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コントロールセンターで設定を変更する

コントロールセンターを
利用する

05

iPhoneでは、コントロールセンターからもさまざまな設定を行えるよ
うになっています。ここでは、コントロールセンターの各機能につい
て解説します。

3 アイコンがグレー表示になり
Wi-Fiの接続が解除されます。も
う一度タップすると、Wi-Fiに接続
します。画面を上方向にスワイプ
すると、コントロールセンターが閉
じます。

1 画面右上から下方向にスワイプし
ます。

2 コントロールセンターが表示されま
す。上部に配置されているアイコ
ン（ここでは青表示になっている
Wi-Fiのアイコン）をタップします。

スワイプする

設定が変更される

コントロールセンターの項目の
中には、触覚タッチで別の操作
ができるものがあります。

コントロールセンターの
触覚タッチMEMO

タップする

OS・Hardware
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Apple IDにクレジットカードを登録する

17
Apple IDに
支払い情報を登録する
iPhoneでアプリを購入したり、音楽・動画を購入したりするには、
Apple IDに支払い情報を設定します。支払い方法は、クレジット
カード、キャリア決済から選べます。

3 ＜支払いと配送先＞をタップしま
す。

4 ＜お支払い方法を追加＞をタップ
します。

1 ホーム画面で＜設定＞をタップし
ます。

2 自分の名前をタップします。

すでにiPadなどのApple製品を使っていて、支払いにApple IDを登録してい
る場合は、そのApple IDを登録すると、支払いを一本化できて便利です。
iTunes StoreやApp Storeに登録するApple IDは、Sec.16で設定した
Apple IDと違っていても問題ありません。支払い用のApple IDの登録は、
「ホーム」画面で＜App Store＞→ →＜サインアウト＞→＜サインイン＞の順
にタップし、支払い用のApple IDとパスワードを入力してサインインします。

支払い用のApple IDを登録するMEMO

タップする

タップする

タップする
タップする
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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。

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

au Wi-Fi SPOTのサービスエ
リアでは、手順 2 の「Wi-Fi」
が であれば、auが提供する
公衆Wi-Fiサービスに自動的に
接続できます。詳細は「https://
www.au.com/mobile/service/
wifi/wifi-spot/」を参考にして
ください。

au Wi-Fi SPOTに
接続するMEMO
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ブックマークを追加する

30

ブックマークを利用する
Safariでは、WebページのURLを「ブックマーク」に保存し、好
きなときにすぐに表示することができます。ブックマーク機能を活用
して、インターネットを楽しみましょう。

1 ブックマークに追加したいWeb
ページを表示した状態で、画面
下部にある をタップします。

2 メニューが表示されるので、＜ブッ
クマークを追加＞をタップします。
なお、＜お気に入りに追加＞を
タップすると、ブックマークの「お
気に入り」フォルダに直接追加さ
れます。

3 ブックマークのタイトルを入力しま
す。わかりやすい名前を付けましょ
う。

4 入力が終了したら、＜保存＞をタッ
プします。ほかにフォルダがない
状態では「お気に入り」フォルダ
が保存先に指定されていますが、
フォルダをタップして変更すること
ができます。

タップする

タップする

タップする

タップして変更する

入力する

Application
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ブロックしているトラッカーを確認する

33
プライバシーレポートを
確認する
Webサイトを訪れると、トラッカーと呼ばれるプログラムによって閲
覧者の情報を収集され、広告の表示などに利用されることがありま
す。Safariでは、トラッカーをブロックし、その結果を確認できます。

3 ブロックされているトラッカーの数
やアクセス後に外部のトラッカー
を呼び出したWebサイトが表示さ
れます。

4 ＜トラッカー＞をタップすると、
Webサイトによって呼び出されたト
ラッカーを確認できます。

1 Webページを表示した状態で、
をタップします。

2 ＜プライバシーレポート＞をタップ
します。

タップする

タップする

タップする

Application
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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

Application
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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

Application
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をタップします。4

翻訳したい内容を音声入力しま
す。手順 4 の画面で＜テキストを
入力＞をタップすると、テキスト入
力もできます。

5

翻訳した音声が自動再生され、
テキストが画面に表示されます。6

ホーム画面で＜翻訳＞をタップし
ます。1

初回は機能の紹介が表示される
ので、＜続ける＞をタップし、「Siri
および音声入力の改善」画面が
表示されたら、＜オーディオ録音
を共有＞または＜今はしない＞を
タップします。

2

翻訳元の言語（ここでは「日本
語」）と翻訳先の言語（ここでは
「英語（アメリカ）」）をタップして
設定します。

3

音声を翻訳する

＜翻訳＞アプリでは、音声入力で任意の言語にリアルタイム翻訳
ができます。また、言語をあらかじめダウンロードしておくと、電波
の届かない場所でも利用できるようになります。

翻訳を利用する

49

タップする

タップする

設定する

タップする

音声入力する
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iPhoneのiCloudの同期設定を変更する

59
iCloudの同期項目を
設定する
カレンダーやリマインダーはiCloudと同期し、連絡先はパソコンの
iTunesと同期するといったように、iCloudでは、個々の項目を同
期するかしないかを選択することができます。

1 P.222手順 1を参考に「iCloud」
画面を表示し、iCloudと同期した
くない項目の をタップして
にします。ここでは、「Safari」
の をタップします。

2 以前同期したiCloudのデータを
削除するかどうか確認されます。
iCloudのデータをiPhoneに残し
たくない場合は、＜iPhoneから
削除＞をタップします。

1 iCloudと同期したい項目の を
タップして、 にします。ここで
は「Safari」の をタップします。

2 ＜Safari＞に既存のデータがある
場合は、iCloudのデータと結合
してよいか確認するメニューが表
示されます。＜結合＞をタップし
ます。

●同期をオフにする ●同期をオンにする

タップする タップする

タップする
タップする

Application
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1 ホーム画面で＜設定＞をタップし
ます。

2 ＜コントロールセンター＞をタップ
します。

コントロールセンターにアイコンを追加する

3 追加したい機能の をタップして
追加します。

65

コントロールセンターでは、機能の追加や削除、移動など、自由
にカスタマイズすることができます。また、触覚タッチを利用できる
機能もあります。

コントロールセンターを
カスタマイズする

タップする

タップする
手順 3 の画面で、 →＜削除＞
の順にタップすると、アイコンを
削除できます。また、 を上下
にドラッグすると、順番を入れ替
えることができます。

アイコンを削除するMEMO

タップする

Application
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