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＊iOS 8の新機能については「http://www.apple.com/jp/ios/whats-new/」
でも確認できます。

auユーザーに贈る！

iPhone
疑問を解消して快適に使いこなそう

iPhone 6やiPhone 6 Plusって何が変わったの?

これまでのiPhoneとの最も大きな違いは画
面サイズですが（P.010参照）、その解像度も

アップし、視野角（ディスプレイ正面から上下左右ズ
レた角度でも正常に見える範囲）が広くなったので、
ディスプレイが見やすくなりました。ボディの角が丸く
なったほか、厚さも薄くなり、持った感触が異なります。
本体が大きくなったぶん、バッテリーの容量もアップし
ています。

カメラのスペックとしては、有効画素数が800万
画素と従来モデルと同じですが、撮像素子が新しく
なったほか、「Focus Pixels」と呼ばれる「像面位
相差AF」を採用しました。また、iPhone 6 Plusに
はレンズユニットが動いて手ぶれを軽減する「光学
式手ぶれ補正」が搭載されています（iPhone 6は
従来通りデジタル方式）。そのほか、自分撮り用の
FaceTimeカメラのレンズが少し明るくなったのと、
秒10枚撮影できるバーストモードも使えるようになっ
ています。また、背面のiSightカメラも含め顔検出
機能が強化されました。
動画の撮影に関しては1080pのHDビデオ撮影が
60fpsに対応し、スローモーションの撮影では従来
の倍（120fps）が選べます。動画撮影中に画面をタッ
プしなくても自動的にピント合わせを変えてくれるコ
ンティニュアスオートフォーカスを備えています。

いよいよ登場した「iPhone 6」「iPhone 6 Plus」。
デザイン、スペック、OSが進化しただけでなく、
auが提供するプラン内容も変わったため、
ささいなことを含め何らかの疑問を抱えている
ユーザーもいるのではないでしょうか。
せっかく手に入れた期待の新機種。
まずはiPhone 6/6 Plusを使う際に覚えておきたい
16の基礎知識をQ&A形式で紹介していきましょう。
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iOSが新しくなったと
聞きました
iPhoneに搭載されているOSが最新の

「iOS 8」になったことで、機能強化だけで
なく、新しい機能が追加されるなど、さまざまな面
で大幅な改善が行われています。たとえばカメラ
にはセルフタイマー（P.093参照）やタイムラプス

（P.095参照）といった機能が追加され、写真撮影
時の明るさ調節にも対応しました。写真編集機能
も、トリミング機能が自動傾き補正に対応したコン
ポジションツールに進化するなど強化されています。
また、サードパーティ製のキーボードアプリが使え
るようになり、手書き日本語入力環境の「mazec」
や、変換精度の高さに定評のある「ATOK」、親指
シフトに対応した「N+Keyboard」などが文字入
力時に利用できます。
こうしたiOS 8の新機能は、従来のiPhone 4s以
降でもシステムアップデートすれば使えますが、健
康やフィットネス関連の情報を一元管理する「ヘル
スケア」アプリのようにiPhone 6や6 Plusでし
か使えない機能もあります。また、ホーム画面を横
向きにしたりメールやメモを2ペイン表示できるラ
ンドスケープモードはiPhone 6 Plusでのみ利用
できます。

KDDIに関する契約や設定
はiPhoneからできるの?
auのWebサイトから可能です。iPhone
に入っているアップル純正のWebブラウザ

「Safari」でブックマークに登録してある「auお客
さまサポート」にアクセスすれば、利用料金の確認
や各種サービスの変更手続きなどが行えます。

留守番電話サービスは
利用できる?

日本で未対応の
機能がある?

有料オプションの「お留守番サービスEX」
（300円/月）に加入することで、留守番電

話サービスが利用できます（P.038参照）。「お留
守番サービスEX」に加入すると、留守番電話サー
ビス・ボイスメールなどの伝言を音声ファイルとし
て送信・保存可能な「ビジュアルボイスメール」が
利用できるようになります。

iPhone 6/6 Plusと共に発表された非接
触電子マネーのネット決済サービス「Apple 

Pay（アップルペイ）」は10月からサービス開始と
なりますが、今のところ米国内でしか提供されませ
ん。そのほか、音声ガイダンスの「Siri」が答えて
くれる野球の試合結果のように、日本国内の情報
に対応していない部分もあります。

携帯電話のアドレス帳を
iPhoneに移行するには?
機種変更などで、フィーチャーフォンある
いはAndroid端末からiPhoneへとアド

レス帳を移行するには、「auアドレス帳」または
「Friedns Note」を利用します。auのサーバー
にバックアップしたアドレス帳データをアプリを使っ
て簡単に復元できます（P.024参照）。
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Eメール（@ezweb.ne.jp）
はすぐに使えるの？
Eメール（@ezweb.ne.jp）を利用するに
は、初期設定が必要です。「Safari」のブッ

クマークに登録された「au
お客さまサポート」から「ご
購入後の各種設定」にアク
セスして設定を行いましょう

（P.052参照）。なお、Eメー
ルは、「メール」または「メッ
セージ」を利用アプリとして
設定できます。

au Wi-Fiには
対応している？
auでiPhoneを契約すると、駅や空港、カ
フェなど、全国20万以上のスポットで展開

されている公衆無線LANサービス「au Wi-Fi」が
利用できます。接続方法についてはP.045を参
照ください。

緊急速報メールは
受信できる？
災害発生時にその地域の携帯端末に向け
て情報を発信する「緊急速報メール」です

が、iPhoneも対応しています（無料）。メッセージ
は画面上にポップアップ表示され、その後は通知
センターから確認できます。緊急速報メールには、
緊急地震速報や津波警報、災害・避難情報などが
あります。

Station CafeAirport

おサイフケータイ機能は
iPhoneで使えるの？
iPhone 6/6 Plusには、おサイフケータイ
で採用されている近距離通信規格「FeliCa

（フェリカ）」の上位互換にあたる国際規格「NFC」
が搭載されています。ただし今のところ米国で
サービスを開始する「Apple Pay（アップルペイ）」
にしか対応していません。従っておサイフケータ
イ機能は使えないと考えたほうがよいでしょう。
iPhoneへ機種変更する際は、それまで使ってい
た端末のおサイフケータイの
残高や契約形態に注意してく
ださい。クレジットカード情報
を登録している場合は削除し
ておきましょう。

iPhone契約時に選べる
基本料金プランは?
auでは、「電話カケ放題プラン」と従来型の

「LTEプラン」の2種類から基本プランを選
べます。基本プランで「電話カケ放題プラン」を
選ぶと、データ定額プランは「データ定額2（2GB）
/3（3GB）/5（5GB）/8（8GB）/10（10GB）/13

（13GB）」から選択できます。「LTEプラン」の場
合は、「LTEフラット」などが選べます。なお、「誰
でも割」に申し込むと、2年単位の継続利用で基本
使用料が割り引きされます。

●LTEプラン＋LTEフラット
基本プラン

LTEプラン
934円/月（誰でも割あり）
1,868円/月（誰でも割なし）

パケット通信料定額サービス
LTEフラット 5,700円/月

LTEフラットスタート割（i） 最大2年間 5,200円/月

●電話カケ放題プラン＋データ定額サービス
基本プラン

電話カケ放題プラン
2,700円/月（誰でも割あり）
4,200円/月（誰でも割なし）

データ定額サービス
データ定額2（2GB) 3,500円/月
データ定額3（3GB) 4,200円/月
データ定額5（5GB) 5,000円/月
データ定額8（8GB) 6,700円/月

データ定額10（10GB) 8,000円/月
データ定額13（13GB) 9,800円/月
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自分の電話番号を
知るには？
従来の携帯電話では
「設定」などにある「プ

ロフィール」から自分の電話
番号を知ることができまし
た。iPhoneでは、ホーム画
面の［電話］アプリを使いま
す。［電話］画面の下部にあ
る［連絡先］をタップすると、
画面の一番上に自分の電話
番号が表示されています。

制限を超えないように
データ通信量を確認したい
ホーム画面から［設定］の［モバイルデータ
通信］を開けば、モバイルデータ通信の使

用状況が確認できます。また「auお客さまサポー
ト」では、昨日までの利用料金/データ通信料の確
認が可能です。なお、データ通信量を節約するに
はWi-Fi接続を使うのも有用です（P.044参照）。

iPhoneが壊れたら?

iPhoneの保証期間は1年で、その期間
内であればApple Storeなどで無償で修

理（場合によっては新品交換）してもらえます。た
だし落としたり、水没させたり、分解したりした場
合は保証の対象外です。なお、製品保証期間が
1年延長され、破損、水漏れにも対応するアップ
ルの「AppleCare+」（初回：200円、2～24回：
400円）や、紛失や盗難などが発生した際に再購
入補償金が支払われるauの「紛失補償オプション」

（552円/月、初回のみ323円）などの有償サー
ビスも利用できます。

iPhoneを使うのに
パソコンは必要?
iPhoneは単体で利用できるため、パソコン
は絶対必要ではありません。とはいえ音楽

CDの曲を取り込んでiPhoneに転送するには、
PCやMacで専用ソフト「iTunes（アイチューン
ズ）」を使います（P.106参照）。また、iPhone
で100MB以上のアプリをダウンロードしたり、
iCloudでのバックアップを行
うにはWi-Fi（無線LAN）の
環境が必須です。パソコンと
Wi-Fi環境があれば、iPhone
をより便利に使えます。

iPhoneのSIMロックは
解除できる?
基本的に日本国内向けに販売されている
携帯端末は、契約したキャリア（通信事業

者）の電話回線網しか利用できません。これは、
契約キャリアのICカード（SIMカード）しか利用で
きないように制限（SIMロック）がかけられている
からです。海外向けの携帯端末にはこのような
ロックがかけられていないことが多く（SIMロックフ
リー）、通信規格さえ対応してれば、キャリアを気に
せずSIMカードを入れるだけで通話・通信が利用
可能となります。
ちなみに、アップルから直接購入した端末は、SIM
ロックがかけられておらず、好きなキャリアを自由
に選ぶことができます。ただし、アップルはこの
SIMロックフリー端末に対して「SIMが利用できる
かどうか、およびSIMの詳細については、利用す
る通信事業者にお問い合わせください。」とアナウ
ンスしています。動
作保証や通信関係の
トラブルも考えられる
ので、SIMロックフリー
端末を利用する場合
は注意が必要です。
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iPhone 6とiPhone 6 Plusは、従来のiPhoneよりも画
面が大きくなったことが最大の特徴です。その分、本体サ
イズと重量は増したものの、厚さはiPhone 6が6.9mm、
iPhone 6 Plusが7.1mmと、前のiPhone 5s（7.6mm）よ
りもさらに薄くなりました。全体的にやや丸みを帯びた本

体デザインや、ボタン類などの配置は両機種ともほぼ共通
です。カラーは両機種ともシルバー、ゴールド、スペースグ
レイの3色から選べます。容量については、16GB、64GB、
128GBの3種類となり、32GBモデルはなくなりました。

※写真はiPhone 6 Plusです。

近接センサー
電源オン／オフ
スリープ／スリープ解除

FaceTimeカメラ

iSightカメラ

背面側マイク

SIMカード
トレイ

True Toneフラッシュ

サウンド
オン／オフ

音量ボタン

ホームボタン／Touch IDセンサー

3.5mmステレオヘッドフォン
ミニジャック

Lightningコネクタ
スペース
グレイ

内蔵スピーカー

受話口／前面側マイク

マイクロフォン

シルバーゴールド
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Chapter

1 新iPhoneは画面が大きくなったほか、サ
イズの異なる2機種があります。基本仕
様やボタンの配置などはほぼ共通です。

iPhoneについて
知っておこう

for 6 Plusfor 6



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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すぐに効くテクニックが満載!
MacBookを便利に使いこなせる
「MacBook」「MacBook Air」「MacBook Pro」の使い
方がキホンからわかる解説書です。macOS Sierra（シエ
ラ）をサポートしています。最新のMacBook Proに対応
しており、気になるTouch Barの使い方をしっかり掲載し
ました。さらにiCloudの仕組み、iPhoneとのデータやり取
り、写真や動画の管理、ビジネスでの活用法など、
MacBookをより便利に使いこなせる内容になっています。
MacBookを使いこなすのに最適な1冊です。

MacBook マスターブック 
macOS Sierra 対応版

マイナビ出版
松山茂・矢橋司（著者）
320 ページ
価格：1,922 円（PDF）

Mac

MacBookの特徴や、基本的な
使い方から解説。はじめてMacに
触れる方でも理解できる

Windows 10のトラブル解決＆
活用ワザが満載!
本書は、目的別に213個のワザでWindows 10の便利な
機能と新機能を解説。同OS最大の特徴である［スタート］
メニュー、［設定］画面、Microsoftアカウントの使い方が
よく分かります。通読すればWindows 10の機能が身に
付くこと間違いありません。「Microsoft Edge」「指紋認
証」「Cortana」「Windows Inkワークスペース」といった
新機能もしっかりフォロー。使っていて遭遇しがちなトラブ
ルも対応方法を紹介しています。

できるポケット 
Windows 10 困った！
＆便利技 213 改訂 2 版
インプレス
広野忠敏・できるシリーズ編集部（著者）
272ページ
価格：853 円（PDF）

Windows

初めてWindo
ws 10を使う方

、

Windows 10を
使い始めた方に

おすすめ!

各テクニックはお役立ち度で
ランク付け。目的や知りたい
ことからワザを探せる

Windowsから
Macに

移行したばかり
のユーザーが

戸惑う操作もし
っかりフォロー



ふだんの仕事で役に立つ
ショートカットキー280 個

Windows

正確さと速さを両立した
タイピングを身に付ける

Windows

Windows 10の基本 &応用 !
使いこなすための一冊

Windows

macOS Sierraを完全解説
416ページの大ボリューム

大画面&高性能カメラの
iPhone 7 Plusを徹底解説
スマートフォン・
タブレット

PowerShellを使いこなして
Windowsシステムを管理

Windows

できるポケット 
一瞬で差がつくPC活用術
ショートカットキー全事典

仕事に便利な 280 個のショートカットキーを操作
方法とともに解説。利用頻度の「よく使う度」、
作業がどれくらい速くなるかの目安「短縮度」、実
践的な使い方を紹介する「組み合わせ」など、
役立つヒントが満載です。

インプレス　株式会社インサイトイメージ（著者）、
できるシリーズ編集部（編集）

208 ページ　価格：972 円（PDF）

キー入力がみるみる速くなる 
タイピング上達の法則

タッチタイピングの習得は、決して難しくありませ
ん。本書はよく使うキーから覚えていくため、無
理なく正確なキー入力が身に付きます。オリジナ
ルの文例で繰り返し練習すれば、メキメキと上達
を実感できるでしょう。

マイナビ出版
朝岳健二（著者）

96 ページ　価格：950 円（PDF）

Windows 10 使いこなしガイド　
Anniversary Update 対応

本書では、Windows 10 の基本操作からもっと
便利な Windows 10 の使いこなし方まで網羅。
ワンランク上の知識が身に付くコラムも満載です。
Windows 10 を使う際に覚えておきたい知識やテ
クニックを幅広く紹介しています。

マイナビ出版
朝岳健二（著者）

128 ページ　価格：953 円（PDF）

macOS Sierra
マスターブック

macOS Sierra の新機能、アップグレード機能
をはじめ、ほぼすべての機能を網羅した大ボリュー
ムの解説書です。新機能を含むほとんどの機能を、
画面写真とステップバイステップの解説でわかり
やすく説明しました。

マイナビ出版
小山香織（著者）

416 ページ　価格：2,138 円（PDF）

できるポケット 
ドコモの iPhone 7 Plus 
基本＆活用ワザ 100

通話やインターネットといった基本はもちろん、ド
コモメールの設定や電話帳の移行など、ドコモの
iPhone 7 Plus の使い方を丁寧に説明。さらに、
おすすめのアプリやまめ知識など、iPhone を楽
しむヒントが満載です。

インプレス　法林岳之・橋本保・清水理史・白根雅彦・
できるシリーズ編集部（著者）

288 ページ　価格：950 円（書籍）

Windows PowerShell
逆引きハンドブック

Microsoft が Windows 用に開発したコマンドラ
イン方式のシェルと、スクリプト実行環境である
Windows PowerShell の使い方を逆引き方式で
解説。ほぼすべてのコマンドを網羅し、最新のバー
ジョン5.0 に対応しています。

シーアンドアール研究所
蒲生睦男（著者）

736 ページ　価格：4,082 円（PDF）
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3.21「Windows・Mac・スマートフォン」
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