。またiCloudは、iPhone以外にもiPad、iPod touch、Mac、Windowsパソコンに
も対応しており、それぞれの端末で登録したデータを、互いに共有することができます。
なお、iCloudは無料で5GBまで利用できますが、月額130円で50GB、月額400円で
200GB、月額1,300円で2TBまで容量を追加できます。Apple Music、Apple TV+、
Apple Arcade、iCloudをまとめて購入できるApple Oneの場合は、月額1,100円の個
人プランで50GB、月額1,850円のファミリープランで200GBの容量を利用できます。

●iCloudのしくみ

iCloudで共有できるデータ

iPhoneにiCloudのアカウントを設定すると、メール、連絡先、カレンダーやSafariのブッ
クマークなど、さまざまなデータを自動的に保存してくれます。また、「@icloud.com」と
いうiCloud用のメールアドレスを取得できます。
さらに、App StoreからiCloudに対応したアプリをインストールすると、アプリの各種デー
タをiCloud上で共有できます。

●iCloudの設定画面 ●「探す」機能

iPhoneでは、iCloudの下記の機能が利用できます。
・iCloud  Drive ・メール（@icloud.com）
・書類とデータの同期 ・メモの同期
・連絡先やカレンダーの同期 ・バックアップ
・リマインダーの同期 ・Safariの同期
・探す ・iCloudキーチェーン
・ファミリー共有 ・iCloud写真

iCloudで利用できる機能MEMO

カレンダーやメール、連絡先をiCloud
で共有すれば、ほかの端末で更新した
データがすぐにiPhoneに反映される
ようになります。

「探す」機能を利用すると、万が一の
紛失時にも、iPhoneの現在位置をパ
ソコンで確認したり、リモートで通知
を表示させたりできます。

190 191
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ホーム画面を
カスタマイズする
アプリをインストールすると、ホーム画面にアイコンが増えていきま
す。アイコンの移動やフォルダによる整理を行い、利用しやすいホー
ム画面にしましょう。

アプリアイコンを移動する

1 ホーム画面上のいずれかのアプリ
のアイコンをタッチし、表示される
メニューで＜ホーム画面を編集＞
をタップします。

2 アイコンが細かく揺れ始めるので、
移動させたいアイコンをほかのア
イコンの間までドラッグします。

3 画面から指を離すと、アイコンが
移動します。ホームボタンを押す
と、変更が確定します。

ホーム画面のほかのページに移
動する場合は、移動したいアイ
コンをタッチし、画面の端までド
ラッグすると、ページが切り替わ
ります。アイコンを配置したい
ページで指を離すとアイコンが
移動するので、ホームボタンを
押して確定します。

ほかのページに
移動するMEMO

タップする

ドラッグする

ドラッグする

押す

フォルダを作成する

3 フォルダ名は好きな名前に変更で
きます。フォルダをタップし、名前
欄をタップして入力し、＜完了＞
（または＜Done＞）をタップしま
す。

4 ホームボタンを2回押し、ホーム
画面の変更を保存します。

1 ホーム画面でフォルダに入れたい
アプリのアイコンをタッチし、表示
されるメニューで＜ホーム画面を
編集＞をタップします。

2 同じフォルダに入れたいアプリの
アイコンの上にドラッグし、画面か
ら指を離すとフォルダが作成され、
両アプリのアイコンがフォルダ内
に移動します。 

1 入力する

フォルダが作成された

2 タップする
タップする

2回押す

ドラッグする

206 207
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iPhoneを初期化するiPhoneを強制的に再起動する

4 ＜バックアップしてから消去＞または
＜今すぐ消去＞をタップします。パ
スコードを設定している場合は、次
の画面でパスコードを入力します。

6 Apple IDをiPhoneに設定してい
る場合は、Apple IDのパスワード
を入力し、＜消去＞をタップします。

1 ホーム画面で＜設定＞→＜一
般＞の順にタップします。

2 ＜リセット＞をタップします。

3 ＜すべてのコンテンツと設定を消
去＞をタップします。

iPhone内の音楽や写真をすべて消去したい場合や、ネットワーク
の設定やキーボードの設定などを初期状態に戻したい場合は、＜設
定＞アプリから初期化（リセット）が可能です。

iPhoneを初期化する

79

3 ロック画面が表示されます。パス
コード設定時はパスコード入力が
必要です。

iPhone SEでは、サイドボタン
と音量ボタンのどちらかを同時
に押し続け、＜SOS＞を右方向
にド ラッグ す ると、110番 や
119番などの緊急サービスに連
絡することができます。 なお、
緊急サービスへ自動通報を行い
たいときは、ホーム画面で＜設
定＞→＜緊急SOS>の順にタッ
プし、「自動通報」をオンにして
おきましょう。

緊急SOSについてMEMO

1 音量ボタンの上を押してすぐ離し、
音量ボタンの下を押してすぐ離し
ます。サイドボタンを手順 2 の画
面が表示されるまで長押しします。

2 iPhoneが強制的に再起動される
ので、Appleのロゴが表示された
らサイドボタンから指を離します。

iPhoneを使用していると、突然画面が反応しなくなってしまうこと
があるかもしれません。いくら操作してもどうにもならない場合は、
iPhoneの強制終了を試してみましょう。

iPhoneを
強制的に再起動する

78

5 ＜iPhoneを消去＞をタップし、も
う一度＜iPhoneを消去＞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

タップする

1 押す
2 押す

3 長押しする

2 タップする

1 入力する

246 247
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