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Siriを
起動する

00
ひと目でわかる 
iPhone 12の新機能
iPhone 12は、ホームボタンがない全面ディスプレイです。最新
iOS 14になって、より使いやすい機能やアプリが追加されていま
す。

iPhone 12の基本的な操作

各種の操作は、ジェスチャーやサイドボタンなどを使って行います。本文でも都
度解説していますが、ここでまとめて確認しておきましょう。 

スワイプする

スワイプする スワイプする

最近使用した
アプリを
表示する

スクリーン
ショットを
撮る

ホーム画面を
表示する

コントロール
センターを
表示する

アプリ
ケーションを
切り替える

iPhone内の
情報を
検索する
（検索機能）電源をオフに

する

Apple Pay
を利用する通知センター

を表示する

1 スワイプする

2 止める

サイドボタンと
音量ボタンの上を
同時に押して離す

左右に
スワイプする

スワイプする

すばやく2回押す長押しする

サイドボタンと
いずれかの音量
ボタンを同時に
長押しする



Section

OS・Hardware
P.24手順 3 の画面で、下部の
＜編集＞をタップします。1 画面を左右にスワイプして、ウィ

ジェットの大きさを選び、＜ウィ
ジェットを追加＞をタップします。

4

ウィジェットが追加されます。ウィ
ジェットを削除する場合は →
＜削除＞の順にタップします。画
面右上の＜完了＞をタップする
と、編集が終了します。

5

画面左上の をタップします。2

追加したいウィジェット（ここでは
＜メモ＞）をタップします。3

ウィジェットを追加／削除する

ウィジェットで情報を確認する

06

iPhoneでは、ニュースや天気など、さまざまなカテゴリの情報をウィ
ジェットで確認することができます。ウィジェットの順番は入れ替える
ことができるので、好みに合わせて設定しましょう。

ウィジェットを利用する

3 下部のウィジェットが表示されま
す。画面を左方向にスワイプする
と、ホーム画面に戻ります。

1 ホーム画面を何回か右方向にス
ワイプします。

2 ウィジェットが一覧表示されます。
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

スワイプする

ロック画面を右方向にスワイプす
ることでも、ウィジェットを表示
することができます。

ロック画面から
表示するMEMO

iOS 14からは、対応している
一部のウィジェットをホーム画面
に追加できるようになりました。
詳しくは、P.238を参照してく
ださい。

ウィジェットを
ホーム画面に追加するMEMO

タップする

タップする
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表情を表すスタンプを送信する

1 ＜メッセージ＞アプリでiMessage
を利用中に、 をタップします。

4 画面上部のプレビューで確認しな
がら、肌やヘアスタイルなどの色
や種類を選択します。左方向に
スワイプすると、それぞれ変更が
可能です。

2 画面下にアニ文字（P.97MEMO
参照）が表示されたら、右方向
にスワイプします。

3 をタップします。

タップする

スワイプする

タップする

選択する

5 作成が終わったら、＜完了＞をタッ
プします。 8 録画が終わったら をタップし、

をタップして送信します。なお、
録画を撮り直す場合は、 をタッ
プします。

6 ミー文字を作成すると、P.96手
順 2 の画面に作成したミー文字
が表示されるようになります。

9 ミー文字で録画したスタンプが送
信されます。

7 作成したミー文字を送信するとき
は、iPhoneをまっすぐ覗き込み、
顔がフレームに収まるようにして、
をタップし、録画します。なお、
録画時間は最長で30秒です。

アニ文字は、動物などのキャラ
クターを自分の声で話させたり、
表情を変えたりして利用できる
スタンプです。また、ミー文字
はアニ文字のキャラクターをカ
スタマイズし、自分に似せて利
用できるスタンプです。

アニ文字とミー文字MEMO

タップする

タップする

タップする

表示される

送信される
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動画を撮影する
写真モードから手軽に動画を撮影できますが（P.149参照）、ビデ
オモードでじっくり撮影をしたり、写真モードからは利用できないス
ローモードを使ったりして、いろいろな動画を撮影してみましょう。

動画を撮影する

1 ホーム画面で＜カメラ＞をタップ
し、カメラを起動します。撮影モー
ドが「写真」になっているときは、
画面を右方向に1回スワイプし、
「ビデオ」に切り替えます。

2 をタップして撮影を開始します。
撮影中は画面上部の撮影時間
が赤く表示されます。撮影中にピ
ンチオープンすると、ズームができ
ます。

3 をタップすると、動画の撮影を
終了します。撮影した動画を確
認するには、画面左下に表示さ
れるサムネイルをタップします。

スワイプする

ホーム画面で＜設定＞→＜カメ
ラ＞→＜ビデオ撮影＞の順にタッ
プし、＜4K/〇〇 fps＞をタップ
すると、フルHDビデオの4倍の
解像度（3,840×2,160）で、
ビデオ撮影ができます。なお、
「4K/60 fps」に設定するには、
あらかじめホーム画面で＜設定＞
→＜カメラ＞→＜フォーマット＞
の順にタップし、「高効率」に切
り替えておきます。

4Kビデオを撮影するMEMO

タップする

タップする

タップする

1 ホーム画面で＜カメラ＞をタップ
し、カメラを起動します。撮影モー
ドが「写真」になっているときは、
画面を右方向に2回スワイプし、
「スロー」に切り替えます。

3 をタップすると、動画の撮影が
終了します。撮影した動画を確
認するには、画面左下のサムネ
イルをタップします。

2 をタップすると、撮影を開始し
ます。撮影中は画面上部の撮影
時間が更新されます。

スローモーションで動画を撮影する

ホーム画面で＜設定＞→＜カメ
ラ＞→＜スローモーション撮影＞
の順にタップします。＜1080p 
HD/120 fps＞または＜1080p 
HD/240 fps＞をタップして、フ
レーム数を切り替えることができ
ます。なお、「1080p HD/240 
fps」に設定するには、あらかじ
めホーム画面で＜設定＞→＜カメ
ラ＞→＜フォーマット＞の順にタッ
プし、「高効率」に切り替えてお
きます。

フレーム数を変更するMEMO

2回スワイプする

タップする

タップする

タップする
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「スマートローテーション」が
になっていると、時間帯などによっ
て自動で表示されるウィジェットが
切り替わります。

2

を上下にドラッグすると、ウィ
ジェットの順番を変えられます。ウィ
ジェットを左方向にスワイプし、
＜削除＞をタップするとスマートス
タックからウィジェットを削除できま
す。

3

スマートスタックをタッチし、表示
されるメニューで＜スタックを編
集＞をタップします。

1

下方向にスワイプすると1つ前、
上方向にスワイプすると次のウィ
ジェットが表示されます。

2

スマートスタックは複数のアプリの
情報を表示できるウィジェットで
す。スマートスタックを上下にスワ
イプします。

1

スマートスタックを利用する

ホーム画面にウィジェットが追加さ
れます。5

画面を左右にスワイプして追加す
るウィジェットのサイズを選択し、
＜ウィジェットを追加＞をタップしま
す。

4

画面左上の をタップします。2

追加したいウィジェット（ここでは、
＜スマートスタック＞）をタップしま
す。

3

ウィジェットをドラッグして移動でき
ます。画面右上の＜完了＞をタッ
プしてホーム画面を保存します。

6

ホーム画面の何もないところを
タッチします。1

ウィジェットをホーム画面に追加する

●ウィジェットを切り替える ●スマートスタックを編集する

スマートスタックに別のウィジェッ
トを追加するには、P.238手順

1 ～ 5 を参考にホーム画面に
ウィジェットを追加し、スマート
スタックの上にドラッグします。

スマートスタックに
ウィジェットを追加するMEMO

ドラッグする

タッチする

タップする

タップする

2 タップする

2 タップする

2 タップする

2 タップする

1 スワイプする

1 タッチする

1 スワイプする

1ドラッグする

スワイプする
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