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iPhone 12とiOS 14の主な新機能

ホーム画面のカスタマイズ
iOS 14では、ホーム画面のカスタマイズ機能が拡張され、アプリのウィジェットを自由に
配置できるようになりました。ウィジェットの大きさを選択することもできます。 
また、Appライブラリと呼ばれる、iPhoneにインストールされているすべてのアプリがカテ
ゴリごとに自動分類された画面が追加されました。「最近追加した項目」や、よく使うアプ
リがまとめられた「提案」など、たくさんのアプリをインストールしていてもすぐに目的のア
プリを起動することができます。 

ホーム画面にウィジェットを配置
して、さまざまな情報をすぐに確
認することができます。

Appライブラリは、ユーザーが使
いやすいようにアプリが自動でカ
テゴリに分類されます。

5G対応
高速・低遅延の第5世代移動通信システム「5G」に対応しています。
5Gが使えるエリアはまだあまりないのですが、今後普及したときに、
より快適な通信環境を利用できます。 

暗所撮影に強いカメラ
iPhone 12のカメラは、広角と超広角の背面カメラ＋前面側カメラと、
iPhone 11と同じ構成ですが、すべてのカメラでナイトモード対応に
なるなど、より暗所撮影に便利になっています。 

ピクチャ・イン・ピクチャ
FaceTimeやピクチャ・イン・ピクチャに対応したアプリでは、表示
中のビデオウインドウを縮小し、ほかのアプリを利用しながら、
FaceTimeのビデオ通話などを行えるようになりました。 

着信などのコンパクト表示
今まで全画面で表示されていた電話やFaceTimeの着信、Siriなど
の画面がコンパクト表示になりました。これによって不意の着信で、
閲覧などを妨げられることがなくなります。 

翻訳
標準アプリとして＜翻訳＞アプリが追加されました。音声やテキスト
の翻訳、会話モードなどの機能があり、言語をダウンロードすること
でオフラインでも利用可能です。 

メッセージ
チャットをチャットリストの上部に固定し、かんたんに確認できるように
なりました。また、グループチャットの機能が向上しています。 



Section

OS・Hardware
電源をオフにする

ロックを解除する

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ることができます。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
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。

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本体を持ち
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.67参照）
が設定されている場合は、パス
コードを入力します。

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。パソコンからはパソコンと
iPhoneを接続し、Windowsの
場合はiTunesを起動して左上の
＜iPhone＞→＜概要＞→＜アッ
プデートを確認＞→＜アップデー
ト＞、Macの場合はFinderのサ
イドバーで＜iPhone＞→＜概
要＞→＜アップデートを確認＞→
＜アップデート＞の順にクリックし
ます。

ソフトウェア・
アップデートMEMO

14 15

1 1
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Application

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

iPhoneがスリープ中やロック画
面で着信があった場合、ロック
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

通話中にバナーが消えてしまっ
たときは、画面左上の背景が緑
色になっている時刻をタップし、
をタップします。

バナーが
消えてしまった場合MEMO

電話を受ける

1 iPhoneの操作中に着信のバ
ナーが表示されたら、 をタップし
ます（MEMO参照）。

3 手順 1で をタップすると、通話
を拒否できます。

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。

タップする タップする

タップする

10

スライドする
タップする

タップする

40 41
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Application

Apple IDを作成する

16

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メー
ルを取得しながら、Apple IDを作成する手順を紹介します。

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」を入力して＜次へ＞
をタップし、「パスワード」を入
力したらP.59手順 15 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 ＜メールアドレスを作成＞をタップ
します。

4 「姓」と「名」を入力し、生年月
日を上下にスワイプして設定しま
す。＜次へ＞をタップします。

5 ＜メールアドレスを持っていない
場合＞をタップします。

6 ＜iCloudメールアドレスを入手す
る＞をタップします。

タップする

1 入力する 2 タップする

3 タップする

2 スワイプする

1 入力する

タップする

タップする

56 57
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Application

21  SMSのメッセージを送信する

メッセージの種類

iPhoneの＜メッセージ＞アプリではSMSやiMessageといった多彩
な方法でメッセージをやりとりすることができます。ここでは、それ
ぞれの特徴と設定方法、利用方法を解説します。

メッセージを利用する 4 画面左上の をタップします。

5 やりとりがメッセージや電話番号ご
とに分かれて表示されています。

1 ホーム画面で をタップします。

2 ＜メッセージ＞アプリが起動する
ので、 をタップします。

3 宛先に送信先の携帯電話番号を
入力し、本文入力フィールドに本
文を入力します。最後に をタッ
プすると、SMSのメッセージが送
信されます。

相手がApple製品以外の場合は、
手順 3の入力フィールドに「SMS/
MMS」と表示されますが、Apple
製品の場合は、「iMessage」と
表示されます。

SMSとiMessageの
見分け方MEMO

タップする

タップする

タップする

3 タップする

1 入力する

2 入力する

SMS（Short Message Service）は、電話番号宛にメッセージを送受信できるサービス
です。1回の送信には別途通信料がかかります。
iMessageは、iPhoneの電話番号やApple IDとして設定したメールアドレス宛にメッセー
ジを送受信できます。iMessageはiPhoneやiPad、iPod touchなどのApple製品との
間でテキストのほか写真や動画などもやりとりすることができます。また、パケット料金は
発生しますが（定額コースは無料）、それ以外の料金はかかりません。Wi-Fi経由でも利
用できます。
＜メッセージ＞アプリは、両者を切り替えて使う必要はなく、連絡先に登録した内容によっ
て、自動的にSMSとiMessageを使い分けてくれます。

●SMS ●iMessage

「宛先」に電話番号を入力するとSMS
になります。テキストと絵文字が使え、
auやソフトバンクといった他キャリア
の携帯電話とも送受信ができます。
なおSMSの利用には別途料金がかか
ります。

iMessageではiPhoneの電話番号も
しくは、Apple IDとして設定したメー
ルアドレスとやりとりが行えます。
SMSと区別がつくよう、吹き出しも
青く表示されます。また、写真や動画、
音声なども送信することが可能です。

78 79
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SafariでWebページを閲覧する

ツールバーを表示する27

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。

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.127参照）。また新規ページ
（P.124MEMO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。

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

Safariの画面をピンチオープン
すると拡大で表示され、ピンチ
クローズすると縮小で表示され
ます。 デ スクトップ 用 表 示
（P.120参照）では、大きくし
たい箇所をダブルタップすると拡
大され、もう一度ダブルタップす
ると、もとの表示に戻ります。

ピンチやタップで表示
を拡大・縮小するMEMO

Application

ピンチオープンする

116 117
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36  
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＞をタップ
します。

アーティスト名や曲名で検索する

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。

ランキングから曲を探す

1 ホーム画面で＜iTunes Store＞
をタップします。「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、＜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

1 タップする 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

1 入力する

2 タップする

タップする

138 139
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タップする

Application
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

44

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

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＞（または＜Search＞）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＞をタッ
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
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、有料アプリや無料アプ
リを確認できます。

1 P.174手順 2 の画面で＜App＞
をタップします。

2 新着アプリや有料アプリ、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

174 175

7 7



Section
7 ＜ロック中の画面に設定＞をタッ

プします。＜ホーム画面に設定＞
をタップすると、ホーム画面の壁
紙が変更されます。

8 ロック画面の壁紙が変更されま
す。

5 設定する壁紙のサムネイルをタッ
プします。

6 選択した壁紙のプレビューが表示
されます。＜設定＞をタップしま
す。

1 ホーム画面で＜設定＞をタップし
ます。

2 ＜壁紙＞をタップします。

ロック画面の壁紙を変更する

3 ＜壁紙を選択＞をタップします。

4 ＜静止画＞をタップします。なお、
＜ダイナミック＞をタップすると、
動きのある壁紙を選択できます。

iPhoneの壁紙を変更しましょう。標準で多数の壁紙が用意されて
おり、カメラで撮影した写真や、常に動いているダイナミック壁紙
を設定することができます。

壁紙を変更する

64

壁紙の変更は、iPhoneにあらかじめ入っている画像以外にも、＜写真＞アプリ
に入っている自分で撮影した写真などを設定できます。P.242手順 4 で＜すべ
ての写真＞など、アルバムをタップして、壁紙に設定したい写真をタップします。

撮影した写真を壁紙に設定するMEMO

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

タップする

タップする

タップする

Application

242 243

9 9
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OS・Hardware Application

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

83

3 再起動後は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。

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
たら、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 P.15手順 2 の画面が表示される
場合は、そのままサイドボタンを
長押しし続けます。iPhoneが強
制的に再起動して、Appleのロ
ゴが表示されます。

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を強制的に再起動してみましょう。

iPhoneを
強制的に再起動する

82

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。

1 押す 2 押す 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 入力する

2 タップする

3 長押しする
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