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iPhoneの基本操作
iPhoneは、アップルが発売しているスマートフォンです。端末本体だけでなく、搭
載されているOS（オペレーションシステム）＝iOSもアップルが開発しているの
が特徴です。電話・メール・インターネットといった基本的な機能以外にも、標準で
数多くのアプリが用意されており、スケジュールを確認したり、写真を撮ったり、地
図で行き先を調べたりと、幅広い用途に役立てられます（アプリを追加して機能を増
やすこともできます）
。iPhoneは一般的なスマートフォンと同様、画面を直接タッ
チして操作を行います。はじめはとまどうかもしれませんが、慣れてしまうとさまざ
まな機能を手軽に使えるようになります。まずは基本的な操作方法をマスターしま
しょう。
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の基本操作
iPhone

Chapter 1

Chapter 1

W
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Chapter 1 ［本体操作］

iPhone本体の基本操作

の基本操作
iPhone

iPhone 本体にあるボタンの主な構成は、音量ボタンとスリープ／スリー
プ解除ボタン、
そしてホームボタンとシンプルです。中でも必ず覚えてお
きたいのが「ホーム」ボタンでしょう。アプリの切り替えや画面の移動な
ど、
さまざまな場面で利用します。

対応
PC
基本

応用

趣味

実用

A iPhone本体の各部名称
着信／サイレントスイッチ
電話やメールの着信音をオン
／オフします。

FaceTimeカメラ
「自分撮り」したり、テレビ
電話に使えます。

スリープ／スリープ解除ボタン
ロックしてディスプレイをオフにします。

True Toneフラッシュ

背面側マイク

iSightカメラ

音量ボタン

800 万画素のカメラ機
能で撮影できます。

音量を調整します。
カメラのシャッターを
切ることもできます。

ホームボタン／ Touch IDセンサー
Lightningコネクタ

内蔵スピーカ

付属の USBケーブルを使って電源アダ
プタやパソコンと接続します。

音楽やカメラのシャッター音、メールの着信音
などがここから流れます。この部分を指で押さ
えると、音を軽減できます。

ヘッドセットコネクタ

マイクロフォン

ヘッドフォンやヘッドセットを取り付けます。
35mm のイヤフォンジャックに対応していれば付
属のイヤフォン以外も利用できます。

通話などの際にマイクの役割
を果たします。
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※ 写真はiPhone 6 Plusです。

Chapter 1

A iPhoneのロック／ロック解除

1

スリープ／スリープ解除
ボタンでロック
❶ ここを押して

／スリープ解除ボタンを押して❶、ディス
プレイをオフ（真っ暗で表示していない状
態）
にし❷、
バッテリーを節約しましょう。

❷ ディスプレイを
オフにします

音楽を聴いている時にロックしても、音は
流れ続けます。

2

ボタンを押してロックを解除
ロックを解除するにはホームボタンまた
はスリープ／スリープ解除ボタンを押し
❸、画面上を右方向にドラッグします❹。

Point

ロック解除には…

❸ どちらかを押したら
❹ドラッグしてロック
を解除します

あとはパスコードの入力もしくは、指紋登
録した指でTouch IDセンサーに触れると
ロック解除します。❹の操作の代わりに指
紋登録した指をTouch IDセンサーに触
れても解除できます。

A iPhoneの電源を切る／入れる

1

ボタンを押し続ける
電源を切るにはスリープ／スリープ解除
ボタンを［スライドで電源オフ］が表示さ
れるまで押し続け❶、スライダをドラッグ
します❷。電源を入れるには、スリープ／
スリープ解除ボタンをAppleロゴが表示
されるまで押し続けます。

Point

❶ ここを長押しし
ます

❷ドラッグして電源
を切ります

電源のオフ

電源をオフにすると電話の着信やメール
の受信なども含め、iPhone の全ての機能
が利用できなくなります。
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本体操作

iPhoneを使用していない時は、スリープ

Chapter 1

Chapter 1 ［タッチ操作］

ディスプレイをタッチして操作する

の基本操作
iPhone

iPhoneの画面操作は指で叩いたり、指で動かして行います。
「使いた
い項目」を指で操作すればよいので、わかりやすいでしょう。
とはいえ、い
くつか方法があるのでしっかりとマスターしてください。

対応
PC
基本

応用

趣味

実用

A 項目の選択やアプリの移動

1

タップとダブルタップ
アプリを起動する、文字を入力する欄に
移動するなどのときは指でそのアプリや
入力欄を1回軽く叩きます❶。
これを
「タッ
プ」といいます。また、2回叩くことを「ダ
ブルタップ」といいます。

❶ 軽く叩くことを「タップ」といいます

2

押さえたままにする
長押し
叩くだけでなく、一定時間（数秒）項目を
指で押さえたままにして長押し（ロング
タッチ）すると異なる操作ができる場合が
あります❷。テキストが入力されたところ
を長押しするとカーソルの位置を動かせ
たり、アイコンを長押しすると移動させた
りできます。
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❷ 指で数秒間押さえた
ままにします

1

ドラッグ

❶ 指でスライドを動かします

指を画面に置いたまま滑らすと、ドラッグ

タッチ操作

できます。音量のスライダをドラッグで動
かしたり❶、アプリアイコンの整理に使い
ます。

2

フリックとスクロール
写真を表示して次の写真に移動するとき
や、Web サイトを下に読んでいくときな
ど、指で画面を弾くように動かすと❷、す
ばやくスクロールでき❸、これは「フリッ
ク」と呼ばれます。

3

Chapter 1

A 移動したり拡大／縮小したりするときの操作

❷ 指で弾くように画面を
上方向に動かします

❸ 画面がスクロールします

❹ 2 本の指の間を
広げます

❺ 画面が拡大表示されます

ピンチイン／ピンチアウト
地図や写真、読みにくい Web サイトなど
は、閉じた 2 本指を開くように画面上で滑
らせると❹、
拡大表示します❺。これを
「ピ
ンチアウト」といいます。ピンチアウトし
た画面は逆に指を閉じるように滑らせる
と縮小します。これは「ピンチイン」とい
います。
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Chapter 1

UP

Chapter 1 ［ホーム画面］

ホーム画面の操作方法

の基本操作
iPhone

iPhoneの操作の基本となるのが「ホーム画面」です。
これは、パソコン
でいえばデスクトップのようなものかもしれません。
ここからアプリにアク
セスしたり、設定にアクセスしたりします。

対応
PC
基本

応用

趣味

実用

A ホーム画面の切り替え

1

ホーム画面
iPhoneの画面を表示したとき、アプリのボ
タンがたくさん並んだこの画面を「ホーム
画面」と呼びます。アプリが増えてくると
ページが増えますが、左右にフリックする
ことで画面を移動できます❶。何枚目かの
ホーム画面を表示していてもホームボタ
ンを押すと1枚目の画面に戻ります❷。

Point

❶ドラッグでホーム
画面を移動します

6 Plus には横向きの
ホーム画面も

iPhone 6 Plusを横持ちにするとホーム
画面も横向き（ランドスケープビュー）に
切り替わります。これは6 Plusだけの機能
で、
6やそれ以前のiPhoneにはありません。

2

実行中のアプリを表示する

❷ 押すと1 枚目のホーム
画面へ戻ります

❹ 起動中のアプリを切り替えます

ホーム画面やアプリの表示中、ホームボ
タンをすばやく2回押すと❸、App スイッ
チャーが開いて最近使用したアプリが表
示されます❹。横にフリックしてアプリを
切り替え、サムネイルを上にフリックする
とそのアプリを終了できます❺。

Point

画面を下げる「簡易アクセス」

iPhone でタッチ操作していると画面の上
部まで指が届かないことがあります。ホー
ムボタンを2回タップすると、表示されて
いる画面が下がり、
操作しやすくなります。
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❸ 2 回押します

❺ 上にフリックして
終了できます

Chapter 1

A 通知センター／コントロールセンター／検索を表示

1

画面から便利な機能への
アクセス

ホーム画面

ホーム画面やアプリ画面の表示中に、画

❶ 画面の上端から
下へのドラッグで通
知センターを表示で
きます

面の一番上から下方向へドラッグすると
「通知センター」を❶、一番下から上方向
へドラッグ す ると「コントロー ル セン
ター」を表示できます。よく使う便利な機
能を素早く見ることができます❷。

❷ 画面の下端から上へのド
ラッグでコントロー ルセン
ターを表示できます

2

通知センターと
コントロールセンター

❸ 通知センターです

❹ コントロール
センターです

カレンダーの予定やリマインダー、メッ
セージの新着、今日のお天気などを知ら
せてくれるのが「通知センター」です❸。
「 コ ン ト ロ ー ル セ ン タ ー」は Wi-Fiや
Bluetoothのオンオフ、音楽再生などの
操作ができます❹。

3

検索ウインドウ
ホーム画面で画面の中央から下にドラッ
グすると、検索ウインドウを表示できま
す。
「 メッセージ」のやりとりや「カレン
ダー」の予定など、アプリ枠を超えた横断
的な検索が可能です。

Point

❺ 画面の中央か
ら下へドラッグし
ます

通知センターを
表示しないよう注意

通知センターも下方向へドラッグして表
示しますが、この場合は画面の一番上から
ドラッグします。

❻ 検索が
可能です
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Chapter 1

UP

Chapter 1 ［Siri］

Siriを使って音声操作する

の基本操作
iPhone

音声でiPhoneを操作できるのが「Siri」機能です。電話をかける、
タイ
マーを設定する、
メールを送信するなど、iPhone 標準アプリの操作に
対応しています。人に話しかけるように、自然な口調で利用してみましょ
う。

対応
PC
基本

応用

趣味

実用

A Siriを設定する

1

Siriの設定
［設定］の［一般］→［Siri］で［Siri］をオンに
します❶。言語を［日本語］にしておきます
❷。また、パスコードをロックしている場合
は［設定］の［一般］にある［パスコードロッ
❶ ここをオンにして
ク］
で
［Siri］
を
［オフ］
にしておきましょう❸。

Point

ロックしても
操作できてしまう！

パスコードロックの［Siri］をオフにして
おかないと、パスコードを入力しなくても
ロック解除画面でSiriを利用できてしまい
ます。例えば
「私は誰？」
とSiriに聞くと
「連
絡先」アプリに登録してある情報が表示さ
れてしまいます。

2

Siriを使う

❷［日本語］にします

❹ ホームボタンを長押しすると

❸ ここをオフにしておきます

❻ 自分が話した内容です

ホームボタンを長押しすると❹、ピピっと
音がして［ご用件は何でしょう？］と表示
されます❺。iPhoneに向かって指示を
話します。自分が話したことに対して❻、
Siriが返答するので❼、例えばメールの場
合は、宛先や件名などを話して入力して
いきましょう。

❺ Siri が起動します

❼ Siri からの返信があるので
それに答えていきます
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Chapter 1

A こんな場面でSiriを利用してみよう

1

標準アプリを利用する
iPhone 標準アプリは、話しかけることで
各種操作が可能です。例えば、メッセージ

Point

Siri

を送ったり、電話をかけたり、予定を確認
したりできます。標準アプリ以外は「〜ア
プリを起動する」と話しかけるとたいてい
起動できますが、操作まではできません。

電話をかけられます

アラームを設定
できます

Siriは操作だけじゃない !?

Siriは iPhone の操作だけではなく、話し
かけにも返答します。例えば「疲れた」な
どにも答えてくれます。いろいろな返答パ
ターンがあるので試してみましょう。

2

Twitter や Facebook に
投稿する
iPhoneに Twitter やFacebook の ア カ
ウントを設定してあると（286 ページ参
照）
、Siriを利用してアプリを起動しなく
ても投稿できるようになります。
「 〜と
Twitterで投稿」
「〜とFacebookに投稿」
と話しかけると確認画面が表示され、
「Twitter」
「Facebook」と話しかけると
メッセージ内容を聞いてきます。

Twitter に
投稿できます

3

Facebook に
投稿できます

Wi-Fi や Bluetooth の
オン／オフ
Wi-FiやBluetoothをオフにする操作も、
Siriに頼むことができます。

Wi-Fiを
オフにできます
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Chapter 1 ［Apple ID］

Apple IDを作成しておこう

の基本操作
iPhone

アプリや音楽の購入、データの同期など、iPhoneとアップルのサービ
スを使うために欠かせないのがApple IDのアカウントです。iPhone
を使い始めるにあたって、Apple IDを作成しておきましょう。

1

対応
PC
基本

応用

趣味

実用

無料アプリのインストールを
開始する
こ こ で は、App Store か らApple IDを
作成する方法を紹介します。ホーム画面
で［App Store］をタップして起動し、無
料のアプリを見つけます。
［ 無料］をタッ
プすると❶、
このボタンが
［インストール］
と変わるので、もう1度タップします❷。
なお、App Storeについては Chapter 4
で解説しています。

❶ タップします

2

Appple ID の新規作成を
始める
［Apple IDを新規作成］
をタップします❸。

Point

新たにiCloudアドレスを
取得する

既存のメールアドレスを使うのではなく、
新たに「@icloud.com」のアドレスを無料
で取得して Apple IDとして使いたい場合
は、
［設定］を開いて［iCloud］をタップし
ます。
［Apple IDを新規作成］をタップし
て作成しましょう。
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❷ タップします

❸ タップします

Chapter 1

3

国を選択して
利用条件に同意する

❹ 選択します

国または地域を選択します。ここでは［日
本］を選択して❹、
［次へ］をタップします
❺。
この後、
利用条件などが表示されます。

Apple ID

内容を確認の上、
［同意する］をタップし
ます。

❺ タップします

4

メールアドレスとパスワード
を入力する

❻ 有効なメール
アドレスを入 力
します

現在使っているメールアドレスを入力し
ま す。こ れ が Apple IDに な りま す ❻。
Apple IDのパスワードを決め、同じもの
を2回入力します❼。

❼ 同じパスワード
を2 回入力します

5

セキュリティのための質問を
設定する

❽ タップします

セキュリティのための［質問］の［選択し
てください］をタップします❽。次の画面
で、
使用する質問を選んでタップします❾。

❾ 使用する質問を
タップします
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6

質問の答えを入力する

❿ 入力します

前の画面に戻るので、その質問の答えを
入力します❿。同じ要領で、あと2問も設
定します。

の基本操作
iPhone

Point

レスキューメールは
オプション

質問と答えの下にある「任意のレスキュー
メール」は、パスワードを忘れてしまった
ときに利用できるものです。入力しなくて
もかまいません。

7

生年月日などを登録する

⓫ 入力します

生年月日を入力します⓫。今後、Apple か
らの情報メールを受信したい場合は、ス
イッチをオン（緑色）にします⓬。タップ
してオフにしてもかまいません。
［次へ］を
タップします⓭。
⓬ オンかオフを
選択します

8

支払情報を登録する

⓭ タップします

⓮ 選択します

本書では、有料コンテンツの支払いに使
用するクレジットカードは［なし］を選択
し⓮、iTunes Cardも登録せずに進めま
す⓯。この後、下へスクロールし、氏名や
住所、電話番号を入力します。入力が終
わったら［次へ］をタップします⓰。

Point

iTunes Cardとは

iTunes Cardとは、コンテンツの料金の
支払いに使えるプリペイドカードのこと
です（89 ページ参照）
。
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⓯ 何も入力しません

⓰ 下へスクロールして住
所などを入力してから、
タップします

Chapter 1

9

アカウントが作成された
「アカウントを確認」画面が表示されたら
［終了］をタップします⓱。このiPhone、
または別のデバイスやパソコンを使い、

⓱ タップします

Apple IDとして設定したメールアドレス

Apple ID

でメールを受信します。
「Apple IDを確認
してください」というメッセージが届いて
いるので、このメッセージに書かれている
［今すぐ確認］のリンクをクリックします
⓲。

⓲ メールを受信して
リンクをクリックします

10

アカウントを確認する
確認のためのサイトが表示されます。作
成した Apple IDとパスワードを入力して
⓳、
［メールアドレスの確認］をクリックし
ます⓴。これで、Apple IDを使用できる
ようになります。

Point

レスキューメールも
確認しよう

レスキューメールアドレスを登録した場
合には、そちらにも確認メールが届きま
す。同様の手順で確認しましょう。

11

サインインする
iPhone 側ではメールの確認と前後して、
サインインのためのダイアログが開きま
す。先ほど設定したパスワードを入力して

⓳ 入力して

パ スワ ード
を入力します

⓴ クリックします

タップします

、
［OK］をタップします 。

Point

この後の App Store の画面

App Storeに初めてサインインしたとき
などには、アップル製のアプリをダウン
ロードする画面や、コンテンツの購入に
Touch IDを使うか確認する画面が開くこ
とがあります。また、手順1でダウンロー
ドしようとしたアプリは時間切れになっ
ていることがあります。
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Point iPhone をアップデートするには

の基本操作
iPhone

iOSは、パソコンのOS同様にアップデートが配布され、
これによって新しい機能を搭載したり、不具合を解決した
りできます。以前は iTunesを通してアップデートのデー
タが配布されていましたが、iPhone 単体でアップデート
●アップデート利用可能の通知
アップデートが公開されるとiPhone の画面に「ソフトウェ
ア・アップデート」の通知ダイアログが表示されます。アッ
プデートする場合は［詳細］を、あとで行うときは［閉じる］
をタップします。

●アップデータの確認
通知ダイアログが表示されなくてもアップデートが公開
されているか確認できます。
［設定］の［一般］を開き、
［ソ
フトウェアアップデート］をタップしましょう。アップ
データがある場合は［ダウンロードしてインストール］を
タップします。

●「iTunes」でアップデートする
「iTunes」
（パソコン）
とiPhoneを接続し、
［概要］を開いて［更
新プログラムの確認］をクリックします。アップデータがあ
る場合はダウンロードされ、インストールが始まります。
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できるようになっています。ただし、アップデータは Wi-Fi
でダウンロードするので、無線 LANが利用できない環境
では「iTunes」から行いましょう。

Chapter 2

iPhoneを使うための準備
ここではiPhoneを使う際に覚えておきたい操作・設定を紹介していきましょう。サ
ウンドの大きさを変更したり、画面の明るさを調節したり、壁紙を変更したりなど、
ユーザーの好みに合ったカスタマイズが行えます。また、セキュリティに関する設定
も必須です。iCloudというクラウドサービスを使えば、iPhoneを紛失した際に
端末を追跡できます。いざというときに備えてデータのバックアップも取っておき
ましょう。動作が不安定な際のトラブルシューティングや、再セットアップの方法も
解説しました。そのほか Wi-Fi への接続、テザリングの活用、iTunes の導入なども
マスターしておけば、iPhoneをより便利に使いこなせるはずです。
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を使うための準備
iPhone

Chapter 2

Chapter 2

Chapter 2 ［Wi-Fi］

Wi-Fiに接続するには

を使うための準備
iPhone

Wi-Fi（無線 LAN）は、iPhoneの初回起動時に設定できます。購入 対応
時にドコモショップで初回設定をしてしまった場合などは自宅のWi-Fi
PC
ネットワークに接続する設定を行う必要があるので、
ここで確認しましょ
う。NTTドコモが提供する公衆無線 LANサービス「docomo Wi-Fi」 基本
趣味
に接続する方法も解説します。

応用
実用

A Wi-Fiネットワークへ接続する

1

［設定］から登録
［設定］を開き、
［Wi-Fi］をタップします。自
分が使っているネットワーク名が見えた
らタップしましょう❶。Wi-Fi ルーターに
パスワードが設定してある場合はパス
ワードを入力します❷。

Point

使わない時はオフ

Wi-Fi 設定をオンにしておくと、常に接続
先を探すようになるのでバッテリーの持
ちが悪くなります。外出先など、Wi-Fiを
使わない場合はオフにしておきましょう。

2

❶ 自分が使っている
ネットワーク名をタップします

接続が完了した

❸ このネットワークに接続しました

ネットワーク名にチェックが入り❸、ス
テータスバーに Wi-Fiマークが表示され
たら接続完了です❹。

Point

ネットワーク名が
公開されていない場合

セキュリティのために Wi-Fiネットワーク
の名前が公開されていない場合は［その
他］をタップして、ネットワーク名を直接
入力します。続いて［セキュリティ］を指定
し、パスワードを入力します。この接続方
法は使っているネットワークのマニュア
ルを参考にしてください。
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❷ パスワードを入力します

❹ Wi-Fi に接続しています

1

「ドコモお客様サポート」を
表示する

❶ タップします

Chapter 2

「docomo Wi-Fi」
を利用するには
A 公衆無線LANサービス

「docomo Wi-Fi」を使うには「Safari」の

Wi-Fi

ブックマークから「ドコモお客様サポー
ト」を表示し、
［spモード各種設定］をタッ
プしましょう❶。
［docomo Wi-Fi 設定］を
タップしたら［確認］をタップし❷、次の
画面で「spモードパスワード」
（契約時の
4 桁の暗証番号）を入力します。

❷ タップします

2

ユーザ IDを確認しておく
これで「docomo Wi-Fi」のユーザIDとパ
スワードが確認できます❸。接続時の暗号
化キーも控えておきましょう❹。
「docomo
Wi-Fi」
接続時には
［Wi-Fi］
をオンにして❺、

❺オンにします

自動選択

❸「docomo Wi-Fi ユーザ
ID」とパスワードです

［0000docomo］か［docomo］を選択し
ます❻。
［0001docomo］がある場合は自
動的に選択されます。

Point

「docomo Wi-Fi」は
どこで使える?

「docomo Wi-Fi」は主に駅、
空港、
カフェ、
ファストフードなどで接続できます。

3

❹ Wi-Fi の SSID
と暗号化キーです

❻ どちらか選択します

ユーザ IDを入力

❾「docomo Wi-Fi ユーザ ID」
を入力します

先ほど確認したセキュリティキーを入力
し ❼、
［ 接 続 ］をタップしましょう❽。

❿［sp モード］を
選択します

「docomo Wi-Fiユーザ ID」を入力し❾、
［spモード］を選択したら❿、パスワード
を入力します⓫。
［ログイン］をタップする
と⓬、
「docomo Wi-Fi」に接続します。

Point

❼ セキュリティキーを入力します
❽ タップします

パスワード入力を省略できる

［次回からユーザ ID/ パスワードの入力を
省略］にチェックを入れるとユーザ IDとパ
スワードの入力を30日間省略できます。

⓫ パスワードを入力します

⓬ タップします
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Chapter 2 ［音量／明るさ］

音量や画面の明るさを調整する

を使うための準備
iPhone

電車の中など、着信音を鳴らしたくない場合はサイレントモードを利用し
ます。バイブレーション機能を併用すると、音を鳴らさなくても着信がわ
かるようになります。また、画面の明るさを調整しておくことで、バッテリ
の持ちが違ってきます。

対応
PC
基本

応用

趣味

実用

A iPhoneの音を調整する

1

音量の大小
iPhone の音量は「ミュージック」アプリ
などアプリ上で行うほか、付属ヘッドセッ
トのコントローラ❶や、本体の音量ボタン
❷で行えます。
❶ 付 属 ヘッドセットのコント
ローラで音量を調整します

Point

音量ボタンは
カメラのシャッターにも

音量ボタンは「カメラ」アプリ使用時には
シャッターボタンにもなります。

2

❷ iPhone 本体の音量ボタンでも調整できます

サイレントモード
着信／サイレントスイッチをオンにする
と❸、電話の受信音やメールの着信音を
鳴らさないサイレントモードにできます。
いわゆるマナーモードです。

Point

サイレントモードと
ヘッドセットの関係

「ミュージック」で音楽を再生するとき
は、サイレントモードをオンにしていても
ヘッドセットを接続していないと本体か
ら鳴ってしまいます。
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❸ オレンジになっているとサイレントモードが
オンになります（着信音などは鳴りません）

Chapter 2

3

ロックやタップの音を設定
電源オン／オフボタンを押して画面をロッ
クするときに「かちゃっ」と音が鳴ります。
また、キーボードをタップしたときなどに

音量／明るさ

も音が鳴ります。これをオフにするには、
［設定］の［サウンド］から［ロック時の音］や ❹ オフにする
［キーボードのクリック］
をオフにします❹。 と音が鳴りま
せん

Point

サイレントモード時

この設定を行わなくても、サイレントモー
ドにすればロック時の音やキーボードの
クリック音は鳴りません。

A バイブレーションを設定する

1

サイレントモード時も
着信がわかる

❶ サイレントモード時に
振動して知らせる設定です

サイレントモードにしておくと、電話や
メッセージの着信に気付かないことがあ
ります。その際はバイブレーションをオン
にしておきましょう❶。サイレントモード
にしていないときでもバイブレーション
で着信を知ることができます❷。

❷ サイレントモードが
オフでも振動します

A 画面の明るさを調整する

1

スライダで明るさを調整

❶ 明るさを調整します

iPhone の画面の明るさは、
［設定］の［画
面表示と明るさ］からスライダで調整しま
す❶。
［明るさの自動調整］をオンにすると
❷、周囲の状況に合わせて調整するよう
になります。バッテリを持たせたい場合
は、
［明るさ］をなるべく暗くして［明るさ
の自動調整］をオフにします。

❷ オンにすると暗いところでは
画面が自動的に暗くなります
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Chapter 2 ［セキュリティ］

パスコードを設定してロックをかける

を使うための準備
iPhone

iPhoneを置いてちょっと席を外すときなどは、他人に操作されないよう 対応
にパスコードでロックしておきましょう。iPhoneをなくしてしまったときも、
PC
これで他人に操作されないようになります。複雑なパスコードに切り替え
基本
たり、指紋認証を使ったロックを利用したりできます。

応用

趣味

実用

A パスコードを設定する

1

［設定］の［一般］から設定
［設定］の［一般］→［Touch IDとパスコー
ド］をタップしたら［パスコードをオンに
する］をタップしましょう❶。パスコード
設定画面が表示されるので、任意の 4 桁
の数字を入力します❷。確認のために再
度同じ数字を入力すると設定完了です。

2

❷ 数字を入力します

❶ タップします

パスコードの時間を設定
一定時間iPhoneを操作しないと画面に
ロックがかかり、パスコードの入力が必要
になりますが、その時間を設定しましょう
❸。
❸ パスコード入力までの
時間を設定します

Point

不正操作時にデータ消去

不正な操作を防ぐため、10回パスコー
ド入力に失敗すると、自動的にiPhone の
データを消去する設定も行えます。それに
は［データを消去］をオンにします。
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3

ロック中のアクセス制限

❹ オフがおすすめです

［ロック中にアクセスを許可］欄では、ロッ
クを解除しなくても操作できるアプリを
設定できます。音声操作機能の［Siri］はオ

セキュリティ

フにしておきましょう❹。ロック画面で他
人が音声操作で「連絡先」アプリの情報を
表示できてしまいます。
［メッセージで返
信］は、電話がかかってきたときにメッ
セージで返答する機能です❺（101ペー
ジ参照）
。

❺ かかってきた電話に
メッセージで返答する機能です

4

5

英数字のパスコードを使う
より複雑なパスワードにするには、手順 2
で［簡単なパスワード］をオフにし、一度
設定した4桁のパスコードを入力します。
次に新しく英数字や特殊文字を組み合わ
せた長いパスコードを設定します❻。

❻ 英数字や特殊文字で
パスコードを設定します

ロックを解除する
パスコードを設定すると、ロックを解除す
るときにパスコードの入力が求められま
す。左図は通常のパスコード設定❼、右図
は複雑なパスコードを設定した場合の画
面です❽。設定したパスコードを入力する
と、ロックを解除できます。

❼ 通常のパスコード入力画面です

❽ 複雑なパスコード入力画面です
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A 指紋認証でロックをかける

1

指紋認証をセットする
iPhone 6/6Plus では、ホームボタンの
「Touch IDセンサー」を利用し、指紋認証

を使うための準備
iPhone

によってロックを解除できます。まずは前
ページを参考にパスコードを設定してお
いてください。
［設定］にある［Touch ID
とパスコード］をタップします❶。設定し
たパスコードを入力しましょう❷。

2

❶ タップします

❷ タップして数字を入力します

指紋認証をオンにする
「Touch IDとパスコード」画面で［指紋を
追加］を選びます❸。Touch IDの画面に
切り替わったら❹、ホームボタンに指を置
きます。

❹ ホームボタンに
指を置きます

❸ タップします

3

指紋を登録
指紋をスキャンします。ホームボタンに指
を何度か軽く押し当てて認識させます❺。
親指でも、人差し指でも、自分が使いやす
いものを登録しましょう。

Point

登録は 5 本まで

指紋認証の登録は 5 本まで行えます。左右
の親指、人差し指あたりを登録すると、ほ
ぼカバーできるでしょう。なお、同じ人の
手でなくてもかまいません。
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❺ 何度か指を押し当てます
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4

何度か押し当てる
画面の表示に従って、ホームボタンに指
を当てて離す作業を繰り返して指紋をス
キャンします。
「グリップを調整」画面が

セキュリティ

表示されたら［続ける］をタップして、今
度は指の縁をホームボタンに当てて離す
を繰り返します。
「完了」画面が表示され
たら［続ける］をタップします❻。

❻ タップして
登録完了です

5

指紋認証を利用できる場所

❼ 登録された指紋です

［指紋1］として登録されました❼。指紋を
追加する場合は［指紋を追加］をタップし
ます❽。また、指紋認証を使う場所を設定

❾ ロック解除時に
指紋を使います

しておきましょう。ロック解除時のほか
❾、iTunes Store や App Store で の コ
ンテンツ購入時にも使えます❿。

Point

登録した指紋を削除

登録した指紋を削除したい場合は、
［指紋
1］
の部分を左方向にスライドしましょう。
すると［削除］ボタンが表示するので、タッ
チして削除します。

6

❽ 新しく指紋を
追加できます
❿ コンテンツ購入時に
指紋を使います

指紋認証でロックを
解除する
通常のロック画面で、登録した指をホー
ムボタンに押し当てます⓫。するとパス
コードの入力なしでロック解除されます。
もちろんパスコードでロックを解除する
こともできます。

⓫ 登録した指をホームボタンに押し当
てます
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Chapter 2 ［壁紙］

好みの壁紙に変更するには

を使うための準備
iPhone

iPhoneは、2つの画面に壁紙を設定できます。ロック中の画面と、
ホー
ム画面です。壁紙が動くように見える「ダイナミック」という壁紙を利用す
ることもできます。

対応
PC
基本

応用

趣味

実用

A ホーム画面とロック中の画面で壁紙を設定

1

［設定］の［壁紙］から変更
［設定］を開き、
［壁紙］をタップします❶。
現在の壁紙の設定が表示されるので、
［壁
紙を選択］をタップしましょう❷。

❶ ここをタップします

2

壁紙の種類を選ぶ
iPhoneに あ ら か じ め 用 意 さ れ て い る
［APPLE WALLPAPER］と❸、
「写真」ア

❷ タップします

❸ 用意されている
画像です

プリ内の［カメラロール］や［すべての写
真］などが表示されます❹。自分で撮影し
た写真を壁紙に利用できます。

❹ 撮影した画像です
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3

動きが楽しめる
「ダイナミック」
［APPLE WALLPAPER］内 の［ ダ イ ナ
ミック］にある壁紙は「視差効果」を利用

壁紙

しており、iPhone 本体の向きに応じて水
玉が動くようになっています。

4

壁紙を設定する
いずれかの画像を選択すると、使用範囲
の設定画面になります。
［カメラロール］
や［すべての写真］などの画像は、ピンチ
アウトで拡大したり、ドラッグして表示す
る場所を変更できます（用意されている
画像は不可）❺。決まったら［設定］をタッ

❺ ピンチアウトで
拡大できます

❼ どちらかに設定する場合は
ここをタップします

❽ 両方に設定する場合は
ここをタップします

プしましょう❻。ロック画面とホーム画面
のどちらに壁紙を設定するか決めて完了
です❼❽。
❻ タップします

の動きを止めるには
A「ダイナミック」

1

［アクセシビリティ］で
設定する
「ダイナミック」の壁紙は好きだけど、壁紙
が動くので目が疲れてしまうという人も
いるようです。その場合は、
［設定］から［一
般］にある［アクセシビリティ］を開き❶、

❶ ここをタップします

❷ オンにすると
動きが止まります

［視差効果を減らす］
をオンにしましょう❷。

Point

バッテリーの節約にも

視差効果を減らすことは、バッテリーの節
約にもなります。バッテリーの持ちが気に
なる人はオフにしましょう。
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Chapter 2 ［コントロールセンター］

コントロールセンターで素早く操作

を使うための準備
iPhone

「コントロールセンター」では、iPhoneでよく使う機能を素早く設定でき 対応
ます。アプリの使用中、ホーム画面、ロック画面からアクセス可能です。
PC
Wi-Fiのオフやカメラの起動などが簡単に行えるうえ、AirDropといった
「すぐに使いたい」機能がまとまっています。わざわざ
［設定］
を開かなく 基本
趣味
て済むので便利です。

応用
実用

A コントロールセンターでできること
Wi-Fi

Bluetooth

おやすみモード

Wi-Fiをオン ／ オフできます。
Wi-Fiを使わないところではオフに
するとバッテリーの節約になります。

Bluetooth 機器を接続できま
す。使わないときはオフにする
とバッテリーの節約になります。

電話やメールの着信を鳴らさ
ないようにします。
「ちょっと昼
寝する」
というときに便利です。

機内モード

画面の向きのロック

電話回線とWi-Fiがオフに
なります（Wi-Fiは右 隣の
ボタンでオンにできます）
。

iPhone の向きによって画面
が回転しないようにします。

明るさの調整

再生中の音楽を操作

画 面の明るさを調 整しま
す。急に暗いところに行っ
た場合などに便利です。

再生場所の移動、曲名やアー
ティスト名、
アルバム名の確認、
再生／一時停止、早送り／巻き
戻し、音量調整ができます。

AirDrop

AirPlay

iPhone 同士でデータをや
りとりできるAirDrop 機 能
をオン／オフします。

iPhoneで再生している音楽
やビデオをAirPlay 対応のス
ピーカから流せます。

懐中電灯
背面のフラッシュをつ
けっぱなしにして懐中
電灯代わりにします。
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タイマー
「時計」アプリの
タイマー機能を
表示します。

計算機
「計算機」アプリを
表示します。

カメラ
iPhone のカメラ機能
を起動します。

試し読みはお楽しみ
いただけましたか？
ここからはManatee
おすすめの商品を
ご紹介します。
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ルも対応方法を紹介しています。
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