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OS・Hardware
ホーム画面を切り替える

iPhoneのホーム画面

03

iPhoneのホーム画面では、アイコンをタップしてアプリを起動した
り、ホーム画面を左右に切り替えたりすることができます。また、
Appライブラリを確認することも可能です。

ホーム画面の使い方
1 ホーム画面を何度か右方向にス

ワイプすると、左端の画面でウィ
ジェット（Sec.06参照）が表示
され、それぞれの情報をチェックで
きます。

2 何度か左方向にスワイプすると、
右端に「Appライブラリ」画面
が表示されます。Appライブラリ
はすべてのアプリがカテゴリごとに
自動で分類された画面です。画
面を右方向にスワイプすると、
ホーム画面に戻ります。

●情報を表示する

1 ホーム画面を左方向にスワイプし
ます。

2 右隣のホーム画面が表示されま
す。画面を右方向にスワイプする、
もしくは画面下部を上方向にスワ
イプすると、もとのホーム画面に
戻ります。

●ホーム画面を切り替える

Appアイコン：インストール
済みのアプリのアイコンが表
示されます。

ホーム画面の位置：ホーム
画面の数と、現在の位置を
表します。

Dock：よく使うアプリのア
イコンを最大4個まで設置で
きます。ホーム画面を切り
替えても常時表示されます。

スワイプする

スワイプする

スワイプする

スワイプする

画面上部：インターネットへの接続状
況や現在の時刻、バッテリー残量など
のiPhoneの状況が表示されます。

iPhone 12はアイコンや文字を
若干大きく表示する「拡大表示」
の機能を利用できます。拡大表示
を利用するには、ホーム画面で
＜設定＞→＜画面表示と明るさ＞
→＜表示＞→＜拡大＞→＜設定＞
→＜“拡大”を使用＞の順にタップ
します。

拡大表示MEMO

タップする
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発着信履歴を削除するには、手順 1 の画面を表示し、画面右上の＜編集＞をタッ
プします。削除したい履歴の左側にある をタップすると、＜削除＞が表示され
るので、＜削除＞をタップして、＜完了＞をタップすると削除されます。また、
すべての発着信履歴を削除するには、画面左上の＜消去＞をタップして、＜す
べての履歴を消去＞をタップします。

発着信履歴を削除するMEMO

1 タップする

2 タップする

発着信履歴から発信する

発着信履歴を確認する

11

発着信履歴を確認する
電話をかけ直すときは、発着信履歴から行うと手間をかけずに発信
できます。また、発着信履歴の件数が多くなりすぎた場合は、履
歴を消去して整理しましょう。

1 P.42手順 3で通話したい相手を
タップします。 2 画面が切り替わり、発信が開始

されます。

1 ホーム画面で をタップします。

2 ＜履歴＞をタップします。

3 発着信履歴の一覧が表示されま
す。＜不在着信＞をタップします。

4 発着信履歴のうち不在着信の履
歴のみが表示されます。＜すべ
て＞をタップすると、手順 3 の画
面に戻ります。

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

タップする
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メールを設定する
iPhoneではテキストでの連絡用に、＜メール＞と＜メッセージ＞の
2つのアプリが用意されています。まずはWi-Fiをオフにしたあと、
設定を行いましょう。

iPhoneでは、＜メール＞と＜メッセージ＞というアプリを使って、相手とテキストで連絡を
取り合えます。＜メール＞アプリでは、パソコンのメールソフトのように、「iCloudメール」
や「Gmail」など複数のメールアカウントを設定して、それぞれ使い分けることができます。
会社やプロバイダーのメールアカウント、また各キャリアで用意されているメールアカウント
も登録可能です（Sec.23 ～ 26参照）。一方＜メッセージ＞アプリは、SMSとMMS、
iMessageの3つのサービスが利用できます（Sec.21 ～ 22参照）。送受信した内容が吹
き出しのように画面の左右に一覧表示され、これまでの履歴をすぐ確認できるのが特徴で
す。
auのiPhoneでは、1つのメールアカウント（キャリアメール）に対して連絡用のアプリが
2つ用意されていることから、相手から連絡が来た場合、どのように受信するか事前に決
めておく必要があります。＜メッセージ＞アプリで自動受信した内容を＜メール＞アプリで
も手動で受信するか、＜メッセージ＞アプリは使用せず＜メール＞アプリだけで相手から
の連絡をすべて送受信するかのどちらかを選べます。
本書では＜メール＞アプリで受信する方法を解説しています。＜メッセージ＞アプリで受
信する方法はP.71MEMOを参照しましょう。

＜メッセージ＞アプリは、やり取りし
た内容をすぐに確認できます。

＜メール＞アプリは、携帯電話と同じ
ようにキャリアメールを利用できます。

＜メール＞アプリと＜メッセージ＞アプリ

1 Sec.45を参考に、＜My au＞を
インストールしておきます。ホーム
画 面で＜My au＞をタップしま
す。

4 ＜SMS送信画面へ＞をタップしま
す。

3 ＜au IDでログインする＞をタップ
します。

2 初回起動時は通知の送信につい
ての確認が表示されるので、＜許
可＞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

初期設定を行う
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22  位置情報をメッセージで送信する

音声をメッセージで送信する

＜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

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。

3 位置情報が送信されます。タップ
すると、「現在地」画面が表示さ
れ、そこで地図をタップすると、
全画面で地図が表示され、より
詳細に周辺の地図を確認するこ
とができます。

1 ＜メッセージ＞アプリでiMessage
を利用中に、相手の名前をタップ
し、＜情報＞をタップします。

2 ＜現在地を送信＞をタップしま
す。位置情報に関する項目が表
示されたら＜Appの使用中は許
可＞をタップして、＜メッセージ＞
アプリの使 用を許 可します
（P.74MEMO参照）。

P.90手順 1 の画面で、画面下
部の をタップすると、メッセー
ジ内で使えるステッカーを探すこ
とができます。 をタップする
と、ミー文字ステッカーを利用
できます（ミー文字はP.94参
照）。 をタップすると、スケッ
チやタップ、ハートビートなどを
送信できます。 をタップする
と、GIF画像が表示され、メッセー
ジに追加して送信できます。
をタップすると、＜ミュージック＞
アプリ内の曲を共有できます。
なお、 をタップすると、項目
の並び替えや削除ができます。

＜メッセージ＞アプリで
使える機能MEMO

タッチする

タッチ中録音

音声

タップする

2 タップする1 タップする

タップする

タップする

90 91
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複数のWebページを切り替える

新規タブでWebページを開く

29
複数のWebページを
同時に開く
Safariは、タブを使って複数のWebページを開くことができます。
よく見るWebページを開いておき、タブを切り替えていつでも見る
ことができます。

1 開きたいリンクをタッチします。

2 メニューが表示されるので、＜新
規タブで開く＞をタップします。

3 新規タブが開き、タッチしたリンク
先のWebページが表示されます。

P.125手順 2 で をタップする
と、新規タブが表示されます。
P.122やP.130を参照して、
Webページを閲覧しましょう。

新規タブを表示するMEMO

タップする

タッチする

タップする

3 閲覧したいタブをタップします。
をタップすると、タブを閉じること
ができます。

4 目的のWebページが表示されま
す。1 タブの切り替えは画面下部の を

タップします。

2 タブの選択画面が表示されます。
上下にスワイプして、閲覧したい
タブを探します。

タップする

スワイプする

タップするタップして閉じる

開いたタブは手順 3 の方法でも
閉じることができますが、まとめ
て削除することも可能です。手
順 1 の画面で をタッチし、＜〇
個のタブをすべてを閉じる＞を
タップすると、開いているタブを
まとめて閉じることができます。

タブをまとめて一気に
閉じるMEMO

タップする

Application

124 125
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37  
1 ホーム画面で をタップします。

Apple Musicの案内が表示され
たら、＜続ける＞→＜今はしな
い＞の順にタップします。

3 任意のアルバムをタップします。

4 曲の一覧を上下にドラッグし、曲
名をタップして再生します。画面
下部のミニプレーヤーをタップしま
す。

5 「再生中」画面が表示されます。
一時停止する場合は をタップし
ます。2 ＜ライブラリ＞をタップし、任意の

項目（ここでは＜アルバム＞）を
タップします。

音楽を再生する

音楽を聴く
パソコンから転送した曲や、iTunes Storeで購入した曲を、＜ミュー
ジック＞アプリを使って再生しましょう。ほかのアプリの使用中にも
音楽を楽しめるうえ、ロック画面での再生操作も可能です。

「再生中」画面の見方

タップすると、再生中の曲が画面下部のミニプレーヤーに表示され、P.143手順 4 の
画面に戻ります。再び「再生中」画面を表示させるには、ミニプレーヤーをタップします。

曲名とアーティス
トが表示されま
す。

各ボタンをタップ
すると曲の操作が
行えます。 左右にドラッグす

ると音量を調節で
きます。

タップすると、「ラ
イブラリに追加」
「プレイリストに
追加」などのメ
ニューが表示され
ます。

次に再生される曲
の一覧が表示され
ます。

タップするとAir
Play（P.23参 照 ）
や、Bluetooth
（Sec.79参照）対
応の機器で音楽を
再生します。

曲やアルバムの
アートワークが表
示されます。

左右にドラッグす
ると再生位置を調
節できます。

音楽再生中にロック画面を表示
すると、ロック画面に＜ミュージッ
ク＞アプリの再生コントロールが
表示されます。この再生コント
ロールで、再生や停止、曲のス
キップなど、基本的な操作はひ
と通り行えます。

ロック画面で音楽再生
を操作するMEMO

タップする

タップする

タップする

1ドラッグする

2 タップする
3 タップする

2 タップする

1 タップする

142 143
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Application
＜メモ＞アプリの機能

メモを作成する

48

iPhoneの＜メモ＞アプリでは、通常のキーボード入力に加えて、
スケッチの作成や、写真の挿入などが可能です。iCloudと同期
すれば、作成したメモをほかのiPhoneやiPadと共有できます。

メモを利用する

3 新規メモの作成画面が表示され
ます。キーボードで、文字や絵文
字を入力することができます。入
力が完了したら、＜完了＞をタッ
プし、保存します。

4 手順 3 の画面で をタップする
と、下のメニューから文字の大き
さや太さ、装飾などを選ぶことが
できます。

1 ホーム画面で＜メモ＞をタップしま
す。 初回起動時は説明画面が
表示されるので、＜続ける＞をタッ
プします。

2 「メモ」フォルダがある場合は＜メ
モ＞をタップして、 をタップしま
す。

2 タップする

1 入力する

タップする

●手書きスケッチ 

●図形認識

●メモのピン留め

●写真内の文字検索

P.188手順 3 の画面で をタップす
ると、手書き入力モードに切り替
わります。画面をドラッグするこ
とで、文字や絵を描くことができ
ます。

手書き入力モード時に一筆で図形
を描き、そのまま指を離さないで
いると、手書きの線を自動で修正
してくれます。

P.188手順 2 の画面でメモを右方向
にスワイプし、 をタップすると、
画面上部にピン留めできます。解
除するときは、固定したメモを右
方向にスワイプし、 をタップし
ます。

P.188手順 2 の画面で＜検索＞を
タップすると、メモのテキスト以
外にも手書きのテキスト、写真、ス
キャンした書類の文字検索ができ
ます。なお、日本語表記（かな／
カタカナ）には対応していません。

188 189
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写真

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

インターネットの保管庫にデータを預けるiCloud

iCloudで共有できるデータ

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

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 ・マイフォトストリーム
・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

「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。

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。

57

iCloudでできること
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。

220 221
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フォルダの外をタップし、画面右
上の＜完了＞をタップすると、ホー
ム画面の変更が保存できます。

4

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。

2

フォルダ名は好きな名前に変更で
きます。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。

3

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。

1

フォルダを作成する

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、画面右上の＜完
了＞をタップして確定します。

ほかのページに
移動するMEMO

アイコンをフォルダの外に移動
するときは、移動したいアプリの
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＞
をタップして、アイコンをフォル
ダの外までドラッグしたら、画面
右上の＜完了＞をタップします。

アイコンを
フォルダの外に移動するMEMO

画面から指を離すと、アイコンが
移動します。 Dockのアイコンを
ドラッグしてアイコンを入れ替える
こともできます。画面右上の＜完
了＞をタップすると、変更が確定
します。

3

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。

2

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。

1

Appアイコンを移動する

アイコンの移動やフォルダによる整理を行うと、ホーム画面が利用
しやすくなります。ウィジェットやAppライブラリを活用すると、より
便利に使えるように工夫することができます。

ホーム画面を
カスタマイズする

63

2 タップする

2 タップする

2 タップする

1 タッチする

1 タッチする

1ドラッグする

ドラッグする

ドラッグする

ドラッグする

2 タップする

1 入力する

タップする

フォルダが作成された

ドラッグする

236 237
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280 281
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Application

iPhoneの初期設定をする

84

6 「Wi-Fiネットワークを選択」画面
が表示されます。回線をタップし
ます。Wi-Fiを設定しない場合は、
＜モバイルデータ通信回線を使
用＞をタップします。

9 「パスコードを作成」画面が表示
されます。Sec.67を参考に6桁
のパスコードを2回入力します。

8 「データとプライバシー」画面で
＜続ける＞をタップすると、「Face 
ID」画面が表示されます。＜あと
で“設定”でセットアップ＞をタップ
します。Face IDを設定する場合
は、Sec.65を参考に設定します。

7 手順 6 でタップした回線のパス
ワードを入力し、＜接続＞→＜次
へ＞の順にタップします。

3 「国または地域を選択」画面が
表示されます。＜日本＞をタップ
します。

2 ＜日本語＞をタップします。 4 「クイックスタート」画面が表示さ
れるので、＜手動で設定＞をタッ
プします。

5 「文字入力および音声入力の言
語」画面が表示されます。「優
先する言語」「キーボード」「音
声入力」に問題がなければ＜続
ける＞をタップします。変更したい
場合は＜設定をカスタマイズす
る＞をタップして変更します。

1 Sec.83の方法で初期化すると再
起動され、下の画面が表示され
ます。画面下部を上方向にスワ
イプします。

iPhoneを初期化すると、再起動後に初期設定を行う必要がありま
す。初期設定は画面の指示に従って項目を設定するだけなので、
かんたんに行うことができます。

iPhoneの
初期設定を行う

iPhoneには、かんたんに情報を
移行できる「クイックスタート」
が用意されています。P.280手
順 4 の画面で古いiPhoneと新し
いiPhoneを近づけるだけで、
Wi-Fiの設定やApple IDのメー
ルアドレス、パスワードなどの設
定情報を移行できます。また、新・
旧iPhoneともに、iOS 12.4以
降であれば、全データを直接転
送することができます。

古いiPhoneからの
移行MEMO

タップする

タップする

タップする

スワイプする

タップする

2回入力する

タップする

タップする

タップする


