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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
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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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手動でWi-Fiを設定する

Wi-Fiに接続する

19

Wi-Fiを利用する
Wi-Fi（無線LAN）を利用してインターネットに接続しましょう。ほ
とんどのWi-Fiにはパスワードが設定されているので、Wi-Fi接続前
に必要な情報を用意しておきましょう。

4 接続に成功すると右上に が表
示され、接続したネットワーク名
に が表示されます。

P.70で一括設定を行うと、ソフ
トバンクWi-Fiスポットエリアに
入った時点で自動的にWi-Fiス
ポットに接続されます。接続でき
ない場合は、手順 2 で「Wi-Fi」
が になっていることを確認し
ます。

ソフトバンクWi-Fi
スポットに接続するMEMO

タップする

2 「Wi-Fi」が であることを確認
し、利用するネットワークをタップ
します。

3 接続に必要なパスワードを入力
し、＜接続＞をタップします。

1 ホーム画面で＜設定＞→＜Wi-
Fi＞の順にタップします。

Wi-Fiに接続される

1 入力する 2 タップする

タップする

3 設定されているセキュリティの種
類をタップして、＜戻る＞をタップ
します。

4 パスワードを入力し、＜接続＞を
タップすると、Wi-Fiに接続されま
す。

1 P.72手順 2 で一覧に接続する
ネットワーク名が表示されないとき
は、＜その他＞をタップします。

2 ネットワーク名（SSID）を入力し、
＜セキュリティ＞をタップします。

タップする

1 入力する

1 入力する

2 タップする

2 タップする

2 タップする

1 タップする

iOS 14では、プライバシー対
策のため、各Wi-Fiネットワーク
で違うMACアドレス（Wi-Fiアド
レス）を使う機能があります。こ
の機能のオン／オフの切り替え
は、手順 1 の画面でネットワーク
名の右の をタップし、「プライ
ベートアドレス」から行います。
なお、MACアドレスフィルタリ
ングをしているWi-Fiネットワー
クに接続する場合は、オフに設
定する必要があります。

プライベートアドレスMEMO
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24  

＜メール＞アプリでメールを作成するときには、写真や動画を添付
することができます。また、テキストフォーマットツールを使えば、
箇条書きや書式設定なども行えます。

メールを活用する

写真や動画をメールに添付する

1 ホーム画面で＜メール＞をタップし
ます。

2 画面右下の をタップします。

3 宛先や件名、メールの本文を入
力したら、本文入力フィールドを
タップして選択し、 をタップしま
す。

タップする

タップする

Live Photos（P.155参照）は、
基本的にはiPhoneやiPad、Mac
などのApple機器でないと再生
ができません。Androidスマー
トフォンやWindowsパソコンな
どで開いた場合、普通の写真と
して表示されるので、Apple機
器以外の端末に送るときは注意
しましょう。

Live PhotosをApple
機器以外に送るときの制限MEMO

2 タップする 1 入力する

7 写真を添付する際、サイズを変
更するメニューが表示されたら、
サイズをタップして選択すると、
メールが送信されます。

4 一覧表示されている写真の部分
を上方向にスワイプします。

5 添付したい写真をタップし、 を
タップします。

6 写真が添付できました。 をタッ
プします。

手順 5 で動画を選択した場合、
ファイルサイズを小さくするため
に圧縮処理が行われます。ただ
し、いくら圧縮できるといっても、
もとの動画のサイズが大きけれ
ば、圧縮後のファイルサイズも
大きくなります。また、メールの
種類によって添付できるファイル
サイズに上限があるので、大容
量の動画を添付する場合は注意
しましょう。

動画を添付する際の
注意MEMO

タップする

タップする

スワイプする

2 タップする

1 タップする

104 105
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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）。また新規タブ
（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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Section39  
4 をタップすると、撮影が実行さ

れます。

5 写真モード時に をタッチすると、
動画を撮影することができます。
画面から指を離すと、動画の撮
影が終了します。なお、タッチし
たまま まで右方向にスワイプす
ると、指を離しても、動画撮影が
継続されます。

6 また、写真モード時に を左方向
にスワイプすると、指を離すまで
連続写真を撮影することができま
す。

7 撮影した写真や動画をすぐに確
認するときは、画面左下のサムネ
イルをタップします。写真や動画
を確認後、撮影に戻るには、左
上の をタップします。

写真を撮影する
iPhoneには背面と前面にカメラがあります。さまざまな機能を利用
して、高画質な写真を撮影することが可能です。暗いところでもき
れいに撮影ができます。

写真を撮る

1 ホーム画面で＜カメラ＞をタップし
ます。位置情報の利用に関する
画面が表示されたら、P.74MEMO
を参考に設定します。

2 画面をピンチすると、ズームをする
ことができます。また、画面下部
の をタップして広角カメラと超広
角カメラの切り替え、タッチしてス
ライダーをドラッグすることで、倍
率を変更することができます。

3 ピントを合わせたい場所をタップし
ます。オートフォーカス領域と露
出の設定が黄色い枠で表示され、
タップした位置を中心に自動的に
露出が決定されます。

ピンチオープンする

タップする タップする

＜カメラ＞アプリでは、QRコー
ドの読み取りができます。カメラ
にQRコードをかざすだけで自動
認識され、Webサイトの表示な
どが行えます。QRコードが読み
取れない場合は、ホーム画面で
＜設定＞→＜カメラ＞の順にタッ
プし、「QRコードをスキャン」が
になっていることを確認しま

しょう。

QRコードの読み取りMEMO

タップする

タップする

タッチする

スワイプする

Application

148 149
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新しくインストールしたアプリを
ホーム画面に追加せずに、App
ライブラリだけに追加したいとき
は、ホーム画面で＜設定＞→
＜ホーム画面＞→＜Appライブ
ラリのみ＞の順にタップします。

アプリをAppライブラリ
だけに追加するMEMO

P.176手順 1 を参考に有料のア
プリをタップして、アプリの価格
をタップし、＜支払い＞をタップ
すると、手順 6 と同様にアプリ
がインストールされます。

有料のアプリを
購入するMEMO

Application

無料のアプリをインストールする

45

ここでは、App Storeでアプリを購入して、iPhoneにインストール
する方法を紹介します。アプリのアップデート、削除の方法もあわ
せて紹介します。

アプリをインストール・
アンインストールする

3 ＜インストール＞をタップします。1 検索結果から、入手したい無料
のアプリをタップします。

2 アプリの説明が表示されます。
＜入手＞をタップします。

タップする

タップする

6 インストールが自動で始まります。
インストールが終わると、標準で
はホーム画面にアプリが追加され
ます。

4 Apple ID（Sec.16参照）のパ
スワードを入力し、＜サインイン＞
をタップします。

5 追加購入時のパスワードの入力
に関する画面が表示されたら、
＜常に要求＞または＜15分後に
要求＞をタップします。このあと、
利用規約が表示される場合があ
ります。

2 タップする

1 入力する
追加された

タップする

タップする
タップする

タップする

176 177
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iCloudバックアップをオンにする

iCloudにバックアップを作成する

1 手動でiCloudにバックアップを作
成したいときは、Wi-Fiに接続し
た状態で、「バックアップ」画面
で、＜今すぐバックアップを作成＞
をタップします。

3 バックアップの作成が完了しまし
た。前回iCloudバックアップが
行われた日時が表示されます。

2 バックアップが作成されます。バッ
クアップの作成を中止したいとき
は、＜バックアップの作成をキャ
ンセル＞をタップします。

58
iCloudに
バックアップする
iPhoneは、パソコンのiTunesと同期する際に、パソコン上に自動
でバックアップを作成します。このバックアップをパソコンのかわり
にiCloud上に作成することも可能です。

1 ホーム画面から＜設定＞→自分の
名前の順にタップして、＜iCloud＞
をタップします。

4 「iCloudバックアップ」が にな
りました。以降は、P.223MEMO
の条件を満たせば、自動でバック
アップが行われるようになります。

タップする

2 ＜iCloudバックアップ＞をタップし
ます。

タップする

自動でiCloudにバックアップが行
われる条件は以下のとおりです。

・電源に接続している
・ロックしている
・Wi-Fiに接続している

なお、バックアップの対象となる
データは、撮影した動画や写真、
アプリのデータやiPhoneに関す
る設定などです。アプリ本体な
どはバックアップされませんが、
復元後、自動的にiPhoneにダ
ウンロードされます。

自動バックアップが
行われる条件MEMO

タップする
前回のiCloud
バックアップ日時

3 「バックアップ」画面が表示され
るので、「iCloudバックアップ」
が になっていることを確認しま
す。「iCloudバックアップ」が
になっている場合はタップします。

タップする

Application

222 223
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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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278 279
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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

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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