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Watch function
Series6、SE、Series3の違い

Apple Watchとは

Apple Watch Series6とSEが新しく発表され、2020年10月現在、公
式サイトではSeries6、SE、Series3の3種類が販売されています。こ
こでは、Apple Watchの各モデルのスペックや機能を紹介します。

Apple Watch 
Series6／SEとは

01

2020年9月に、watchOS7を搭載したApple Watch Series6とSEが発表されました。
両者に共通の機能は、心拍数の常時モニタリングが可能になったこと、高度計が常時計
測になったこと、屋内・屋外問わず常に最新の高度を確認できるようになったことが挙げ
られます。
また、新たに追加された「ファミリー共有機能」によって、家族が使っているApple 
Watchを1台のiPhoneで管
理できるようになりました。
子どもや高齢者などが、自
分のiPhoneを持っていなく
てもApple Watchを利用す
ることができます。
Series6は、背面のセンサー
に血中酸素濃度センサーが
追加されました。血中酸素
濃度を手軽に確認できるた
め、日々の健康状態を把握
するのに役立ちます。また、
5GHz帯のWi-Fiに対応した
ことで、安定かつ高速な通
信が可能になりました。さら
に、S6チップが搭載された
ことで、残量0％からフル充
電までにかかる時間は約1.5
時間と充電スピードが大幅
に向上しています。

2020年10月時点で販売されているＡｐｐｌｅ Ｗａｔｃｈには、Series6、SE、Series3の3種
類があります。Series6とSEにはGPS+CellularモデルとGPSモデルがありますが、
Series3にはGPSモデルしかありません。Series6は最新機能をすべて搭載した上位機
種、SEはSeries6から電気心拍センサーや常時点灯ディスプレイなどを省いたSeries5
に近い機種、Series3は価格を抑えて販売が継続されている機種です。

●各モデルのスペック

Series6 SE Series3

モデル GPS+Cellular
モデル

GPS
モデル

GPS＋Cellular
モデル

GPS
モデル GPSモデル

チップ

S6 64ビットデュアルコア
プロセッサ

S5 64ビットデュアルコア
プロセッサ

S3 デュアルコアプロセッ
サ

W3 Appleワイヤレスチップ W2 Appleワイヤレスチップ
U1チップ 超広帯域 ー ー

特長

血中酸素ウェルネスセン
サー ー ー

コンパス ー
電気心拍センサー ー ー
第2世代光学式心拍センサー 光学式心拍センサー
内蔵GPS
50メートルの耐水性能
加速度センサー
ジャイロスコープ
環境光センサー
話せるSiri
転倒検出 ー

容量 32GB 8GB

通信
方式

Wi-Fi（802.11b/g/n 
2.4GHz、5GHｚ） Wi-Fi（802.11b/g/n 2.4GHz）

Bluetooth 5.0 Bluetooth 4.2
LTE、UMTS ー LTE、UMTS ー ー

Apple
Pay

登録したクレジットカードによる、実店舗およびApple Payに対応したApple Watch
アプリ内での購入
SuicaやPASMOによる、交通機関の利用やショッピングの支払い

ディス
プレイ

第2世代の感圧タッチ対応
LTPO OLED常時表示
Retinaディスプレイ
（1,000ニト）

第2世代の感圧タッチ対
応LTPO OLED Retina
ディスプレイ（1,000ニト） 
常時表示非対応

第2世代の感圧タッチ対
応OLED Retinaディスプ
レイ（1,000ニト）
常時表示非対応

※赤字はSeries6のみの特長
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Apple Watchを充電するには、磁気充電ケーブルを電
源アダプタに差し込み、電源アダプタをコンセントに差
し込みます。右の図のように本体の裏面に磁気充電ケー
ブルの凹んでいる面をくっつけると、充電が開始されま
す。充電が開始されるとチャイム音が鳴り、充電が開始
されます（Apple Watchを消音モードにしている場合、
チャイムは鳴りません）。
なお、別売の「Apple Watch磁気充電ドック」や「Belkin 
BOOST UP Wireless Charging Dock for iPhone + 
Apple Watch」を利用すると、Apple Watchのバンド
を開いた状態で裏面を下にして置いても、横向きに置い
ても充電することが可能です。

Watch function

各部名称

04

Apple Watchを充電する

Apple Watchは付属の充電ケーブルを使用して、こまめに充電す
るようにしましょう。なお、バッテリーの消費量は利用法によって異
なります。

Apple Watchを
充電する

03

正面 ディスプレイ 右側面

サイドボタン

デジタルクラウン
／ホームボタン

背面

心拍数センサー

スピーカー

バンド・リリース・
ボタン

（押しながらバン
ドを横にスライド
すると外すことが
できます）

血中酸素濃度センサー

Apple Watchは、使う機能や時間に
よって、バッテリーの消費量が異なりま
す。また、GPSやLTEを使用している
と、右の表よりも多くのバッテリーを消
費します。基本的には常に身に着けて
いるものなので、1日の終わりには必
ず充電器に接続し、翌日に備えるように
しましょう。なお、Apple Watchを
0％から100％まで充電するのに、約
1.5時間かかります。

バッテリーの消費量と利用可能時間MEMO

※1日のバッテリー駆動時間は、18時間の間に90
回の通知、90回の時刻チェック、45分間のアプ
リケーション使用、Apple WatchからBluetooth
経由で音楽再生をしながら60分間のワークアウトを
実施した場合にもとづいた、Appleによるテスト結
果です。

1日のバッテリー駆動時間※ 最大18時間

オーディオ再生 最大11時間

連続通話時間 最大1.5時間

ワークアウト 最大11時間

Apple Watchは、本体側面のボタンやタッチディスプレイを利用し
て、各種操作を行います。それぞれシンプルな形状で、操作も直
感的に行えるように設計されています。

Apple Watchの
各部名称
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タップする

＜連絡先を追加＞をタップし
ます。 

3

共有したい相手をタップしま
す。 

4をタップします。 2

共有したい文字盤を表示し、
画面を長押しします。 

1

文字盤を友達と共有する 

watchOS7を搭載したApple Watchであれば、家族や友達と文
字盤を共有することができます。オリジナルの文字盤を作って共有
してみましょう。 

文字盤を友達と共有する 

長押しする
タップする

タップする

＜メッセージを作成＞をタップ
します。 

5 ＜送信＞をタップします。 7

をタップして音声入力す
るか、「候補」からメッセージ
を選んでタップします。 

6

タップする

タップする

タップする

文字盤がメッセージとともに
共有されます。

8

iPhoneから 文 字 盤 を 共 有した いときは、
＜Watch＞アプリを起動し、「マイ文字盤」から
共有したい文字盤をタップします。画面右上の
をタップし、共有方法を選択して共有します。 

iPhoneの＜Watch＞アプリから文字盤を共有する MEMO

タップする
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Apple Pay
Apple Payに対応しているデバイス

Apple Payとは

Apple Payは、アップルが提供するキャッシュレス決済サービスで
す。iPhoneやApple Watchに、クレジットカード、SuicaやPASMO
を登録すると、買い物や交通機関を利用するときに便利です。

Apple Payのしくみと
できること

20

Apple Watchで、キャッシュレス決済サービスであるApple Payを利用できます。
＜Wallet ＞アプリに、クレジットカード、デビットカード、プリペイドカードなどを登録して、
電子マネーとしてキャッシュレス決済に使うことができます。
SuicaやPASMOは、交通系ICカードのサービスをApple Payに組み込んだ日本独自の
ものです。対応した鉄道やバスの運賃の支払い、定期券として利用できるほか、電子マ
ネーとして対応店舗での買い物に利用することができます。
また、Suicaはグリーン券の購入やJREポイントの利用、PASMOはICバス定期券の購
入やバス特ポイントの利用などもできます。ただし、新規定期券の発行やオートチャージ
機能など、一部の機能の利用には＜Suica＞アプリや＜PASMO＞アプリで会員登録
が必要です。

Apple Payは大きく分けると、実店舗での支払い、交通機関での利用、アプリ内の課
金決済、Webサイトでのショッピング決済の4つの利用方法があります。
最新のiPhoneやApple Watchのほか、iPad、MacなどもApple Payに対応しています。
デバイスによって対応が異なるので確認しておきましょう。
Apple Payを活用するには、Apple Watch Series6/5/4/3/2とSE、iPhone 12/11 
Pro/11/XS/XS Max/XR/X/8/8 Plus/7/7 Plusの組み合わせがおすすめです。

Apple Payで支払いをする際、Apple Payに登録しているクレジットカード情
報が支払先に伝わることはありません。ま
た、Apple Payを設定したApple Watch
やiPhoneをなくしたときは、「iPhoneを
探す」を使用してデバイスを紛失モードに
すると、Apple Payを一時的に使用停止に
することができます。その後、Webブラウ
ザで「https://www.icloud.com/」にアクセスしてiCloudにサインインし、
カード情報をリモートで削除することも可能です。

Apple Payの安全性MEMO

SuicaやPASMOを登録すると、リー
ダーにかざすだけで買い物をしたり電
車の改札を通過したりできます
（Sec.22～ 25参照）。

＜Wallet＞アプリに、最大12枚までの
クレジットカード、Suica、PASMO、
パスなどを追加できます（Sec.21参
照）。

デバイス 交通機関 実店舗 アプリ内 Webサイト

日本国内で販売された
iPhone 12、iPhone 11 Pro、
iPhone 11、iPhone XS、
iPhone XS Max、iPhone XR、
iPhone X、iPhone 8、
iPhone 8 Plus、iPhone 7、
iPhone 7 Plus

◯ ◯ ◯ ◯

iPhone 6s、iPhone 6s Plus、
iPhone 6、iPhone 6 Plus、
iPhone SE

ー ー ◯ ◯

日本国内で販売され、
iPhone 5以降とペアリングした
Apple Watch Series6、SE、
Apple Watch Series5、
Apple Watch Series4、
Apple Watch Series3、
Apple Watch Series2

◯ ◯ ◯ ー

iPhone 5以降とペアリングした
Apple Watch Series1と
Apple Watch（第1世代）

ー ー ◯ ー
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Messages

をタップします。下に表示さ
れている最近のチャットリスト
の連絡先をタップした場合は、
手順 6の画面に進みます。

4

メッセージを送信したい相手
の連絡先をタップし、電話
番号をタップします。

5

＜送信＞をタップすると、メッ
セージを送信できます。

8

ここでは、「候補」から＜こん
にちは。＞をタップします。

7

連絡先が追加されました。
＜メッセージを作成＞をタップ
します。

6

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

タップする

メッセージを送信する

ホーム画面で をタップして
＜メッセージ＞アプリを起動し
ます。

1 ＜連絡先を追加＞をタップし
ます。

3

＜新規メッセージ＞をタップし
ます。

2

タップする

Apple Watchでは、メッセージを送信するとき、送信方法をデフォ
ルトの返信、絵文字、音声から選べます。ここでは、あらかじめ決
められているデフォルトの返信を送信する方法を紹介します。

メッセージを送る

28

タップする

手順 7 の画面で をタップすると、指で描いたスケッ
チをApple WatchやiPhoneにメッセージとして送
ることができます。なお、画面右上の をタップする
と、スケッチの色を変更できます。

スケッチを送るMEMO
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Activity
アクティビティの画面の見方

アクティビティとは

Apple Watchの＜アクティビティ＞アプリは、日々の活動を記録す
ることができます。また、目標を設定し、その目標を達成すると、
成果としてバッジを獲得することもできます。

アクティビティアプリで
できること

42

Apple Watchの＜アクティビティ＞アプリでは、「ムーブ」（運動によるカロリー消費）、「エ
クササイズ」（早歩き以上の運動をした分数）、「スタンド」（椅子から立ち上がった回数）
を記録し、それぞれの進捗を3色のリングでわかりやすく表示します。設定した目標の達
成度によって、励ましの言葉などが表示されるので、目標達成に対する意欲向上に役立
ちます。毎日3色のリングを完成させて、健康的な生活を目指しましょう。なお、長期間
の記録はiPhoneの＜フィットネス＞アプリに保存されます。

＜アクティビティ＞アプリでは、
「ムーブ」「エクササイズ」「スタンド」
の3項目を計測できます。リングの外
側から赤は「ムーブ」、緑は「エクサ
サイズ」、青は「スタンド」（車椅子
の場合は「ロール」）の達成度を表し
ています。3色のリングがすべて一周
すると、1日の目標達成です。

「ムーブ」は、運動によるカロリーの
消費を示しています。「エクササイズ」
は、早歩き以上の運動をした分数を
示しています。「スタンド」は、1日
のうち、1時間に1分以上立っていた
回数を示しています。

デジタルクラウンを回すと、現在の
合計が表示されます。「ムーブ」「エ
クササイズ」「スタンド」はそれぞれ
ゴールを変更することができます
（P.129参照）。

左下の画面でさらにデジタルクラウ
ンを回すと、「グラフ」「合計歩数」「合
計距離」「上った階数」の進捗が表示
されます。

文字盤を「アクティビティデジタル」
や「アクティビティアナログ」に設
定（P.53参照）するか、文字盤の「コ
ンプリケーション」（P.62参照）に「ア
クティビティ」を設定すると、文字
盤でアクティビティの進捗状況を確
認することができます。

車椅子の設定がオンの場合、歩
数ではなくプッシュ数がカウント
されます。＜アクティビティ＞ア
プリの「スタンド」の青いリングは
「ロール」に切り替わり、車椅子
で1時間に1分以上動き回った回
数が表示されます。記録は＜ヘ
ルスケア＞アプリに保存されま
す。

車椅子の設定MEMO
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Blood Oxygen

過去の測定結果を確認でき
ます。

3

＜取り込まれた酸素のレベ
ル＞をタップします。

2

iPhoneで＜ヘルスケア＞ア
プリを起動し、＜ブラウズ＞
→＜バイタル＞の順にタップ
します。

1

測定の履歴を確認する

＜開始＞をタップして、手首
を平らにして15秒間待ちま
す。

3

測定が終わると結果が表示
されます。＜完了＞をタップ
して終了します。

4初回起動時は説明を読み、
＜次へ＞→＜次へ＞→＜完
了＞の順にタップします。

2

をタップして＜血中酸素
ウェルネス＞アプリを起動し
ます。

1

血中酸素濃度を測定する

Series6には血中酸素濃度センサーが搭載されています。血液中
の酸素を測定することで、呼吸器や心臓の状態を日常的に把握で
きます。正常値は95～99％とされています。

血中酸素濃度を
測定する

56

タップする

タップする

タップする

タップする

Apple Watchで →＜血中酸
素ウェルネス＞の順にタップしま
す。＜睡眠モード中＞や＜シア
ターモード中＞をタップしてオン
にすると、アプリを起動していな
くても測定されます。

バックグラウンド測定MEMO

2 タップする

1 タップする

タップする

タップする
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66

iPhoneで音楽やPodcastなどを再生すると、Apple Watchに音
楽コントローラーが表示されます。再生、停止、音量の調整まで
自由に行えるので、iPhoneを取り出す必要はありません。

iPhoneの音楽を
操作する

音楽再生画面の見方

●再生画面

●オプション画面

再生中の曲名、アーティ
スト名、アルバム名が表
示されます。

シャッフルやリピートが
できます。

再生するデバイスを選択
できます。

タップするとオプション
画面が表示されます（下
記参照）。

をタップすると曲の先
頭から、 をタップする
と次の曲が再生されま
す。再生中に をタップ
すると停止、停止中に
をタップすると再生でき
ます。デジタルクラウン
を回して曲を選択するこ
ともできます。

再生中の曲をライブラ
リから削除できます。

曲にマイナスの評価を付
けられます。評価はフェ
イバリット・ミックスな
どに反映されます。

曲に好意的な評価を付け
られます。評価はフェイ
バリット・ミックスなど
に反映されます。

再生中の曲をプレイリス
トに追加できます。

Music
iPhoneで再生中の音楽を操作する

手順 1 の画面で をタップ
すると、オプション画面が表
示されます。

2

手順 2 の画面で＜キャンセ
ル＞をタップすると、再生画面
に戻ります。

3

デジタルクラウンを2回押すと、
文字盤が表示されます。文
字盤の をタップすると、再
生画面になります。

4

音楽を再生し、デジタルクラ
ウンを回すと音量の調整がで
きます。

1

ホーム画面で をタップして＜設定＞アプリを起動し、＜アクセシビリティ＞をタッ
プします。「モノラルオーディオ」を にすると、モノラルで音楽などを聴くこ
とができます。イヤホンを付けているときの左右の音量バランスも調整できま
す。

オーディオを調整するMEMO

2 タップする

1 2回押す

回す
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Watch function

「すべてのショートカット」画
面で、画面右上の をタッ
プします。

2

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

手順 2 の画面で画面右下の
＜ギャラリー＞をタップすると、
基本的なショートカットが目的別
に表示されています。普段よく
使っているアプリから提案もされ
るのでおすすめです。

ギャラリーとはMEMO 作成したショートカットがApple 
Watchに表示されないときは、
iPhoneで＜ショートカット＞アプ
リを起動し、ショートカットの
→ の 順 に タップしま す。
「Apple Watchに表示」が
になっていることを確認しましょ
う。

Apple Watchにショート
カットが表示されないMEMO

＜アクションを追加＞をタップ
します。

3iPhoneの ホーム 画 面で
＜ショートカット＞をタップしま
す。

1

ショートカットを作成する

目的地までの経路検索やプレイリストの再生など、アプリ上で行う
アクションをショートカットとして登録しておくと、細かな操作をするこ
となくワンタップで実行できます。

iPhoneで
ショートカットを作る

74

ショートカットを選んでタップ
すると、その操作が実行され
ます。

7

Apple Watchで をタップし
て＜ショートカット＞アプリを
起動します。

6アプリやアクションを選んで
タップし、画面の指示に従っ
て登録します。

4

ショートカットが作成されま
す。

5

＜ショートカット＞アプリはさまざまなアプリと連携しています。会社までの経路を表示した
り、よく聴く音楽を再生したり、指定の時間にアラームをセットしたりといった操作をショー
トカットとして作成しておくと、これまで複数のステップを踏んでいた操作をワンタップで実
行できるようになります。ショートカットの実行はApple Watch単体でも行えます。
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Apple Watchを装着した状態でiPhoneが見つからないときは、Siriに
「iPhoneを探して」などと話しかけることでアラーム音を鳴らすことができます。
同様に、iPhone上のSiriからApple Watchを探すことも可能です。その場合
は、P.217手順 5 の画面が表示されます。

Siriを利用して、Apple WatchからiPhoneを探すMEMO

Google Maps上に、自分
の現在地とApple Watchの
場所が表示されます。

5 ＜サウンドを再生＞をタップす
ると、Apple Watchからア
ラーム音が鳴ります。＜紛失
としてマーク＞をタップして有
効にすると、電話番号を記し
たカスタムメッセージをApple 
Watch に送信できます。
＜このデバイスを消去＞を
タップすると接続が解除さ
れ、悪用を防ぎます。

6

iPhoneからApple Watchを探す

iPhoneのホーム画面で、
＜Watch＞をタップします。

1 をタップします。3

＜Apple Watchを探す＞を
タップします。

4＜すべてのWatch＞をタップ
します。

2

万一、Apple Watchを紛失してしまった場合は、ペアリングしてい
るiPhoneから探すことができます。Bluetooth通信が切れてしまって
も、接続可能なネットワークに自動的に接続します。

iPhoneから
Apple Watchを探す

80

タップする
タップする

タップする

Settings

Bluetoothが利用できない場合、Apple WatchはWi-Fiで通信を行います。GPS+
CellularモデルのApple Watchでモバイル通信プランが設定してあれば、Bluetoothも
Wi-Fiも使えない場合にモバイルデータ通信ネットワークに接続されます。

タップする
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