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1 お使いになる前に

必要なもの
iPodtouchを使うには、次のものが必要です：

Â



USB2.0ポートおよび以下のOSのいずれかを搭載しているMac またはPC：

Â



MacOSXバージョン10.4.10 以降

Â



WindowsXPHomeまたはProfessional（SP2）以降

Â



WindowsVistaHomePremium、Business、Enterprise、またはUltimateエディション

Â



iTunes7.6以降。www.apple.com/jp/itunesからダウンロードできます

Â



iTunesStoreアカウント（Wi-Fi経由で音楽を購入するために必要）

Â インターネット接続

iPodtouchを設定する
iPodtouchの機能を設定するには、まず「iTunes」を使ってiPodtouch を設定する必要があり
ます。このとき、iTunesStoreアカウント（一部の国で利用できます）をまだ持っていない場合
は、iPodtouchを登録してiTunesStoreアカウントを作成することもできます。

iPodtouchを設定する

1



www.apple.com/jp/itunes から最新バージョンの「iTunes」をダウンロードしてインストール
します。

2 付属のケーブルを使って、iPodtouch をMac またはPCのUSB2.0ポートに接続します。

·
負傷を避けるため、iPodtouchをお使いになる前に、このガイドのすべての操作手順
と、「この製品についての重要なお知らせ」
（www.apple.com/jp/support/manuals/ipod）に記載されている安全性に関する指
示をよくお読みください。
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多くの場合、キーボード上のUSB ポートでは十分な電力が得られません。お使いのキーボード
が高電力型USB2.0 ポートを備えているのでない限り、iPodtouch をコンピュータのUSB2.0
ポートに接続する必要があります。

3 「iTunes」で画面に表示される指示に従って、iPodtouchを設定し、音楽、ビデオ、写真、その
他のコンテンツを同期します。

お使いのコンピュータがインターネットに接続されている必要があります。

デフォルトでは、iTunesライブラリ内のすべての曲とビデオがiPodtouchに自動的に同期され
ます。ライブラリ内のコンテンツが多すぎてiPodtouchに収まらない場合は、「iTunes」でコン
テンツを同期できないというメッセージが表示されます。その場合は「iTunes」を使って、同期
する曲、ビデオ、およびその他のコンテンツを選択する必要があります。その方法については、

次のセクションを参照してください。

音楽、ビデオ、その他のコンテンツをiPodtouchに取り込む
iPodtouchでは、優れたサウンドシステムと美しい3.5インチ・ワイドスクリーン・ディスプレ
イで音楽、ビデオ、写真、その他のコンテンツを楽しむことができます。iPodtouch をコン
ピュータに接続し、「iTunes」を使ってコンピュータ上のiTunes ライブラリやその他の情報を同
期することによって、メディアやその他のコンテンツをiPodtouchに取り込むことができます。

「iTunes」を設定して、次のいずれか、またはすべてを同期することができます：
Â 音楽およびオーディオブック

Â ムービー

Â テレビ番組
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Â



Podcast

Â 写真

Â アドレスデータ—名前、電話番号、住所、メールアドレスなど

Â カレンダー—予定およびイベント
Â メールアカウント設定

Â


Webページのブックマーク

音楽、ムービー、テレビ番組、およびPodcast は、iTunesライブラリから同期されます。「iTunes」
内にコンテンツがない場合は、iTunesStore（「iTunes」に含まれ、一部の国で利用できます）
で、コンテンツを簡単に購入または登録して「iTunes」にダウンロードできます。また、お持ち
のCDから「iTunes」に音楽を取り込むこともできます。「iTunes」およびiTunesStoreについ
ては、「iTunes」を開き、「ヘルプ」＞「iTunesヘルプ」と選択してください。

写真、アドレスデータ、カレンダー、およびWebページのブックマークは、お使いのコンピュー
タ上のアプリケーション（後述）から同期されます。

メールアカウント設定の同期は、コンピュータのメールアプリケーションからiPodtouch 方向
にのみ行われます。つまり、iPodtouch 上でメールアカウントをカスタマイズしても、コン
ピュータ上のメールアカウント設定に影響を与えることはありません。

コンピュータ上の一部の項目だけを同期するようにiPodtouchを設定することもできます。
たとえば、特定のプレイリスト、まだ見ていない最新ムービー、お気に入りのテレビ番組の最新

エピソード、まだ聴いていない Podcast だけを同期できます。同期を設定することによって、
iPodtouchで楽しみたい項目だけを取り込むことができます。iPodtouchがコンピュータに接
続されているときはいつでも同期の設定を変更することができます。

重要：一度に複数のiPodを接続して同期することはできません。すでに別のiPodが接続されて
いるときは、先にそれを取り外してください。iPodtouch を接続する前に、自分のユーザアカ
ウントを使ってコンピュータにログインしてください。PC上では、複数のiPod を同じユーザア
カウントで接続する場合、それぞれのiPodで同じ同期設定を使用してください。

iPodtouch を同期する
「iTunes」でiPodtouch の設定パネルを使って、iPodtouch に同期したいiTunesコンテンツお
よびその他の情報を指定します。

iPodtouchを同期する
1


iPodtouchをコンピュータに接続し、「iTunes」を開きます（自動的に開かない場合）。

多くの場合、キーボード上のUSB ポートでは十分な電力が得られません。お使いのキーボード
が高電力型USB2.0 ポートを備えているのでない限り、iPodtouch をコンピュータのUSB2.0
ポートに接続する必要があります。
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2 「iTunes」の左側のソースリストで、「デバイス」の下に表示されるiPodtouch を選択します。

3 各設定パネルで同期の設定をします。

4 画面の右下にある「適用」をクリックします。

以下のセクションでは、iPodtouch の各設定パネルについて簡単に説明します。詳しいことを
知りたいときは、「iTunes」を開き、「ヘルプ」＞「iTunesヘルプ」と選択してください。

「概要」パネル
iPodtouch をコンピュータに接続したときに常に自動的に「iTunes」を開いて同期を行いたい
場合は、「このiPodの接続時にiTunesを開く」を選択します。「iTunes」の「同期」ボタンをク
リックしたときのみ同期したい場合は、このオプションの選択を外します。自動的に同期するの

を防ぐ方法については、9ページを参照してください。

iTunesライブラリ内のチェックマークが付いた項目だけを同期したい場合は、「チェックマーク
のある曲とビデオだけを同期」を選択します。

「ミュージック」、「ムービー」、「テレビ番組」設定パネルで同期を切にする場合は、「音楽とビデ

オを手動で管理する」を選択します。

「ミュージック」、「ムービー」、「テレビ番組」、および「Podcast」パネル
これらのパネルでは、同期したい iTunes ライブラリコンテンツを指定します。すべての音楽、
ムービー、テレビ番組、およびPodcast を同期するか、iPodtouch の一部のプレイリストや項
目だけを同期するかを選択できます。オーディオブックおよびミュージックビデオはミュージッ

クと一緒に同期されます。

レンタルムービーをiPodtouch で視聴したい場合は、「iTunes」の「ムービー」パネルを使って
それらをiPodtouchに転送します。
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指定したすべてのコンテンツを取り込むのに十分な空き領域がiPodtouch にない場合は、特別
なプレイリストを作成してそれをiPodtouch と同期するように設定するかどうかを尋ねられま
す。プレイリストを作成することを選択した場合には、「iTunes」がランダムにプレイリストに
曲を入れます。

「写真」パネル
Mac 上のiPhoto4.0.3以降、PC 上のAdobePhotoshopAlbum2.0以降、AdobePhotoshop
Elements3.0以降に保存されている写真を同期することができます。画像を含むコンピュータ上
の任意のフォルダから写真を同期することも可能です。

「情報」パネル
「情報」パネルでは、アドレスデータ、カレンダー、およびWeb ブラウザのブックマークの同期
を設定できます。

アドレスデータ
Mac ではMacOSXの「アドレスブック」、「MicrosoftEntourage」、「Yahoo!アドレスブック」、
PC では「Yahoo!アドレスブック」、「Windowsアドレス帳」（「OutlookExpress」）、「Microsoft
Outlook2003」または「MicrosoftOutlook2007」などのアプリケーションとアドレスデータ
を同期できます。（Mac 上では、複数のアプリケーションとアドレスデータを同期できます。PC
上では、1つのアプリケーションだけとアドレスデータを同期できます。）

「Yahoo!アドレスブック」と同期する場合に、同期を設定した後にYahoo!IDまたはパスワード
を変更するときは、「設定」をクリックして新しいログイン情報を入力するだけです。

参考：「Yahoo!アドレスブック」と同期するときに、メッセンジャーIDが含まれるアドレスデー
タについては、コンピュータ上のアドレスブックからそのアドレスデータを削除したとしても、

「Yahoo! アドレスブック」からは削除されません。メッセンジャーID が含まれるアドレスデー
タを削除するには、Yahoo! アカウントにログインし、「Yahoo! アドレスブック」を使ってオン
ラインでアドレスデータを削除してください。

カレンダー
Mac では「iCal」、「MicrosoftEntourage」、PC では「MicrosoftOutlook」などのアプリケー
ションからカレンダーを同期できます。（Mac では、複数のアプリケーションとカレンダーを同
期できます。PC では、1つのアプリケーションだけとカレンダーを同期できます。）

メールアカウント
メールアカウント設定は、Macでは「Mail」から、PCでは「MicrosoftOutlook2003」または
「MicrosoftOutlook2007」あるいは「OutlookExpress」から同期できます。アカウント設定
の転送は、コンピュータからiPodtouch方向にのみ行われます。iPodtouch上のメールアカウ
ントに変更を加えても、コンピュータのアカウントには影響しません。

Yahoo!メールアカウントのパスワードは、コンピュータには保存されません。
Yahoo!メールアカウントを同期する場合は、iPodtouchにパスワードを入力する必要があります。
ホーム画面から「設定」＞「メール」と選択し、Yahoo! アカウントを選択してからパスワード
フィールドにパスワードを入力します。
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Webブラウザ
Mac では「Safari」、PC では「Safari」またはMicrosoft 社の「InternetExplorer」からブック
マークを同期できます。

詳細
これらのオプションを使って、次回の同期のときに iPodtouch 上の情報をコンピュータ上の情
報に置き換えることができます。

自動的に同期しないようにする
項目を手動で追加したい場合や、同期しているコンピュータ以外のコンピュータに iPodtouch
を接続するときは、iPodtouch が自動的に同期されないように設定できます。

iPodtouchの自動同期を切にする
m


iPodtouchをコンピュータに接続して、「iTunes」の左側のソースリストで「デバイス」の下に
表示されるiPodtouchを選択し、「概要」タブをクリックします。「このiPodの接続時にiTunes
を開く」の選択を解除します。この場合でも、「iTunes」で「同期」ボタンをクリックして、手
動で同期を行うことができます。

設定を変更せずに一時的に自動同期しないようにする
m 「iTunes」を開きます。次に、コマンド＋Option キー（Macの場合）またはShift ＋Controlキー
（PCの場合）を押したままiPodtouch をコンピュータに接続し、「iTunes」の左側のソースリス
トで「デバイス」の下にiPodtouchが表示されたらキーを放します。

手動で同期する
m 「iTunes」のソースリストでiPodtouchを選択して、ウインドウの右下隅にある「同期」をクリッ
クします。同期の設定を変更した場合は、「適用」をクリックします。

iPodtouchをコンピュータから接続解除する（取り外す）
iPodtouch がコンピュータと同期中でなければ、いつでも本体をコンピュータから接続解除す
ることができます。

iPodtouchがコンピュータと同期中の場合は、「同期作業が進行中」と表示されます。同期が完
了する前に iPodtouch を接続解除すると、一部のデータが転送されないことがあります。
iPodtouchの同期が完了すると、「iTunes」に「iPodの同期が完了しました。」と表示されます。

iPodtouch を接続解除できるように同期をキャンセルするには、「キャンセル」スライダをド
ラッグします。
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2 基本

iPodtouch各部の説明

スリープ／スリープ解除ボタン

ヘッドフォンポート

Dockコネクタ

Wi-Fiアンテナ

ホームボタン

タッチスクリーン

アプリケーションアイコン

ステータスバー
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ステータスアイコン
iPodtouchについての情報を、画面上部のステータスバーにアイコンで表示します：

部品 用途

ステレオヘッドフォン 音楽やビデオを聞きます。

Dockコネクタ
（USBケーブル用）

iPodtouchをコンピュータに接続して同期と充電を行うとき、または別売のApple
USBPowerAdapter（AppleUSB電源アダプタ）に接続して充電するときに、この
ケーブルを使用します。このケーブルはオプションのDockと使用することができ
ます。または直接iPodtouchに接続することもできます。

スタンド ビデオやフォトスライドショーを見るときに、iPodtouchを立てておきます。

ポリッシングクロス iPodtouchの画面を拭くのに使用します。

スタンド

Dockコネクタ（USBケーブル用）ステレオヘッドフォン

ポリッシングクロス

iPod

ステータスアイコン 意味
Wi-Fi



iPodtouchがWi-Fiネットワークに接続していることを示します。バーの本
数が多いほど、信号が強いことを示します。21ページを参照してください。

¥ ロック iPodtouchがロックされていることを示します。15ページを参照してくだ
さい。

再生 曲が再生されていることを示します。26ページを参照してください。

アラーム アラームが設定されていることを示します。71ページを参照してください。

バッテリー バッテリーレベル、または充電状況を示します。22ページを参照してくだ
さい。
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ホーム画面
ホーム ボタンを押すと、いつでもiPodtouch上のアプリケーションを表示することができま
す。アプリケーションアイコンをタップする（指で軽く叩く）とアプリケーションが開始します。

iPodtouchアプリケーション
iPodtouchには次のアプリケーションが用意されています：

ミュージック

曲、Podcast、およびオーディオブックが聴けます。

ビデオ

ムービー、ミュージックビデオ、ビデオPodcast、およびテレビ番組を視聴できます。

写真

コンピュータから転送した写真を見ることができます。縦向き、横向き両方で表示することが

可能です。写真を拡大して見ることができます。スライドショーを見ることもできます。写真
は壁紙として使用できます。

iTunes



iTunesWi-FiMusicStoreの音楽カタログを検索し、ニューリリース、トップ10ソング、トッ
プ10アルバムなど、さまざまな商品をブラウズ、プレビュー、および購入できます。1 
Starbucksの一部の店舗では2、店内で流れている曲を調べて、その場で購入することができま
す。おすすめのStarbucksコレクションからほかの曲をブラウズ、プレビュー、および購入す
ることもできます。

Safari



Wi-Fi接続を使ってWebサイトをブラウズできます。iPodtouch を横向きにすると、画面も横
向きになります。ダブルタップで拡大／縮小することもできます。選択した部分が自動的に画

面いっぱいに表示されるので、内容が読みやすくなります。Webクリップをホーム画面に追加
して、よく使うWeb サイトにすばやくアクセスしましょう。

カレンダー

コンピュータから同期した「iCal」、「MicrosoftEntourage」、または「MicrosoftOutlook」の
カレンダーを表示します。

メール

既存のメールアカウントを使って、メールを送受信します。iPodtouchは、Yahoo!メール、
Googleメール、AOL、.MacMailなどの最も一般的なメールシステムと、業界標準のほとんど
のPOP3およびIMAPメールシステムに対応しています。

連絡先

MacOSXの「アドレスブック」、「Yahoo!アドレスブック」、「Windowsアドレス帳」
（「OutlookExpress」）、または「MicrosoftOutlook」からアドレスデータを同期できます。ア
ドレスデータを追加、変更、または削除することもできます。変更内容は、同期の際にコン

ピュータ上のアドレスデータに反映されます。

YouTube



YouTubeのオンラインコレクションのビデオを再生できます。3ビデオを検索したり、おすすめ
のビデオ、人気のビデオ、最近アップデートされたビデオ、またはトップレートのビデオをブ

ラウズしたりできます。
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ホーム画面のレイアウトをカスタマイズする
ホーム画面のアイコン（画面下部にあるDock アイコンなど）のレイアウトをカスタマイズする
ことができます。必要に応じて、複数のホーム画面の間で並べ替えることもできます。

アイコンを並べ替える
1 ホーム画面のいずれかのアイコンをタッチしたまま押さえていると、すべてのアイコンが波打ち

始めます。

2 アイコンをドラッグして並べ替えます。

3 ホーム ボタンを押して配置を保存します。

よく使うWeb ページへのリンクをホーム画面に追加することもできます。49ページの「Safari
Webクリップをホーム画面に追加する」を参照してください。

株価

関心のある株価を見ることができます。インターネットから自動的に最新の情報を入手できます。

マップ

世界中の市街地図、航空写真、または地図＋写真を見ることができます。
拡大すれば、より近づいて見ることができます。現在いる場所がおおまかに分かります。運転

経路の詳細を表示したり、高速道路の現在の渋滞状況を確認したりできます。地域の店舗・企
業を探すことができます。4

天気

現在の気象情報と6 日分の予報を見ることができます。よく見る場所を保存して、いつでもす
ばやく天気予報を見ることができます。

時計

世界の都市の時間を表示します。お気に入りの都市の時計を作成できます。１つまたは複数の
アラームを設定することができます。ストップウォッチを使ったり、カウントダウンタイマー

を設定することもできます。

計算機

足し算、引き算、掛け算、および割り算ができます。

メモ

メモ、買い物リスト、ひらめいたアイデアをいつでも書き留めることができます。それらを

メールで送信できます。

設定

iPodtouchのすべての設定を一括してここで操作します。Wi-Fiネットワークに接続できます。
壁紙や画面の明るさを設定したり、音楽、ビデオ、写真などの設定が可能です。

セキュリティのために、自動ロックおよびパスコードを設定することができます。

1 地域によっては利用できないことがあります。 
2 米国内のみ。
3 地域によっては利用できないことがあります。 
4 一部の機能やサービスは、地域によっては利用できないことがあります。
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ホーム画面を追加する
m アイコンを並べ替えるときに、ボタンを画面の端までドラッグすると、新しい画面が表示されま

す。フリックして（指で画面をはじく）元の画面に戻り、別のアイコンを新しい画面にドラッグ

することもできます。

最大9 つの画面を作成できます。画面の下部にある点の数は、存在する画面の数と表示している
画面を示しています。

別のホーム画面に切り替える
m 人差し指で画面を右、または左にフリックします。

ホーム画面をデフォルトのレイアウトにリセットする
m 「設定」＞「一般」＞「リセット」と選択し、「ホーム画面レイアウトをリセット」をタップします。
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iPodtouchボタンとタッチスクリーン
いくつかのシンプルなボタンと高解像度タッチスクリーンを使って、簡単にiPodtouch の操作
を覚え、使い始めることができます。

iPodtouchをロックする、電源を入／切にする
iPodtouchを使わないときは、ロックしておくことができます。iPodtouchがロックされてい
るときは、画面に触れても操作できません。デフォルトでは、1分間画面に触れないと、iPodtouch
が自動的にロックされます。

iPodtouchをロックしても音楽の再生は停止されないので、iPodtouch をロックしたまま音楽
を聴くことができます。iPodtouch がロックされているときに再生コントロールを一時的に表
示するには、ホームボタンをダブルクリックします。

パスコードを使って iPodtouch をロックする方法については、77ページの「パスコードロッ
ク」を参照してください。

スリープ／スリープ解除

ボタン

操作 手順

iPodtouchをロックする スリープ／スリープ解除ボタンを押します。

iPodtouchのロックを解除する 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て、
スライダをドラッグします。

iPodtouchの電源を完全に切る スリープ／スリープ解除ボタンを数秒間、赤いスライダが表示される

まで押し続け、スライダをドラッグします。

iPodtouchの電源を入れる 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。

iPodtouchがロックされているときに
再生コントロールを表示する

ホームボタンをダブルクリックします。
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タッチスクリーンを使う
タッチスクリーンに表示されるコントロールは、操作しているタスクによって変わります。

m 任意のアプリケーションをタップして開きます。

m 画面の下のホーム ボタンを押すと、いつでもホーム画面に戻り、すべてのアプリケーション
を表示することができます。

m スクロールするには、指で上下にドラッグします。

指で上下にドラッグしてスクロールしても、画面上では何も変更されたり、アクティブになるこ

とはありません。
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m すばやくスクロールするには、フリックします。

スクロールが止まるまで待ちます。または画面に軽く触れるとすぐに止まります。画面に触れて

スクロールを止めても、何も変更されたり、アクティブになることはありません。

m リスト表示のときに、右側にインデックスが表示されることがあります。インデックスの文字を

タップすると、その文字の最初の項目にジャンプします。指でインデックスをドラッグすると、

リスト内をすばやくスクロールすることができます。

m リストの項目をタップして選択します。リストの種類によって、項目をタップしたときの動作が

異なります。たとえば、項目をタップすると、新しいリストが開いたり、曲が再生されたり、ま

たはアドレスデータが表示されます。

m 左上の「戻る」ボタンは、前のリストの名前を表示します。「戻る」ボタンをタップして前のリ

ストに戻ります。

インデックス
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m 写真、Web ページ、メール、またはマップを表示しているときに、拡大／縮小することができま
す。ピンチ（2 本の指で押し開くまたは閉じる）します。写真とWeb ページの場合は、ダブル
タップ（すばやく2回軽く叩く）すると拡大し、もう一度ダブルタップすると縮小します。マッ
プの場合は、ダブルタップすると拡大し、2本の指で1回タップすると縮小します。

オンスクリーンキーボード
オンスクリーンキーボードを使用して、アドレスデータなどのテキストを入力することができ

ます。このインテリジェントキーボードでは、入力中に自動的に入力候補が表示されるので（一

部の言語のみ）、単語のスペルミスを防ぐことができます。

iPodtouch では、複数の言語のキーボードを利用でき、次のキーボードフォーマットに対応し
ています：

Â


QWERTY

Â



QWERTZ

Â



AZERTY

Â



QZERTY

Â 日本語IME

キーボードの言語の切り替えやその他の設定については、78ページの「キーボード」を参照し
てください。
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テキストを入力する
はじめは人差し指だけで入力してみてください。熟達してきたら、親指を使うとさらにすばやく

入力できます。
1 メモや新規アドレスデータなどのテキストフィールドをタップすると、キーボードが表示され

ます。

2 キーボードのキーをタップします。

入力するたびに、入力した文字がキーの上に表示されます。間違ったキーをタッチした場合は、

正しいキーに指をスライドさせます。文字はキーから指が離れるまで入力されません。

操作 手順

大文字を入力する 文字を入力する前にシフト キーをタップします。

ピリオドやスペースをすばやく入力する スペースバーをダブルタップします。

CapsLockを入にする CapsLockを有効にしてから（78ページを参照してください）、シフ
ト キーをダブルタップします。シフトキーが青に変わり、すべて
の文字が大文字で入力されます。再びシフトキーをタップすると、
CapsLockが切になります。

数字、句読点、または記号を表示する 数字 キーをタップします。記号 キーをタップすると、さら
にほかの句読点や記号が表示されます。
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辞書による入力候補を使用または無視する
iPodtouchには、英語、英語（英国）、フランス語、フランス語（カナダ）、ドイツ語、日本語、
スペイン語、イタリア語、およびオランダ語の辞書が搭載されています。iPodtouchでキーボー
ドを選択すると、対応する辞書が自動的に有効になります。

その有効になっている辞書を使用して、修正候補が表示されたり、入力中の単語が補完されたり

します。辞書を持たないキーボードを使用している場合は、候補は表示されません。

候補の単語を使用するために、入力を中断する必要はありません。

Â 候補の単語を使用するには、スペース、句読点、またはリターンを入力します。

Â 候補の単語を無視するには、単語を最後まで入力し、次の単語を入力する前に「×」をタップ
して候補を消します。その単語の候補を無視するたびに、タイプしたままの単語がiPodtouch
に表示されるようになります。

テキストを編集する
m テキストをタッチしたまましばらく待って拡大鏡を表示し、挿入ポイントを目的の位置までド

ラッグします。

候補の単語
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インターネットに接続する
iPodtouchでは、Wi-Fi ネットワーク経由でインターネットに接続できます。iPodtouch は、
自宅、職場、または世界中のWi-Fi ホットスポットのAirMac およびその他のWi-Fiネットワー
クに接続することができます。インターネットに接続されたWi-Fiネットワークに接続している
ときは、iPodtouch で「メール」、「Safari」、「YouTube」、「株価」、「マップ」、「天気」、または
iTunesWi-FiMusicStoreを使用すると、自動的にインターネットに接続されます。

ほとんどのWi-Fi ネットワークは無料で利用できます。一部のWi-Fiネットワークでは料金が必
要になります。料金が必要なホットスポットのWi-Fi ネットワークに接続するときは、通常、
「Safari」を開いてサービスにサインアップするためのWeb ページを表示できます。

Wi-Fiネットワークに接続する
Wi-Fi設定を使って、Wi-Fiを入にしたりWi-Fi ネットワークに接続したりできます。

Wi-Fi を入にする
m 「設定」＞「Wi-Fi」と選択し、Wi-Fiを入にします。

Wi-Fi ネットワークに接続する
m 「設定」＞「Wi-Fi」と選択し、iPodtouchが接続圏内にあるネットワークを検出するまで待ち、
ネットワークを選択します。必要に応じてパスワードを入力し、「参加」をタップします（パス

ワードが必要なネットワークには鍵のアイコンが表示されます）。

Wi-Fiネットワークに一度手動で接続すれば、その後は接続圏内にそのネットワークが見つかった
ときにiPodtouch が自動的にそのネットワークに接続されます。使用したことのあるネットワー
クが接続圏内に複数ある場合は、iPodtouchで最後に使用したネットワークに接続されます。

iPodtouch がWi-Fi ネットワークに接続しているときは、 Wi-Fi アイコン が画面上部のス
テータスバーに表示され、アイコンで信号の強さを表示します。アイコンのバーの本数が多いほ

ど、信号が強いことを示します。

Wi-Fiネットワークの接続とWi-Fiの設定について詳しくは、74ページを参照してください。
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バッテリーを充電する
iPodtouchには、充電式バッテリーが内蔵されています。

電池を充電してiPodtouchを同期する
m 同梱のケーブルを使ってiPodtouchをお使いのコンピュータに接続します。キーボードのポート
には接続しないでください。

参考：電源を切ったコンピュータ、またはスリープモードもしくはスタンバイモードのコン
ピュータにiPodtouchを接続すると、充電される代わりに、iPodtouch の電池が消耗する場合
があります。

画面の右上のアイコンは、充電の状態を示しています。

iPodtouch を同期しながら、または使用しながら充電すると、充電に時間がかかる場合があり
ます。別売のAppleUSBPowerAdapter（AppleUSB 電源アダプタ）を使って iPodtouch を
充電することもできます。

警告：iPodtouchの充電の安全性に関する重要な情報については、
www.apple.com/jp/support/manuals/ipod にある「この製品についての重要なお知らせ」
を参照してください。

充電中 充電済み
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重要：iPodtouch のバッテリー残量が少なくなると、次のいずれかのイメージが表示されるこ
とがあります。これは、iPodtouchを使用できるようになるまでに10分以上充電する必要があ
ることを示します。iPodtouch の電池残量が極めて少なくなると、画面に何も表示されなくな
り、約2分後に電池が少ないことを知らせる画像が表示されます。



充電式のバッテリーに充電できる回数は限られているため、その回数を超えた場合は、バッテ

リーを交換する必要があります。iPodtouchの電池はユーザ自身では交換できません。正規サー
ビスプロバイダのみがバッテリーを交換することができます。詳しくは、次のWeb サイトを参
照してください：
www.apple.com/jp/batteries



iPodtouchを清掃する
付属のポリッシングクロスでiPodtouchのガラス面やケースをやさしく拭いてください。

また、柔らかくけば立たない布を水気をよく絞って使用することもできます。電源から接続を解

除し、iPodtouch の電源を切ります（スリープ／スリープ解除ボタンを押し続け、画面に表示
される赤いスライダをドラッグします）。開口部に水が入らないように注意してください。
iPodtouchを清掃するために、窓ガラス用洗剤、家庭用洗剤、スプレー式の液体クリーナー、有
機溶剤、アルコール、アンモニア、研磨剤は使用しないでください。

または




3



24 

3 ミュージックとビデオ

「ミュージック」をタップして、曲、オーディオブック、およびPodcast
を、「ビデオ」をタップして、テレビ番組、ムービー、およびその他
のビデオを再生します。

iPodtouchはお使いのコンピュータのiTunesライブラリにある、曲、ムービー、テレビ番組お
よびその他のコンテンツを「iTunes」を介して同期することができます。

「iTunes」を使って、音楽を入手したり、コンピュータにメディアから読み込む方法についてさ
らに詳しい情報を参照するには、「iTunes」を開き、「ヘルプ」＞「iTunesヘルプ」と選択します。

iTunesライブラリのコンテンツを同期する
同期を入にしている場合は、iPodtouchをコンピュータに接続するたびに、自動的にiTunes ラ
イブラリのコンテンツを同期します。「iTunes」はすべてのメディア、または、特定の曲、ムー
ビー、ビデオ、およびPodcastを同期します。たとえば、選択した音楽プレイリスト、まだ見て
いない最新のムービーや、お気に入りのテレビ番組のここ3回分のエピソードを同期するように
「iTunes」を設定できます。

iTunes ライブラリの曲が多すぎて、iPodtouchに収まりきらない場合は、特別なプレイリスト
を作成して、そのプレイリストを iPodtouch と同期するかどうかを選択することができます。
プレイリストを作成することを選択した場合には、「iTunes」がランダムにプレイリストに曲を
入れます。このプレイリストから任意に曲を追加または削除して、再び同期させることができま

す。「iTunes」で同期するように設定した曲、ビデオ、およびその他のコンテンツが多すぎて
iPodtouchに入らない場合は、空き領域を作るためにiPodtouchのコンテンツをランダムに選
んで自動的に削除するように設定するか、同期を中止して同期設定を変更することができます。

iPodtouch の Podcast やオーディオブックを、コンピュータ上にあるものと同期するときは、
最後に再生を停止した個所を「iTunes」とiPodtouch の両方で記憶していて、その場所から再
生を始めます。
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iPodtouch を iTunes ライブラリと同期する方法についての詳しい情報は、5ページの「音楽、
ビデオ、その他のコンテンツをiPodtouchに取り込む」を参照してください。

購入したコンテンツをiPodtouchから別の認証されたコンピュータに転送する
音楽、ビデオ、およびPodcastをiTunesライブラリから、iPodtouchに同期することはできま
すが、逆にiPodtouchからiTunesライブラリに同期することはできません。ただし、iPodtouch
でiTunesWi-FiMusicStoreから購入したコンテンツは、iTunes ライブラリに自動的にコピーさ
れます。

また、iPodtouch を使って、あるコンピュータで「iTunes」を使って購入したコンテンツを、認
証済みの別のコンピュータのiTunes ライブラリに転送することもできます。

コンテンツをiPodtouchから別のコンピュータに転送する
m


iPodtouchをほかのコンピュータに接続します。購入したコンテンツを転送するかどうかを確信
するメッセージが「iTunes」に表示されます。また、iPodtouchを接続し、「iTunes」で「ファ
イル」＞「購入したものを転送」と選択することもできます。

コンテンツを再生するには、お使いの iTunes アカウントで、コンピュータが認証されている必
要があります。

対応している音楽とビデオのフォーマット
iPodtouchがサポートするフォーマットでエンコードされている曲やビデオのみがiPodtouch
に転送されます。iPodtouchがサポートするフォーマットについて詳しくは、88ページを参照
してください。

iPodtouch 用にビデオを変換する
「iTunes」で購入したもの以外のビデオ、たとえばMacintoshのiMovie で作成したビデオやイ
ンターネットからダウンロードしたビデオなどもiPodtouchに追加することができます。

「iTunes」から iPodtouch にビデオを追加しようとして、iPodtouchにビデオを再生できない
というメッセージが表示される場合は、ビデオの形式を変換することができます。

iPodtouchで再生できるようにビデオを変換する
m


iTunesライブラリで変換したいビデオを選択し、「詳細」＞「選択項目をiPod 用に変換」と選択
します。変換したビデオをiPodtouch に追加します。

音楽を再生する
iPodtouch の高解像度マルチタッチディスプレイで、音楽も、映像も最大限に楽しむことがで
きます。プレイリストをスクロールしたり、CoverFlow でアルバムアートをブラウズすること
ができます。

警告：聴覚の損傷を避けるための重要な情報については、
www.apple.com/jp/support/manuals/ipod にある「この製品についての重要なお知らせ」
を参照してください。
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曲、オーディオブック、およびPodcast を再生する
コレクションをブラウズする

m 「ミュージック」をタップし、「プレイリスト」、「アーティスト」、「曲」、または「アルバム」を

タップします。「その他」をタップして、「オーディオブック」、「コンピレーション」、「作曲者」、

「ジャンル」、または「Podcast」をブラウズします。

曲を再生する
m 曲をタップします。

曲の再生を制御する
曲を再生しているときには、「再生中」画面が表示されます：

操作 手順

音量を調節する 音量スライダをドラッグします。

曲を一時停止する をタップします。

再生を再開する をタップします。

オーディオブックまたはPodcastの、曲
またはチャプタを再生する

をタップします。

オーディオブックもしくはPodcastの、
次または前の曲／チャプタに移動する

をダブルタップして前の曲に移動します。 をタップして次の曲

に移動します。

巻き戻し／早送り または を押し続けます。

ブラウズリストに戻る をタップします。または、アルバムカバーの上で右に向かって指
をさっと動かします。

再生中画面に戻る 「再生中」をタップします。

現在再生中のアルバムのトラックを見る をタップします。任意のトラックをタップして再生します。

曲の歌詞を表示する 曲の再生中にアルバムカバーをタップします。（歌詞が表示されるの
は、「iTunes」で曲の情報ウインドウを使って歌詞を曲に追加した場
合だけです。）

次へ／早送り

再生／一時停止

トラックリスト

再生中画面

戻る

前へ／巻き戻し

音量
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必要に応じて再生コントロールを表示する
音楽を聴いているときやほかのアプリケーションを使っているとき、iPodtouch がロックされ
ているときでも、ホーム ボタンをダブルクリックすることによっていつでも再生コントロー
ルを表示できます。iPodtouch がロック解除されているときは、使用しているアプリケーショ
ンの手前に再生コントロールが表示されます。コントロールを使い終えたら、コントロールを閉

じるか、「ミュージック」をタップして「再生中」画面に移動できます。iPodtouchがロックさ
れているときは、画面にコントロールが表示され、使い終えると自動的に消えます。

その他のコントロール
m 再生中画面でアルバムカバーをタップします。

リピートとシャッフルコントロール、およびスクラブバーが画面に表示されます。経過時間、残

り時間、曲番号を見ることができます。「iTunes」を使って曲に歌詞を追加した場合には、曲の
歌詞も表示されます。

操作 手順

曲をリピートするようiPodtouch を設
定する

をタップします。現在再生中の曲だけをリピートするように
iPodtouchを設定するときは、 をもう一度タップします。

がiPodtouchに表示されているときは、現在再生中のアルバム
またはリスト内のすべての曲がリピートされます。

がiPodtouchに表示されているときは、現在再生中の同じ曲が
何度もリピートされます。

がiPodtouchに表示されているときは、曲がリピートします。

曲の中の好きな場所に移動する スクラブバーの再生ヘッドを好きな場所にドラッグします。

曲をシャッフルするようiPodtouch を
設定する

をタップします。再び をタップすると、iPodtouchが順番
通りに曲を再生します。

がiPodtouchに表示されているときは、曲がシャッフルされます。

がiPodtouchに表示されているときは、曲は順番通りに再生さ
れます。

プレイリスト、アルバム、またはその他
のリストのトラックをシャッフルする

リストの一番上にある「シャッフル」をタップします。たとえば、
iPodtouchにあるすべての曲をシャッフルするには、「曲」＞
「シャッフル」と選択します。

iPodtouchがシャッフルするように設定されていても、いなくても、
曲のリストの一番上の「シャッフル」をタップすると、iPodtouch
はそのリストの曲をランダムに再生します。

スクラブバー

リピート シャッフル

再生ヘッド
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アルバムカバーをCoverFlowでブラウズする
音楽をブラウズするときは、iPodtouchを横向きにしてiTunesコンテンツをCoverFlowで表
示し、アルバムアートワークで音楽をブラウズできます。

操作 手順

CoverFlowで見る iPodtouchを横に回転させます。

アルバムカバーをブラウズする 左右にドラッグするか、フリックします。

アルバムのトラックを表示する アルバムカバーまたは をタップします。

操作 手順

任意のトラックを再生する 再生したいトラックをタップします。トラックのリストを上下にド
ラッグします。

アルバムカバーに戻る タイトルバーをタップします。または を再度タップします。

現在の曲を再生または一時停止する または をタップします。
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アルバムのすべてのトラックを表示する
現在の曲が入っているアルバムのすべてのトラックを見る

m 再生中画面から をタップします。任意のトラックをタップして再生します。アルバムカバー
のサムネールをタップして、再生中画面に戻ります。

トラックリスト表示で、曲にレートを付けることができます。レートを使って、たとえば最高

レート曲だけのスマートプレイリストを作成し、「iTunes」で瞬時にアップデートされたプレイ
リストを表示することができます。

曲にレートをつける
m 指をレートバーでドラッグして、ゼロから5つまでの星を付けることができます。

iPodtouch 上でプレイリストを作成する
On-The-Goプレイリストを作成する

1 「プレイリスト」をタップし、「On-The-Go」をタップします。

2 画面の下にあるボタンを使って、曲をブラウズします。任意の曲またはビデオをタップして、プ

レイリストに追加します。曲のリストの一番上にある「すべての曲を追加」をタップして、リス

トにあるすべての曲を追加します。

3 完了したら、「完了」をタップします。

「On-The-Go」プレイリストを作成した後、iPodtouchをコンピュータと同期すると、プレイリ
ストはiTunesライブラリに保存され、iPodtouchから削除されます。最初に作成したプレイリ
ストは「On-The-Go1」、2 番目に作成したリストは「On-The-Go2」と作成するたびに数字が
上がります。プレイリストをiPodtouch に戻すには、「iTunes」のソースリストでiPodtouch
を選択し、「ミュージック」タブをクリックして、そのプレイリストを同期するように設定します。

「On-The-Go」プレイリストを編集する
m 「プレイリスト」をタップして、「On-The-Go」をタップし、「編集」をタップした後、次の操作
をします：

Â リストの中で曲の位置を変えるには、曲の隣にある をドラッグします。
Â プレイリストから曲を削除するには、曲の隣にある をタップしてから、「削除」をタップ
します。「On-The-Go」プレイリストから曲を削除しても、iPodtouch からは削除されません。

Â プレイリスト全体を消去するには、「プレイリストを消去」をタップします。

Â 曲を追加するには、 をタップします。

トラックリスト表示

レートバー

再生中画面に戻る

アルバムトラック





30 第3章    ミュージックとビデオ



ビデオを見る
iPodtouchを使って、ムービー、ミュージックビデオ、ビデオPodcast などのビデオコンテン
ツを見ることができます。ビデオは、ディスプレイの性能を最大限に利用してワイドスクリーン

で再生されます。ビデオが複数のチャプタで構成される場合は、次のチャプタまたは前のチャプ

タにスキップしたり、リストを表示して選択したチャプタで再生を開始したりできます。ビデオ

にほかの言語の機能が用意されている場合は、オーディオ言語を選択したり、字幕を表示したり

できます。

iPodtouch でビデオを再生する
ビデオを再生する

m 「ビデオ」をタップして、見たいビデオをタップします。

再生コントロールを表示する
m コントロールを表示するには、画面をタップします。隠すときは、もう一度タップします。

「Say It Right」（ NellyFurtado）は、一部の国でのみ「 iTunes」で視聴できます。

最初から再生／巻き戻し

ビデオコントロール

再生ヘッド

拡大／縮小

再生／一時停止

早送り

音量

スクラブバー

操作 手順

ビデオを再生または一時停止する または をタップします。

音量を上げる／下げる 音量スライダをドラッグします。

ビデオの最初から再生する スクラブバーの再生ヘッドを左端までドラッグするか、ビデオにチャ

プタがない場合は をタップします。

前または次のチャプタにスキップする
（チャプタがある場合）

をタップして前のチャプタに移動します。 をタップして次の

チャプタに移動します。

特定のチャプタで再生を開始する をタップしてから、リストからチャプタを選択します。

巻き戻し／早送り または を押し続けます。

ビデオの中の好きな場所に移動する スクラブバーの再生ヘッドを好きな場所にドラッグします。

ビデオが最後まで再生される前にビデオ
を止める

「完了」をタップします。またはホーム ボタンを押します。
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レンタルムービーを視聴する
iTunesStore からムービーをレンタルして、iPodtouch で視聴できます。ムービーをレンタル
してiPodtouchに転送するときは、「iTunes」を使います。（レンタルムービーは一部の地域で
のみ利用できます。iTunesバージョン7.6以降が必要です。）

レンタルムービーを再生できる時間には制限があります。レンタルムービーをあとどのくらい視

聴できるかは、タイトルの近くに表示されます（この時間が経過すると、視聴できなくなりま

す）。有効期限が切れると、ムービーは自動的に削除されます。iTunesStore でムービーをレン
タルするときは、有効期限を確認してください。

レンタルムービーをiPodtouchに転送する
m


iPodtouchをコンピュータに接続します。次に、「iTunes」ウインドウでiPodtouch（「デバイ
ス」の下の左側）を選択し、「ムービー」をクリックして転送したいレンタルムービーを選択し

ます。お使いのコンピュータがインターネットに接続されている必要があります。

参考：レンタルムービーをいったんiPodtouch に転送すると、コンピュータに戻してそこで視
聴することはできなくなります。

レンタルムービーを見る
m 「ビデオ」をタップしてムービーを選択します。

ビデオのサイズを調整して、ビデオをス
クリーンに合わせる、またはビデオ全体
をスクリーンに表示する

をタップして、ビデオをスクリーンに合わせます。 をタップ

して、ビデオ全体をスクリーンに表示します。

また、ビデオをダブルタップするごとに、表示を切り替えることがで

きます。

ビデオをスクリーンに合わせると、ビデオの端または上が表示しきれ

ない場合があります。ビデオ全体をスクリーンに表示すると、ビデオ
の上下または両端に黒い枠が表示される場合があります。

ほかのオーディオ言語を選択する（他の
言語がある場合）

をタップしてから、「オーディオ」リストから言語を選択します。

字幕の表示／非表示を切り替える（字幕
がある場合）

をタップしてから、「字幕」リストから言語を選ぶか「オフ」を
選択します。

ミュージックビデオの曲のみを再生す
る、またはビデオPodcastを画像なしで
再生する

「ミュージック」リストでミュージックビデオまたはPodcastをブラ
ウズします。ミュージックビデオまたはPodcastのミュージックとビ
デオを再生するには、ビデオリストからブラウズして選択する必要が
あります。

操作 手順
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iPodtouch に接続したテレビでビデオを観る
iPodtouchをテレビに接続して、ビデオをより大きい画面で見ることができます。
AppleComponentAVCable（AppleコンポーネントAVケーブル）、AppleCompositeAVCable
（Apple コンポジットAVケーブル）、またはその他のiPodtouch対応ケーブルを使用します。こ
れらのケーブルとAppleUniversalDock（別売）を使って、iPodtouch をテレビに接続するこ
ともできます。（AppleUniversalDockには、離れた場所から再生を操作できるリモコンが付属
しています。）アップル製のケーブルとDock は、www.apple.com/jp/ipodstore から購入でき
ます。

ビデオ設定
ビデオ設定では、以前に途中まで見たビデオを再度見るときの再生開始位置の設定、クローズド

キャプションの入／切の切り替え、ワイドスクリーンの入／切の切り替え、およびテレビ信号の

設定（NTSCまたはPAL）ができます。80ページを参照してください。

ビデオ設定を行う
m 「設定」＞「ビデオ」と選択します。

iPodtouch からビデオを削除する
空き容量を確保するために、iPodtouchで直接ビデオを削除することができます。

ビデオを削除する
m ビデオリストの項目の上で、左から右に指をさっと動かします。次に「削除」をタップします。

ビデオ（レンタルムービー以外）をiPodtouchから削除しても、iTunesライブラリからは削除
されないので、後でiPodtouchに再度同期することができます。再びビデオをiPodtouchに同
期させたくない場合は、「iTunes」を設定してビデオを同期させないようにします。（6ページを
参照してください）

レンタルムービーは、iPodtouch から削除すると完全に削除され、コンピュータに戻すことは
できなくなります。

スリープタイマーを設定する
指定した時間後にiPodtouchが音楽やビデオの再生を停止するように設定することができます。

m ホーム画面から、「時計」＞「タイマー」と選択し、フリックして時間と分を設定します。「タイ

マー終了時」をタップし、「iPodをスリープ」を選択し、「設定」をタップします。それから「開
始」をタップして、タイマーを開始します。

タイマー終了時には、音楽やビデオの再生が停止し、開いているすべてのアプリケーションが閉

じて、iPodtouchがロックされます。
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ミュージック画面のボタンを変更する
画面の下にある「プレイリスト」、「アーティスト」、「曲」、「アルバム」のボタンを、自分が頻繁

に使う項目と置き換えることができます。たとえば、Podcast をよく聞くのに、アルバムのブラ
ウズはそれほどしない場合は、「アルバム」ボタンを「Podcast」と置き換えることができます。

m 「その他」をタップして、「編集」をタップし、追加したいボタンを画面の下の置き換えたいボタ

ンの上にドラッグします。

下にあるボタンを左右にドラッグして、順序を入れ替えることができます。完了したら、「完了」

をタップします。

「その他」をタップすると、置き換えたボタンにいつでもアクセスできます。
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4 写真

「写真」をタップして、写真を表示したり、写真を壁紙として使った
り、スライドショーを再生したりできます。

コンピュータから写真を同期して、iPodtouch の高解像度ディスプレイで、家族や友人、同僚
と写真を共有することができます。

コンピュータから写真を同期する
写真の同期を設定している場合は、iPodtouch をコンピュータに接続するたびに、「iTunes」が
自動的にコンピュータからフォトライブラリ（または選択されたアルバム）をiPodtouch にコ
ピーまたはアップデートします。「iTunes」は以下のアプリケーションにある写真を同期するこ
とができます：

Â Macの場合：  iPhoto4.0.3以降

Â PCの場合： AdobePhotoshopAlbum2.0以降、もしくはAdobePhotoshopElements3.0以降

コンピュータ上の写真、およびその他の情報をiPodtouch に同期させる方法について詳しくは、
5ページの「音楽、ビデオ、その他のコンテンツをiPodtouch に取り込む」を参照してください。
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写真を見る
コンピュータから同期した写真は「写真」アプリケーションで見ることができます。

写真を見る
m 「フォトライブラリ」をタップして、すべての写真を表示するか、またはアルバムをタップして、

そのアルバムの中の写真のみを表示します。

フルスクリーンで写真を表示する
m 写真のサムネールをタップして、フルスクリーンでその写真を表示します。フルスクリーンの写

真をタップすると、コントロールが隠れます。

再び写真をタップすると、コントロールが表示されます。

次／前の写真を見る
m 人差し指で画面を右、または左にフリックします。または、画面をタップしてコントロールを表

示し、 もしくは をタップします。
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サイズまたは向きを変える
写真を横向きに表示する

m


iPodtouchを横に回転させます。写真が自動的に向きを変え、横向きの写真の場合は、スクリー
ンに全体が表示されます。

写真を部分的に拡大する
m 拡大したい部分でダブルタップします。再びダブルタップすると元のサイズに戻ります。

拡大／縮小
m ピンチして拡大／縮小します。

写真をパンする
m 写真をドラッグします。



第4章    写真 37



スライドショーを表示する
写真をスライドショーで見る

m アルバムと写真を選択し、 タップします。が表示されない場合は、写真をタップしコントロー

ルを表示します。

スライドショーを停止する
m 画面をタップします。

スライドショーを設定する
1 ホーム画面から「設定」＞「写真」と選択します。

2 設定するには：

Â 各スライドの表示時間を設定するには、「各スライドの再生時間」をタップして、時間を選択
します。

Â 写真から写真へ移動するときのトランジションを設定するには、「トランジション」をタップ
して、トランジションの種類を選択します。

Â スライドの繰り返しを入または切にするには、「リピート」を入または切にします。

Â 写真をランダムにまたは順番に表示させるには、「シャッフル」を入または切にします。

スライドショー中に曲を再生する
m ホーム画面から「ミュージック」を選択し、曲を再生します。ホーム画面から「写真」を選択し、

スライドショーを再生します。

写真を壁紙として使用する
壁紙はiPodtouchのロックを解除するときの画面に表示されます

写真を壁紙として設定する
1 目的の写真を選びます。

2 写真が表示したいサイズになるまで、ドラッグしてパン、またはピンチして拡大／縮小します。

3 写真をタップしてコントロールを表示してから をタップし、「壁紙に設定」をタップします。

また、iPodtouch にあらかじめ用意されているいくつかの壁紙を次の方法で使用することもで
きます：ホーム画面から「設定」＞「一般」＞「壁紙」＞「壁紙」と選択します。

写真をメールで送信する
写真をメールで送信する

m 写真を選んで をタップしてから、「写真をメール」をタップします。

iPodtouchからメールを送信できるように設定されている必要があります（53ページの「メー
ルアカウントを設定する」を参照してください）。
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写真をウェブギャラリーに送信する
.Macアカウントがある場合は、iPhoto'08を使って作成したウェブギャラリーにiPodtouch か
ら写真を直接送信することができます。メールによる投稿が有効になっている.Macウェブギャ
ラリーがあれば、そこに写真を送信することもできます。

写真をウェブギャラリーに送信するには、次の操作を行う必要があります：

Â


.MacメールアカウントをiPodtouchに設定する

Â


iPhoto'08アルバムを.Macウェブギャラリーに公開する

Â


iPhoto'08の「公開」設定パネルで「メールでの写真のアップロードを許可」を選択します。

iPhoto'08 でウェブギャラリーを作成する方法について詳しくは、iPhoto'08 を開いて「ヘル
プ」を選択し、「ウェブギャラリー」を検索してください。

写真をウェブギャラリーに送信する
写真を選び、 をタップしてから、「ウェブギャラリーに送信」をタップします。

写真を連絡先に割り当てる
写真を連絡先に割り当てることができます。

写真を連絡先に割り当てる
1


iPodtouchで写真を選んで、 をタップします。

2 「連絡先に割り当てる」をタップし、連絡先を選びます。

3 写真をドラッグしてパンしたり、写真をピンチして拡大／縮小したりして、写真の外観を調整し

ます。

4 「写真を設定」をタップします。

「編集」をタップしてから写真アイコンをタップする方法で、写真を連絡先に割り当てることも

できます。
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iTunesWi-FiMusicStore

「iTunes」をタップして、iTunesWi-FiMusicStore から曲やアルバ
ムを購入できます。

iTunesWi-FiMusicStoreで曲やアルバムをブラウズ、プレビュー、および購入して、iPodtouch
に直接ダウンロードできます。購入したコンテンツは、次回iPodtouch をコンピュータと同期
するときに、iTunesライブラリに自動的にコピーされます。

iTunesWi-FiMusicStore を使用するには、インターネットに接続しているWi-Fi ネットワーク
にiPodtouch を接続する必要があります。Wi-Fi ネットワークへの接続については、21ページ
を参照してください。また、Wi-Fi 経由で曲を購入するときは（一部の国のみで利用できます）、
iTunesStore アカウントも必要です。iTunesStore アカウントをまだ持っていない場合は、
「iTunes」を開き、「Store」＞「アカウントを作成」と選択して、アカウントを設定してください。

ブラウズする／検索する
おすすめのセレクションやトップ 10 カテゴリをブラウズしたり、探している曲やアルバムを
iTunesWi-FiMusicStore 音楽カタログで検索したりできます。おすすめのセレクションでは、
ニューリリースやiTunesWi-FiMusicStoreおすすめのコンテンツを見ることができます。トッ
プ10 では、いくつかのカテゴリで人気のある上位の曲やアルバムを見ることができます。特定
の曲、アルバム、またはアーティストを探すときは、検索機能を使います。
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おすすめの曲やアルバムをブラウズする
m 「おすすめ」をタップし、画面上部でカテゴリを選びます。

トップ10の曲やアルバムをブラウズする
m 「トップ10」をタップし、カテゴリを選んで、「トップソング」または「トップアルバム」をタッ
プします。
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曲やアルバムを検索する
m 「検索」をタップし、検索フィールドをタップして語句を入力してから、「検索」をタップします。

アルバムの曲を表示する
m アルバムをタップします。

曲が含まれているアルバムを表示する
m 曲をダブルタップします。

Starbucksセレクションをブラウズする
Starbucks の一部の店舗（米国のみ）では、画面下部の「おすすめ」の横に「Starbucks」アイ
コンが表示されます。この「Starbucks」アイコンをタップすると、店内で流れている曲を調べ
たり、おすすめのStarbucksコレクションをブラウズしたりできます。

対応しているStarbucks店舗のリストについては、次のWebサイトを参照してください：
www.apple.com/itunes/starbucks
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現在流れている曲を調べる
m 「Starbucks」をタップします。

画面上部に、現在流れている曲が表示されます。曲をタップすると、その曲が含まれているアル

バムと、そのアルバム内のほかの曲が表示されます。

最近流れたプレイリストやその他のStarbucksプレイリストを見る
m 「Starbucks」をタップして、「RecentlyPlayed」または目的のStarbucksプレイリストを選びます。

曲やアルバムを購入する
iTunesWi-FiMusicStore で気に入った曲やアルバムが見つかったら、購入して iPodtouch に
ダウンロードできます。購入前に曲をプレビューして、曲の中身を確認することができます。
Starbucks の一部の店舗（米国のみ）では、現在流れている曲やおすすめの Starbucks コレク
ションに含まれる曲をプレビューおよび購入することもできます。

曲をプレビューする
m 曲をタップします。

曲やアルバムを購入してダウンロードする
1 価格をタップして、「今すぐ購入」をタップします。

参考：iPodtouch で曲を購入するには、iPodtouch を最後に同期したときに、「iTunes」で
iTunesStoreアカウントにサインインしておく必要があります。
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2 パスワードを入力し、「OK」をタップします。

購入すると、iTunesStore アカウントに請求が発生します。購入後15分以内は、パスワードを
入力せずに続けて購入を行うことができます。

以前、同じアルバムに含まれる曲を1つ以上購入したことがある場合は、メッセージが表示され
ます。以前購入した曲が含まれるアルバム全体を購入したい場合は、「購入」をタップします。残

りの曲を個々に購入したい場合は、「キャンセル」をタップします。

参考：一部のアルバムにはボーナスコンテンツが含まれていて、これらはコンピュータ上の
iTunes ライブラリにダウンロードされます。ボーナスコンテンツの中には、iPodtouch には直
接ダウンロードされないものがあります。

曲やアルバムのダウンロード状況を表示する
m 「ダウンロード」をタップします。

ダウンロードを一時停止するには、 をタップします。

iPodtouchの電源を切ったり、Wi-Fi の接続圏から出たりする必要がある場合でも、ダウンロー
ドの中断について心配する必要はありません。インターネットに接続されているWi-Fi ネット
ワークに次回iPodtouchを接続したときに、iPodtouchによってダウンロードが再開されます。
また、お使いのコンピュータで「iTunes」を開けば、iTunes ライブラリにダウンロードが行わ
れます。

購入した曲は、iPodtouch の「購入したもの」プレイリストに追加されます。「購入したもの」
プレイリストを削除しても、iTunesWi-FiMusicStore から商品を購入したときに新しいものが
自動的に作成されます。

購入したコンテンツを同期する
iPodtouch をコンピュータに接続すると、iPodtouch で購入した曲やアルバムがiTunes ライ
ブラリに自動的に同期されます。これによって、購入したものをコンピュータで聴くことができ、

さらに iPodtouch から削除する場合のバックアップが作成されることになります。曲は、「＜
iPod の名前＞上に購入」プレイリストに同期されます。このプレイリストがない場合は、自動
的に作成されます。

コンピュータで「iTunes」を使って購入を行うときに使われる「購入したもの」プレイリストが
すでにあり、iPodtouch と同期するように設定されている場合、購入したものはこのプレイリ
ストにもコピーされます。
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購入したものを確認する
「iTunes」を使って、iTunesWi-FiMusicStoreから購入したすべての音楽、ビデオ、およびその
他の項目がiTunes ライブラリ内にあるかどうかを確認できます。ダウンロードを中断した場合
に確認しておくと安心です。

購入したものを確認する
1 お使いのコンピュータがインターネットに接続されていることを確認します。

2 「iTunes」で、「Store」＞「購入したものを確認」と選択します。 

3



iTunesStoreアカウントのIDとパスワードを入力して、「確認」をクリックします。

購入したものの中にコンピュータにまだダウンロードされていないものがある場合は、ダウン

ロードされます。

「購入したもの」プレイリストには、購入したすべての項目が表示されます。ただし、このリス

ト内の項目は追加したり取り除いたりできるので、必ずしも正確とは限りません。購入したすべ

ての項目を確認するには、アカウントにサインインし、「Store」＞「マイアカウント（＜アカウ
ント名＞）を表示」と選択して、「PurchaseHistory」（購入履歴）をクリックしてください。

iTunesStoreアカウント情報を変更する
iPodtouchでは、iTunesPlusミュージックを購入するかどうか（利用できる場合）など、iTunes
Storeアカウント情報が「iTunes」から取り込まれます。iTunesStoreアカウント情報は、「iTunes」
で確認および変更できます。

iTunesStoreアカウント情報を確認および変更する
m 「iTunes」で、「Store」＞「マイアカウント（＜アカウント名＞）を表示」と選択します。

iTunesStoreアカウントにサインインしておく必要があります。「Store」メニューに「マイアカ
ウント（＜アカウント名＞）を表示」が表示されない場合は、「Store」＞「サインイン」と選択
します。

ほかのiTunesStoreアカウントから音楽を購入する
m


iTunesWi-FiMusicStoreに接続するときに、そのアカウントにサインインします。
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6 アプリケーション

Safari



Web を閲覧する
「Safari」では、コンピュータ上のブラウザを使ったときとまったく同じデザインで Webページ
を見ることができます。ダブルタップするだけでページを拡大できます。さらに、iPodtouch を
横向きにすることで幅を広げて見ることもできます。検索を行うときは、GoogleまたはYahoo!
を利用できます。どちらもあらかじめ組み込まれています。

「Safari」を使用するには、インターネットに接続しているWi-FiネットワークにiPodtouch を接
続する必要があります。Wi-Fiネットワークへの接続については、21ページを参照してください。

Web ページを開く／ブラウズする

Webページを開く
m 画面上部のアドレスフィールドをタップし、Webアドレス（たとえば、apple.com、
www.google.comなど）を入力して、「接続」をタップします。アドレス欄が表示されていない
場合は、画面上部のステータスバーをタップします。

Web アドレスを入力しているときに、それらの文字列を含むアドレスがブックマークや履歴リ
ストに見つかったときは、アドレスが下に表示されます。Web アドレスをタップすると、その
Webページに移動します。

アドレスフィールドのすべてのテキストを消去する
m アドレスフィールドをタップして、 をタップします。

Webページにあるリンクを開く
m リンクをタップします。

リンクになっているテキストは通常、青い下線で示されます。イメージがリンクになっているこ

ともよくあります。
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リンク先がサウンドファイルやムービーファイルのときに、iPodtouch がそれらに対応してい
る場合は、サウンドやムービーが再生されます。対応しているファイルタイプについては、
88ページを参照してください。

ページを拡大して見やすくする
Webページを横向きに表示する

m


iPodtouchを横に回転させます。自動的にページの向きが調整され、画面の横幅に合わせて表示
されます。

操作 手順

リンク先のアドレスを確認する リンクをタッチしたまましばらく待ちます。指の横に、アドレスを示

すポップアップが表示されます。イメージがリンクになっている場合
は、イメージをタッチしたままにするとアドレスが表示されます。

ページの読み込みを中止する をタップします。

Webページを読み込み直す をタップします。

前または次のWebページに移動する 画面下部の または をタップします。

最近表示したWebページに戻る をタップして、「履歴」をタップします。履歴リストを消去する
ときは、「消去」をタップします。

Webページのアドレスをメールで送信
する

をタップしてから、「このページへのリンクをメール送信」をタッ
プします。iPodtouchにメールアカウントが設定されている必要が
あります（53ページを参照してください）。
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列を画面いっぱいに表示する
m 列をダブルタップします。列が拡大されて、読みやすくなります。

再びダブルタップすると元のサイズに戻ります。

Webページを部分的に拡大する
m ページの中で拡大したい部分をダブルタップします。再びダブルタップすると元のサイズに戻り

ます。

手動で拡大／縮小する
m ピンチして拡大／縮小します。

ページをスクロールする
m 上下左右にドラッグします。スクロールするときは、ページ内のどこをタッチしてドラッグして

もかまいません。リンクがあっても、リンク先に移動することはありません。リンクをタップし

た場合はリンク先に移動しますが、リンクをドラッグした場合はページがスクロールされます。

Webページ上のフレーム内をスクロールする
Webページ上のフレーム内をスクロールするときは、2 本の指を使います。Web ページ全体を
スクロールするときは、1本の指を使います。

Webページの一番上にジャンプする
iPodtouch画面の上部にあるステータスバーをタップします。

Web を検索する
デフォルトでは、「Safari」で検索を行うときはGoogle が使用されます。Yahoo! を使って検索
するように設定することもできます。

Webを検索する
1


をタップして、 Google検索フィールドに移動します。

2 探したい内容の単語もしくはフレーズを入力して、「Google」をタップします。

3 検索結果のリストでリンクをタップして、Webページを開きます。

Yahoo!を使って検索するように「Safari」を設定する
m ホーム画面から、「設定」＞「Safari」＞「検索エンジン」と選択して、「Yahoo!」を選択します。
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一度に複数のページを開く
一度に複数のWeb ページを開くことができます。リンクによっては、現在のページが置き換わ
るのではなく、自動的に新しいページが開くことがあります。

画面下部のページアイコン に表示される数字は、開いているページの数を示します。数字が
表示されていないときは、1ページだけを開いていることを示します。

たとえば、次のようになります：

=1ページ開いています

=3ページ開いています

新しいページを開く
m


をタップして、「新規ページ」をタップします。

開いているすべてのページを確認しながら特定のページに移動する
m


をタップして、指で画面を左右にフリックします。目的のページが見つかったら、そのペー

ジをタップします。

ページを閉じる
m


をタップして、 をタップします。開いているページが1 ページだけのときは、ページを閉じ

ることはできません。

テキストフィールドに入力する
Web ページによっては、情報を入力するためのフォームやテキストフィールドが用意されてい
ることがあります。

キーボードを表示する
m テキストフィールド内をタップします。

ページ内のほかのテキストフィールドに移動する
m ほかのテキストフィールドをタップします。または、「次へ」ボタンか「前へ」ボタンをタップ

します。
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フォームを送信する
m ページ内のテキストフィールドに入力し終えたら、「接続」または「検索」をタップします。ほ

とんどのページにはフォーム送信用のリンクが用意されているので、それをタップすることもで

きます。

フォームを送信せずにキーボードを消す
m 「完了」をタップします。

SafariWebクリップをホーム画面に追加する
よく使うWebページのWeb クリップをホーム画面に追加すると、それらのページにすばやくア
クセスできます。Web クリップはアイコンとして表示され、ホーム画面のどこでも好きな場所
に置くことができます。13ページの「ホーム画面のレイアウトをカスタマイズする」を参照し
てください。

Webクリップをホーム画面に追加する
m ページを開いて、 をタップします。次に、「ホーム画面に追加」をタップします。

Webクリップには、Webページの表示されている部分（拡大／縮小レベルと場所）が記憶され
ます。Webクリップを開くと、Web ページのその部分まで自動的に拡大／縮小およびスクロー
ルされます。ホーム画面上に作成するWeb クリップのアイコンも、表示されている部分に置か
れます。

Webクリップを追加する前に、その名前を編集できます。名前が長すぎる（約10文字を超える）
場合には、ホーム画面上で短縮されて表示されることがあります。

Webクリップをホーム画面から削除する
1 ホーム画面上にあるアイコンをタッチしたまま押さえていると、アイコンが波打ち始めます。

2 削除したいWeb クリップの隅にある「×」をタップします。

3 「削除」をタップしてからホーム ボタンを押すと、配置が保存されます。

ブックマークを使用する
Web ページをブックマークに追加して、アドレスを入力しなくても好きなときにすばやく戻れ
るようにすることができます。

Webページをブックマークに追加する
m ページを開いて、 をタップします。次に、「ブックマークを追加」をタップします。

ブックマークに保存する前に、タイトルを編集したり保存先を選んだりすることができます。デ

フォルトでは、ブックマークは最上位の「ブックマーク」フォルダに保存されます。別のフォル
ダを選ぶときは、「ブックマーク」をタップします。

ブックマークに追加したWebページを開く
m


 をタップして、ブックマークを選択します。フォルダ内のブックマークを表示するときは、

フォルダをタップします。
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ブックマークまたはブックマークのフォルダを編集する
m


 をタップし、編集したいブックマークまたはフォルダが含まれるフォルダを選択して、「編

集」をタップします。それから次のいずれかを行います：

Â 新しいフォルダを作成するときは、「新規フォルダ」をタップします。

Â ブックマークまたはフォルダを削除するときは、そのブックマークまたはフォルダの横にある
をタップして、「削除」をタップします。

Â ブックマークまたはフォルダを移動するときは、移動したい項目の横にある をドラッグし
ます。

Â ブックマークまたはフォルダの名前やアドレスを編集するとき、またはブックマークまたは
フォルダを別のフォルダに入れるときは、そのブックマークまたはフォルダをタップします。

完了したら、「完了」をタップします。

ブックマークを同期する
Mac で「Safari」を使っている場合、またはPCで「Safari」かMicrosoft社の「InternetExplorer」
を使っている場合は、iPodtouch 上のブックマークをコンピュータ上のブックマークと同期で
きます。

iPodtouchとコンピュータのブックマークを同期する
m


iPodtouchをコンピュータに接続します。ブックマークを同期するように設定されている場合は
（9ページを参照）、同期が開始されます。

Safariの設定
ホーム画面から「設定」＞「Safari」と選択して、セキュリティなどの設定を調整します。83ペー
ジを参照してください。

カレンダー

カレンダーイベントをiPodtouchに追加する
カレンダーを同期するように「iTunes」を設定している場合は、約束とイベントをコンピュータ
で入力してそれらをiPodtouchと同期することができます。また、約束とイベントをiPodtouch
に直接入力することもできます。

カレンダーイベントをコンピュータに入力する
約束とイベントをMac では「iCal」と「MicrosoftEntourage」、PC では「MicrosoftOutlook
2003」または「MicrosoftOutlook2007」に入力できます。
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カレンダーを同期する
iPodtouchとコンピュータのカレンダーを同期する
iPodtouchをコンピュータに接続します。カレンダーを自動的に同期するようにiPodtouch が
設定されている場合は（6ページを参照してください）、アップデートが始まります。

iPodtouch上でカレンダーイベントを直接追加する／編集する
イベントを追加する

m


をタップして、イベント情報を入力します。次に、「完了」をタップします。

以下の項目を入力できます：

Â タイトル

Â 場所

Â 開始時刻と終了時刻（終日イベントの場合は「終日」を入にします）

Â 繰り返し間隔—なし、毎日、毎週、隔週、毎月、または毎年

Â 通知時間—イベントの5分前から2日前まで
iPodtouch に通知時間を設定するときに、最初の通知に気付かなかった場合のために、2 回
目の通知時間を設定することもできます。

Â メモ

カレンダー通知を受け取ったときに音が鳴るようにiPodtouch を設定する
m 「設定」で、「一般」＞「サウンド効果」と選択し、サウンド効果を鳴らす装置（内蔵スピーカー、

ヘッドフォン、またはその両方）を選びます。サウンド効果を切にする場合は「オフ」を選択し

ます。

「サウンド効果」が切の場合には、カレンダー通知を受け取ったときに、音が出る代わりに
iPodtouchにメッセージが表示されます。

イベントを編集する
m イベントをタップし、「編集」をタップします。

イベントを削除する
イベントをタップし、「編集」をタップしてから、下方向にスクロールして「イベントを削除」を

タップします。

カレンダーを表示する
カレンダーを表示する

m 「カレンダー」をタップします。

表示を切り替える
m 「リスト」、「日」、または「月」をタップします。

Â リスト表示：すべての約束やイベントが表示され、簡単に探せます。上下にスクロールする
と、過去のイベントまたはこれからのイベントが表示できます。

Â「日」表示：上下にスクロールすると、一日の始まりから終わりまでの時間が表示されます。
または をタップすると前の日または次の日が表示されます。
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Â 月表示：イベントのある日は点が表示されます。イベントのある日をタップすると、カレン
ダーの下のリストにイベントが表示されます。 または をタップすると前の月または次の
月が表示されます。

今日のイベントを表示する
m 「今日」をタップします。

イベントの詳細を表示する
m イベントをタップします。

iPodtouchの時間帯を設定して、イベントの時間を調整する
m ホーム画面から、「設定」＞「一般」＞「日付と時刻」と選択して「時間帯サポート」を入にし

ます。次に「時間帯」をタップして、時間帯を設定したい主要な都市を検索します。

「時間帯サポート」が入になっているときは、カレンダーのイベント日や時間は、その時間帯で

表示されます。「時間帯サポート」が切になっているときは、カレンダーのイベントは現在の場

所の時間帯で表示されます。

点が付いている日には
予定されたイベントが

あります

「月」表示

表示を切り替える

選択された日のイベント

今日に移動
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メール

「メール」は強力な HTML メールクライアントで、メールをバックグラウンドで受信しながら
iPodtouch 上でほかの操作を行うことができます。iPodtouch は、Yahoo! メール、Google
メール、AOL、MacMail などの最も一般的なメールシステムと、業界標準のほとんどのPOP3
および IMAP メールシステムに対応しています。「メール」では、写真やグラフィックスを送受
信して、テキストと一緒にメッセージに表示できます。また、PDFやその他の添付ファイルを受
け取ってiPodtouchに表示することもできます。

メールアカウントを設定する
iPodtouchを使ってメールを送信するには、「yourname@example.com」のようなメールアド
レスが必要です。インターネットにアクセスできる場合は、インターネット・サービス・プロバ

イダからメールアドレスを取得しているはずです。

メールアカウントを自動的に同期することを設定時に選択した場合は、既存のメールアカウント

がすでに設定されていて、メールを送信できる状態になっているはずです。そうでない場合でも、

メールアカウントを同期するように「iTunes」を設定するか、またはiPodtouch 上で直接メー
ルアカウントを設定することができます。

メールアカウントをiPodtouchに同期する
メールアカウントをiPodtouch に同期するときは、「iTunes」を使用します。「iTunes」は、Mac
では「Mail」と「MicrosoftEntourage」に対応し、PC では「MicrosoftOutlook2003」また
は「MicrosoftOutlook2007」と「OutlookExpress」に対応しています。5ページの「音楽、
ビデオ、その他のコンテンツをiPodtouchに取り込む」を参照してください。

参考：メールアカウントをiPodtouch に同期するときは、メッセージ自体ではなく、メールの
アカウント設定がコピーされます。受信ボックスのメッセージがiPodtouch とコンピュータの
両方にあるかどうかは、メールアカウントの種類とその設定状況によって異なります。

メールアカウントがない場合
メールアカウントは、ほとんどのインターネット・サービス・プロバイダから入手できます。Mac
を使用している場合は、www.mac.com/japan から他のサービスと一緒にメールアドレスを入
手できます。有料の場合もあります。

無料アカウントをオンラインで入手することもできます：

Â


www.mail.yahoo.com

Â



www.google.com/mail

Â



www.aol.com
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メールアカウントをiPodtouch上に設定する
メールアカウントの設定と変更は、iPodtouch上で直接行うことができます。
入力する必要のあるアカウント設定は、メール・サービス・プロバイダから提供されます。

コンピュータから同期されたメールアカウントにiPodtouch 上で変更を加えても、コンピュー
タにはコピーされません。

オンラインの「メール設定アシスタント」を使用するには、次のサイトにアクセスしてください：
www.apple.com/support/ipodtouch/mailhelper

アカウント設定をiPodtouch に直接入力する
1


iPodtouch上ではじめてアカウントを設定する場合は、「メール」をタップします。そうでない
場合は、ホーム画面から「設定」＞「メール」＞「アカウント」＞「アカウントを追加」と選択します。

2 メールアカウントの種類を選択します：  「Y!Mail」（Yahoo! の場合）、「Googleメール」、「.Mac」、
「AOL」、または「その他」。

3 アカウント情報を入力します：

Yahoo!、Googleメール、.Mac、またはAOL アカウントを設定する場合は、名前、メールアド
レス、およびパスワードを入力します。入力が終わったら完了です。

そうでない場合は、「その他」をクリックしてサーバの種類（「IMAP」、「POP」、または「Exchange」）
を選択し、次のアカウント情報を入力します：

Â メールアドレス

Â メールサーバの種類（「IMAP」、「POP」、または「Exchange」）
Â 受信メールサーバのインターネットホスト名（「mail.example.com」など）
Â 送信メールサーバのインターネットホスト名（「smtp.example.com」など）
Â 受信および送信サーバのユーザ名とパスワード（送信サーバのユーザ名とパスワードは、入力

する必要がない場合があります）

参考：Exchangeのメールアカウントを iPodtouch で使用するには、IMAPとして構成する必要
があります。詳しくは、IT部門に問い合わせてください。

メールを送信する
メールメッセージは、メールアドレスを持っている人になら誰にでも送信できます。メッセージ

は、特定の人またはグループに送信できます。

メッセージを作成して送信する
1


をタップします。

2 「宛先」または「Cc」（カーボンコピー）フィールドに1つ以上の名前またはメールアドレスを入
力するか、または をタップして連絡先のメールアドレスを追加する連絡先を選択します。

メールアドレスを入力していくと、連絡先リストにある類似のメールアドレスが下に表示されま

す。いずれかをタップすると追加されます。

3 件名を入力してから、メッセージを入力します。
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4 「送信」をタップします。

メッセージで写真を送信する
m ホーム画面から「写真」を選択して、写真を選択します。次に、 をタップして「写真をメー

ル」をタップします。

iPodtouch に複数のメールアカウントがある場合は、写真はデフォルトアカウントを使って送
信されます（83ページを参照してください）。

メッセージを後で使用できるように下書きとして保存する
m メッセージの作成を開始して、「キャンセル」をタップします。「保存」をタップします。「下書

き」メールボックスでそのメッセージを探して、追加または変更を行ってから、送信します。

メッセージに返信する
m メッセージを開いて をタップします。メッセージの差出人にだけ返信するときは、「返信」を
タップします。差出人とその他の受信者に返信するときは、「全員に返信」をタップします。次

に、必要に応じて自分のメッセージを追加して、「送信」をタップします。

メッセージに返信するときに、最初のメッセージに添付されているファイルやイメージは返信さ

れません。

メッセージを転送する
m メッセージを開いて をタップしてから、「転送」をタップします。1つまたは複数のメールア
ドレスと、必要に応じて自分のメッセージを追加してから、「送信」をタップします。

メッセージを転送するときに、元のメッセージに添付されているファイルやイメージを取り込む

ことができます。

受信したメッセージの受信者にメッセージを送信する
m メッセージを開き、受信者の名前またはメールアドレスをタップしてから、「メール」をタップ

します。

メールを確認する／読む
「メール」ボタンには、すべての受信ボックス内の未開封メッセージの総数が表示されます。

その他のメールボックスにそれ以外の未開封メッセージが含まれている場合があります。

未開封メールの数





56 第6章    アプリケーション



各アカウントの画面の各メールボックスの横に、未開封メッセージの数が表示されます。

メールボックスをタップすると、そのメッセージが表示されます。未開封メッセージの横には、

青い点 が表示されます。

メッセージを読む
m メールボックスをタップしてから、メッセージをタップします。メッセージ内で または を
タップすると、次のメッセージまたは前のメッセージが表示されます。

メッセージを削除する
m メッセージを開いて、 をタップします。

メールボックスのメッセージリストからメッセージを直接削除することもできます。それには、

メッセージタイトル上で左から右に向かって指をさっと動かしてから、「削除」をタップします。

「編集」をタップして、メッセージの横にある  をタップしてもかまいません。

未開封メッセージ

の数

タップすると、すべての

メールアカウントが表示
されます

未開封メッセージ

「削除」ボタンを表示するには、メッセージの上で

左から右に向かって指をさっと動かします。
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新着メッセージを確認する
m いつでも好きなときに、メールボックスを選択するか をタップします。

添付ファイルを開く
受信するメッセージに添付されているファイルやイメージのうち、一部の種類を表示したり読ん

だりできます。たとえば、PDF、MicrosoftWord書類、またはMicrosoftExcel 書類を受け取っ
た場合には、iPodtouch で読むことができます。

m 添付ファイルをタップします。ファイルがiPodtouchにダウンロードされて開かれます。

添付ファイルは縦向きでも横向きでも表示できます。添付ファイルのフォーマットが、
iPodtouch が対応していないフォーマットの場合には、ファイルの名前は表示されますが、開
くことはできません。iPodtouchは、次のメール添付ファイルフォーマットに対応しています：

Â



.doc、.docx、.htm、.html、.pdf、.txt、.xls、.xlsx

メッセージのすべての受信者を確認する
m メッセージを開いて、「詳細」をタップします。

名前またはメールアドレスをタップすると、受信者の連絡先情報が表示されます。次に、メール

アドレスをタップすると、その人にメールが送信されます。受信者を隠すときは、「隠す」をタッ

プします。

メール受信者を連絡先リストに追加する
m メッセージをタップします。必要に応じて「詳細」をタップして、受信者を表示します。次に、

名前またはメールアドレスをタップして、「新規連絡先を作成」または「既存の連絡先に追加」を

タップします。

メッセージを未開封にする
m メッセージを開き、「未開封にする」をタップします。

メールボックスリストのメッセージの横に、青い点 が表示されます。この青い点は、再度
メッセージを開いたときに消えます。

メッセージを別のメールボックスに移動する
m メッセージを開いて をタップしてから、メールボックスを選択します。

添付ファイルをタップする
とダウンロードされます
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メッセージの一部を拡大する
m 拡大したい部分でダブルタップします。再びダブルタップすると元のサイズに戻ります。

テキスト列のサイズを画面に合うように変更する
m テキストをダブルタップします。

メッセージのサイズを手動で変更する
m ピンチして拡大／縮小します。

リンクをたどる
m リンクをタップします。

リンクになっているテキストは通常、青い下線で示されます。多くのイメージにもリンクが設定

されています。リンクをタップすると、Web ページが開いたり、地図が開いたり、指定されて
いるアドレスの新規メールメッセージが開いたりします。

Webと地図のリンクをタップすると、iPodtouch上で「Safari」または「マップ」が開きます。
メールに戻るときは、「ホーム」ボタンを押して「メール」をタップします。

メール設定
iPodtouch のメールアカウントを設定およびカスタマイズするときは、ホーム画面から「設
定」＞「メール」と選択します。81ページを参照してください。

連絡先

「連絡先」を使って、簡単にアドレスデータにアクセスすることができます。

コンピュータからアドレスデータを同期する
アドレスデータを同期するように「iTunes」を設定している場合は、コンピュータとiPodtouch
のどちらで変更を行った場合でも、両方のアドレスデータが最新の状態になるように自動的に更

新されます。次のアプリケーションとアドレスデータを同期できます：

Â Macの場合：MacOSX「アドレスブック」、「MicrosoftEntourage」および「Yahoo!アドレ
スブック」

Â PC の場合： 「Yahoo!アドレスブック」、「Window アドレス帳（OutlookExpress）」または
「MicrosoftOutlook」

iPodtouchのアドレスデータを同期する方法については、5ページの「音楽、ビデオ、その他の
コンテンツをiPodtouchに取り込む」を参照してください。

アドレスデータを表示する
m 「連絡先」をタップして、アドレスデータをタップします。

特定のグループを表示するときは、「グループ」ボタンをタップします。
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並べ替え順序と表示順序を設定する
「連絡先」設定を使って、アドレスデータを姓と名のどちらで並べ替えるか、および姓と名の表

示順序を設定します。

m 「設定」＞「連絡先」とタップし、「並べ替え順序」または「表示順序」をタップして、「名,姓」
または「姓,名」を選択します。

iPodtouch で直接アドレスデータを追加する、編集する
iPodtouch に直接新しいアドレスデータを追加したり、既存のアドレスデータを編集および削
除することができます。

iPodtouchにアドレスデータを追加する
m 「連絡先」を選択し、 をタップしてから、新しいアドレスデータ情報を入力します。

電話番号、住所、およびその他の情報を編集する
m 「連絡先」をタップし、データを選択して、「編集」をタップします。

Â Web アドレスまたは携帯電話番号などの項目を追加するには、項目の横にある をタップ
します。

Â 項目を削除するには、項目の横にある をタップします。
Â アドレスデータリストからアドレスデータを削除するには、下にスクロールして、「連絡先を
削除」をタップします。

番号にポーズを入れる
m


をタップし、「一時停止」をタップします。

ポーズは電話システムによっては、たとえば内線番号やパスワードを入力する前に必要になりま

す。ポーズは2秒間停止します。複数のポーズが必要な場合があります。
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アドレスデータに写真を割り当てる、またはアドレスデータの写真を変更する
1 「連絡先」をタップし、アドレスデータを選択します。

2 「編集」をタップし、「写真を追加」をタップします。または既存の写真をタップします。

3 写真を選びます。

4 写真を好みの位置、サイズに調節します。写真を上下左右にドラッグします。ピンチまたはダブ

ルタップして拡大／縮小します。

5 「写真を設定」をタップします。

アドレスデータを削除する
1 「連絡先」をタップし、アドレスデータを選択します。

2 「編集」をタップします。

3 アドレスデータの一番下までスクロールして、「削除」をタップします。

YouTube

ビデオを検索、再生する
YouTube は、世界中のユーザから送られた短編ビデオを提供しています（一部の言語のみに対
応し、地域によっては利用できないことがあります）。

YouTubeを使用するには、インターネットに接続しているWi-Fi ネットワークにiPodtouchを接
続する必要があります。Wi-Fiネットワークへの接続については、21ページを参照してください。

ビデオをブラウズする
m 「おすすめ」、「人気」、または「ブックマーク」をタップします。または、「その他」をタップし

て、「最新」「トップレート」または「履歴」をブラウズすることができます。

Â おすすめ：YouTubeスタッフによってレビューされたおすすめのビデオです。
Â 人気：YouTubeユーザに最も視聴されたビデオです。「すべて」をタップすると今までで最も
視聴されたビデオを、または「今日」、「昨日」、または「今週」をタップしてその期間に最も

視聴されたビデオを見ることができます。

Â ブックマーク：ブックマークを付けたビデオが表示されます。

Â 最新：YouTubeに送られた最新のビデオです。
Â トップレート：YouTube ユーザによって高いレートが付けられたビデオです。
www.youtube.jpでビデオのレートを付けることができます。

Â 履歴：最近見たビデオの履歴が残ります。
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ビデオを検索する
1 「検索」をタップし、YouTube検索フィールドをタップします。

2 探したいビデオの単語もしくはフレーズを入力して、「検索」をタップします。ビデオタイトル、

説明、タグ、およびユーザ名を元に、検索結果を表示します。

ビデオを再生する
m ビデオをタップします。iPodtouchにビデオのダウンロードが開始され、進行状況バーが表示さ
れます。再生するのに十分なビデオがダウンロードされると、再生が開始されます。をタップ

して、ビデオを開始することもできます。

ビデオ再生を制御する
ビデオの再生が開始されると、ビデオの再生の邪魔にならないようにコントロールが隠れます。

m 画面をタップすると、コントロールが表示または隠れます。

操作 手順

ビデオを再生または一時停止する または をタップします。

音量を上げる／下げる 音量スライダをドラッグします。

ビデオの最初から再生する をタップします。

次または前のビデオに移動する をダブルタップして前のビデオに移動します。 をタップして次
のビデオに移動します。

巻き戻し／早送り または を押し続けます。

ビデオの中の好きな場所に移動する スクラブバーの再生ヘッドを好きな場所にドラッグします。

ビデオが最後まで再生される前にビデオ
を止める

「完了」をタップします。またはホーム ボタンを押します。

ビデオをスクリーンに合わせる／ビデオ
全体を表示する

ビデオをダブルタップします。 をタップして、ビデオをスクリー
ンに合わせます。または をタップしてビデオ全体をスクリーン
に表示します。

次へ／早送り

再生／一時停止

拡大／縮小

ダウンロード進行状況

再生コントロール

音量

前へ／巻き戻し
ブックマーク

再生ヘッド

スクラブバー
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画面の下のボタンを変更する
画面の下にある「おすすめ」、「人気」、「ブックマーク」、「検索」ボタンを、自分が頻繁に使う項

目と置き換えることができます。たとえば、トップレートビデオをよく見るのに、おすすめビデ

オをそれほど見ない場合は、「おすすめ」と「トップレート」を置き換えることができます。

m 「その他」をタップして、「編集」をタップし、追加したいボタンを画面の下の置き換えたいボタ

ンの上にドラッグします。

下にあるボタンを左右にドラッグして、順序を入れ替えることができます。完了したら、「完了」

をタップします。

ビデオをブラウズするときに、表示されていないボタンを使いたいときは、「その他」をタップ

します。

自分のビデオをYouTubeに追加する
YouTubeにビデオを追加する詳しい方法については、 www.youtube.jpのサイトで「ヘルプ」を
タップします。

ビデオにブックマークを付ける ビデオタイトルの横にある をタップして、「ブックマーク」を
タップします。またはビデオの再生を開始して、 をタップします。
「ブックマーク」をタップして、ブックマークを付けたビデオを表示

します。

ビデオの詳細を表示して、関連のビデオ
をブラウズする

ビデオをフルスクリーンで再生し、ビデオの再生中に「完了」をタッ

プします。またはリスト上のビデオの横にある をタップします。
iPodtouchには、ビデオのレート、説明、追加日、その他の情報が
表示されます。また関連のビデオがリストで表示され、ビデオをタッ
プすると再生することができます。

操作 手順
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株価

株式相場を表示する
ホーム画面から「株価」をタップすると、株価リーダーにすべての株の最新の相場が表示されま

す。インターネットに接続されている状態で「株価」を開くと、そのたびに株式相場がアップ

デートされます。株式相場がアップデートされるまでに、最大で20分かかります。

株価リーダーに株価、指数、ファンドを追加する
1


をタップしてから をタップします。

2 銘柄コード、会社名、指数、またはファンド名を入力してから、「検索」をタップします。

3 検索リストで項目を選択します。

株価を削除する
m


をタップし、株価の横にある をタップしてから、「削除」をタップします。

株価を並べ替える
m


をタップします。次に、銘柄の横にある  を新しい位置までドラッグします。

変動率と変動額の表示を切り替える
m 変動を示す数字をタップします。元に戻すときは、もう一度タップします。

をタップして「%」または「株価」をタップしてもかまいません。

長期または短期の株価の推移を表示する
m 銘柄コードをタップしてから、「1 日」、「1 週」、「1 月」、「3 月」、「6 月」、「1 年」、または「2年」を
タップします。グラフが調整されて、1日、1週、1カ月、3カ月、6カ月、1年、または2年間
の推移が表示されます。

Yahoo.comで株価に関する情報を見る
m


をタップします。

株価に関連するニュース、情報、Web サイトなどを見ることができます。
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マップ

「マップ」には、世界のさまざまな国の市街地図、航空写真、または地図＋航空写真が用意され

ています。運転経路の詳細を表示したり、渋滞情報（一部の地域）を表示したりすることもでき

ます。一部の地域では、現在いる場所がおおまかに分かるので、その場所から別の場所への運転

経路を知ることもできます。1

場所を探して表示する
場所を探して地図を表示する

m 検索フィールドをタップしてキーボードを表示してから、住所、交差点、大よその場所、目印と

なる建物などの名前、ブックマーク名、連絡先リストの人の名前、または郵便番号を入力します。

次に、「検索」をタップします。

地図のその場所にピンが表示されます。ピンをタップすると、その場所の名前または説明が表示

されます。

現在どのあたりにいるかを地図上で探す
m


をタップします。現在どのあたりにいるかを示す円が表示されます。現在どのあたりにいる

かは、地域のWi-Fiネットワークの情報を利用できる場合には、その情報を使って判断されます
（Wi-Fiが入になっている場合）。入手できる情報が正確になるほど、地図上の円が小さくなります。

1地図、経路、および位置情報は、データサービス会社がどのようなデータを収集し、どのようなサービスを提供するかによっ
て異なってきます。これらのデータサービスは、予告なく変更されることがあり、また、地域によっては提供されていないこ
とがあります。そのため、地図、経路、および位置情報が入手できなかったり、正確でなかったり、不完全であったりする場
合があります。詳しくは、www.apple.com/jp/ipodtouchを参照してください。位置情報を提供するためのデータは、個人
を特定しない形式で収集されます。そのようなデータを収集されたくない場合は、この機能を使わないでください。この機能
を使わなくても、 iPodtouchの機能に影響はありません。

警告：安全な運転とナビゲーションに関する重要な情報については、
www.apple.com/jp/support/manuals/ipod にある「この製品についての重要なお知らせ」
を参照してください。

をタップすると、その場所に関
する情報が表示されたり、経路が表

示されたり、ブックマークまたは連
絡先リストにその場所が追加された

りします
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ドロップされたピンを使用する
m


をタップしてから、「ピンをドロップ」をタップします。地図上にドロップされたピンは、そ

のあと好きな位置にドラッグできます。

現在表示されている地域にピンをすばやく移動するには、 をタップしてから「ピンを置き換

え」をタップします。

地図の一部分を拡大する
m


2本の指で地図をピンチします。または、拡大したい部分でダブルタップします。もう一度ダブ
ルタップすると、さらに拡大されます。

縮小する
m 地図をピンチします。または、2 本の指で地図をタップします。もう一度2本の指でタップする
と、さらに縮小されます。

地図の別の部分にパンする／スクロールする
m 上、下、左、または右方向にドラッグします。
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航空写真または地図＋航空写真を表示する
m


をタップしてから、「航空写真」をタップすると航空写真だけを表示され、「地図＋航空写真」

をタップすると市街地図と航空写真の組み合わせが表示されます。

「マップ」をタップすると地図表示に戻ります。

連絡先リストに載っている人の住所の場所を表示する
m 検索フィールドで をタップしてから、「連絡先」をタップして連絡先を選択します。

この方法で住所を見つけるには、連絡先に少なくとも1 つの住所が含まれている必要がありま
す。連絡先に複数の住所がある場合は、見つけたい住所を選択する必要があります。

「連絡先」で住所を直接タップして、その住所の場所を見つけることもできます。

場所をブックマークに追加する
m 場所を探して、そこを指しているピンをタップし、名前または説明の横にある をタップして
から、「ブックマークに追加」をタップします。

ブックマークに追加された場所または最近表示した場所を表示する
m 検索フィールドで をタップしてから、「ブックマーク」または「履歴」をタップします。

連絡先リストに場所を追加する
m 場所を見つけて、その場所を指しているピンをタップし、名前または説明の横にある をタッ
プしてから、「新規連絡先を作成」または「既存の連絡先に追加」をタップします。

経路を表示する
経路を表示する

1 「経路」をタップします。

2 「出発」フィールドと「到着」フィールドに出発場所と到着場所を入力します。iPodtouchでは、
現在のおおよその場所（分かる場合）がデフォルトの出発場所になります。いずれかのフィール

ドの をタップし、「ブックマーク」（現在のおおよその場所が分かる場合は、現在の場所と
ドロップされたピンを含みます）、「履歴」、または「連絡先」で場所を選択します。

たとえば、友人の住所が連絡先リストに含まれている場合は、住所を入力する代わりに、「連絡

先」をタップしてその友人の名前をタップしてもかまいません。

経路を逆にするときは、 をタップします。
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3 「Route」をタップしてから、次のいずれかを実行します：

Â 複数の経路を一度に 1つずつ表示していくときは、「出発」をタップしてから をタップする
と、次の経路が表示されます。戻るときは、 をタップします。

Â すべての経路をリストで表示するときは、 をタップしてから「リスト」をタップします。リ

ストでいずれかの項目をタップすると、その経路の地図が表示されます。

画面の上部には、おおよその運転時間が表示されます。渋滞状況データを入手できる場合は、運

転時間はそれに応じて調整されます。

地図で場所を見つけて、地図上でその場所を指しているピンをタップし、名前の横にある を
タップしてから、「ここへの道順」または「ここからの道順」をタップする方法で、経路を表示

することもできます。

渋滞状況を表示する／隠す
渋滞状況を入手できる場合は、地図上に高速道路の渋滞状況を表示することができます。

m


をタップしてから、「渋滞状況を表示」または「渋滞状況を隠す」をタップします。

高速道路は、車の流れに従って次のように色分けされます：

「渋滞情報を表示」をタップしたときに高速道路が色分けされない場合は、主要な道路が見える

レベルまで縮小する必要があるか、その地域の渋滞状況を入手できない可能性があります。

逆の経路を見るために出発地点と到着地点を切り替える
m


をタップします。

が見えない場合は、「リスト」をタップしてから「編集」をタップします。

最近表示した経路を表示する
m 検索フィールドで をタップしてから、「履歴」をタップします。

渋滞状況

灰色＝現在データを入手できません

赤色＝時速40km（25マイル）未満

黄色＝時速40～80km
（25～50マイル）

緑色＝時速80km（50マイル）超
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店舗・企業を探して連絡する
地域の店舗・企業を探す

1 場所（都市、都道府県、国、番地など）を探すか、地図を場所までスクロールします。

2 テキストフィールドに業種を入力し、「検索」をタップします。

一致する場所にピンが表示されます。たとえば、都市を見つけてから、「映画」と入力して「検

索」をタップすると、都市の映画館にピンが表示されます。

店舗・企業の名前または説明を表示するときは、そのピンをタップします。

最初に場所を探すのではなく店舗・企業を探す
m 次のように入力します：

Â レストランサンフランシスコカリフォルニア
Â アップル(株)ニューヨーク

店舗・企業に連絡する／経路を表示する
m 店舗・企業のピンをタップしてから、名前の横にある をタップします。

ここから、次の操作を行うことができます：

Â その店舗・企業についてどのような情報が保存されているかに応じて、メールアドレスをタッ

プしてメールを送信するか、またはWebアドレスをタップしてWebサイトにアクセスします。

Â 経路が必要な場合は、「ここへの道順」または「ここからの道順」をタップします。

Â その店舗・企業を連絡先リストに追加するときは、下方向にスクロールして「新規連絡先を作

成」または「既存の連絡先に追加」をタップします。

検索で見つかった店舗・企業のリストを表示する
「マップ」画面から「リスト」をタップします。店舗・企業をタップすると、その場所が地図に

表示されます。店舗・企業の横にある をタップすると、その情報が表示されます。

経路を表示します 

Webサイトにアクセスします

電話をかけます 

をタップすると、連絡
先情報が表示されます
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天気

天気概況を見る
選択した都市の現在の気温と6日分の予報を確認するときは、ホーム画面から「天気」をタップ
します。すばやくアクセスできるように、複数の都市を保存しておくことができます。

気象表示板が明るい青の場合には、その都市は日中（午前6 時～午後6時まで）です。気象表示
板が濃い紫色の場合には、夜間（午後6時～午前6 時）です。

別の都市に切り替える
m 人差し指で画面を右、または左にフリックします。気象表示板の下の点の数は、保存されている

都市の数です。

都市を並べ替える
m


をタップします。次に、都市の横にある をドラッグして、リスト内の別の場所に移動し

ます。

都市を追加する
1


をタップしてから をタップします。

2 都市名または郵便番号を入力してから、「検索」をタップします。

3 検索リストで都市を選択します。

都市を削除する
m


をタップして都市の横にある をタップしてから、「削除」をタップします。

6日分の予報

現在の気温

現在の状況

今日の最高気温と最低気温

都市を追加したり削除

したりします

保存されている都市の数

「天気」画面
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iPodtouchの気温表示を華氏または摂氏のどちらにするかを設定する
m


をタップしてから「ºF」または「ºC」をタップします。

Yahoo.comで都市に関する情報を見る
m


をタップします。

その都市に関連するより詳細な気象情報、ニュース、Web サイトなどを見ることができます。

時計

世界時計を追加および表示する
世界の主要な都市と時間帯を複数の時計で表示することができます。

時計を表示する
m 「世界時計」をタップします。

時計が白いときはその都市が昼間であることを示しています。黒いときは、夜間であることを示

しています。4つ以上の時計があるときは、スクロールしてすべてを表示します。

時計を追加する
m 「世界時計」をタップして、 をタップして、都市の名前を入力します。入力に一致した都市名が

下に表示されます。都市名をタップして、その都市の時計を追加します。

探している都市が見つからないときは、同じ時間帯にある主要都市を入力してみてください。

時計を削除する
m 「世界時計」をタップし、「編集」をタップします。次に、時計の横にある をタップし、「削
除」をタップします。

時計を並べ替える
m 「世界時計」をタップし、「編集」をタップします。次に、時計の横にある を新しい位置まで
ドラッグします。
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アラームを設定する
複数のアラームを設定することができます。各アラームについて、指定した日に繰り返し鳴るよ

うにするか、または1回だけ鳴るようにするかを設定します。

アラームを設定する
m 「アラーム」をタップして、 をタップします。以下を設定することができます：

Â 特定の日に繰り返し鳴るようにアラームを設定するには、「繰り返し」をタップして、日にち
を選択します。

Â アラームのサウンドを選択するには、「サウンド」をタップします。

Â アラームのスヌーズ機能を入／切にするには、「スヌーズ」を入または切にします。
「スヌーズ」が入のときに、アラームが鳴って「スヌーズ」をタップすると、アラームはいっ

たん止まり、10分後に再び鳴ります。
Â アラームに説明を付けたいときは、「ラベル」をタップします。アラームが鳴るときに、
iPodtouchにラベルが表示されます。

少なくとも１つのアラームが設定されていて、入になっている場合は、の画面上部のステータス

バーに が表示されます。

アラームを入または切にする
m 「アラーム」をタップして、任意のアラームを入または切にします。アラームが切になっている

場合は、もう一度入にしない限りはアラームが鳴りません。

アラームが1 度だけ鳴るように設定してある場合は、1 度鳴った後に、自動的に切になります。
再びアラームを入にすると、有効にすることができます。

アラームの設定を変更する
m 「アラーム」をタップして、変更したいアラームの横の をタップします。

アラームを削除する
m 「アラーム」をタップして、「編集」タップし、アラームの横にある  をタップして、「削除」
をタップします。

ストップウォッチを使用する
ストップウォッチで時間を計る

m 「ストップウォッチ」をタップします。「開始」を選択して、ストップウォッチを開始します。ラッ

プタイムを記録するには、各ラップの後に「ラップ」を選択します。ストップウォッチを一時停

止するには、「停止」をタップします。再開するときは「開始」をタップします。ストップウォッ
チを0 にリセットするには、「リセット」をタップします。

ストップウォッチを開始して、iPodtouch の別のアプリケーションに移動しても、ストップ
ウォッチはバックグラウンドで動き続けます。
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タイマーを設定する
タイマーを設定する

m 「タイマー」をタップしてから、フリックして時間と分を設定します。「タイマー終了時」をタッ

プして、タイマーが終了したときのiPodtouch のサウンドを選択します。「開始」を選択して、
タイマーを開始します。

スリープタイマーを設定する
m タイマーを設定して「タイマー終了時」をタップして、「iPod をスリープ」を選択します。

スリープタイマーを設定すると、iPodtouch のタイマーが終了するときに音楽やビデオの再生
が停止されます。

タイマーを開始して、iPodtouch の別のアプリケーションに移動しても、タイマーはバックグ
ラウンドで動き続けます。

計算機

計算機を使用する
m 標準の計算機のように、足し算、引き算、掛け算、および割り算ができます。

「＋」、「－」、「×」、「÷」をタップすると、ボタンの周りに白い円が表示され、計算が行われて

いることを示します。

メモリ機能を使用する
m C：タップすると、表示されている数字が消去されます。

m M+：タップすると、表示されている数字に、メモリに保存された数字が足されます。メモリに
保存されている数字がない場合は、このボタンをタップすると、表示されている数字をメモリに

保存します。

m M-：タップすると、表示されている数字からメモリに保存された数字が引かれます。

m MR/MC：1 回タップすると、表示されている数字がメモリに保存された数字と置き換わります。
ダブルタップするとメモリに保存された数字が消去されます。MR/MCボタンの周りに白い円が
表示されている場合は、メモリに保存された数字があることを示します。0（ゼロ）が表示され
ているときに1回タップすると、メモリに保存された数字が表示されます。
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メモ

メモを書く／読む／メールで送信する
メモは、追加された日付順に表示されます。つまり、最新のメモが一番上に表示されます。リス

トには、各メモの最初の数単語が表示されます。

メモを追加する
m


をタップしてから、メモを入力して「完了」をタップします。

メモを読む／編集する
m メモをタップします。メモのどこかをタップして、表示されたキーボードでメモを編集します。

または をタップすると次の日または前の日が表示されます。

メモを削除する
m メモをタップしてから、 をタップします。

メモをメールで送信する
m メモをタップしてから、 をタップします。

メモをメールで送信するには、メールを送信できるようにiPodtouchが設定されている必要が
あります（53ページの「メールアカウントを設定する」を参照してください）。
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7 設定

iPodtouchを設定するには、「設定」をタップします。

「設定」で、iPodtouch のアプリケーションをカスタマイズ、日付と時刻を設定、Wi-Fi 接続を
設定、またはiPodtouchのその他の環境設定をすることが可能です。

Wi-Fi



Wi-Fi設定では、iPodtouchをいつどのような方法でWi-Fiネットワークに接続するかを設定し
ます。

Wi-Fi 接続を入にする
m 「Wi-Fi」を選択し、Wi-Fi を入または切にします。

Wi-Fi ネットワークに接続する
m


Wi-Fi ネットワークを選択し、iPodtouch が接続圏内にあるネットワークを検出するまで待ち、
ネットワークを選択します。必要な場合にはパスワードを入力してから、「参加」をタップしま

す。（パスワードが必要なネットワークには鍵のアイコンが表示されます。）

Wi-Fiネットワークに一度手動で接続すれば、その後は接続圏内にそのネットワークが見つかった
ときにiPodtouch が自動的にそのネットワークに接続されます。使用したことのあるネットワー
クが接続圏内に複数ある場合は、iPodtouchで最後に使用したネットワークに接続されます。

iPodtouch がWi-Fi ネットワークに接続しているときは、 Wi-Fi アイコン が画面上部のス
テータスバーに表示され、アイコンで信号の強さを表示します。アイコンのバーの本数が多いほ

ど、信号が強いことを示します。

iPodtouchが新しいネットワークに参加するときに確認するように設定にする
このオプションを設定すると、接続していたWi-Fi ネットワークの圏外になったときに、
iPodtouch が別のネットワークを探します。iPodtouch が利用可能なWi-F ネットワークをリ
ストに表示し、利用したいネットワークを選択することができます。（パスワードが必要なネッ

トワークには鍵のアイコンが表示されます。）
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m 「Wi-Fi」を選択し、「参加を確認」を入または切にします。「参加を確認」を切にした場合、手動
でなら新しいネットワークに接続することができます。

接続したネットワークを破棄して、iPodtouch が自動的にそのネットワークに接続しないよう
に設定する

m 「Wi-Fi」を選択して、以前に接続したことのあるネットワークの横にある をタップします。
次に、「このネットワークを破棄」をタップします。

非公開Wi-Fiネットワーク（Wi-Fiネットワークのリストに表示されないが、利用可能なネット
ワーク）に接続する

m 「Wi-Fi」＞「その他」と選択し、ネットワーク名を入力します。ネットワークにパスワードが必
要な場合は、「セキュリティ」をタップし、ネットワークで使用されているセキュリティの種類

を選択して、「その他のネットワーク」をタップしてからパスワードを入力します。

あらかじめネットワーク名、パスワード、および非公開ネットワークに接続するときのセキュリ

ティの種類を知っている必要があります。

一部のWi-Fiネットワークは、クライアントIDやIPアドレスなどの追加の設定を要求する場合
があります。使用する設定についてはネットワーク管理者に問い合わせてください。

Wi-Fi ネットワークに接続する設定を調節する
m 「Wi-Fi」を選択し、ネットワークの横にある をタップします。

明るさ
画面の明るさはバッテリー寿命に影響します。画面を暗くすると、iPodtouch が次に充電が必
要になるまでの時間が長くなります。または「明るさの自動調節」を使用すると、バッテリーの

保ちがよくなります。

画面の明るさを調節する
m 「明るさ」を選択し、スライダをドラッグします。

iPodtouchが自動的に画面の明るさを調整するかどうかを設定する
m 「明るさ」を選択し、「明るさの自動調節」を入または切にします。「明るさの自動調節」を入に

すると、iPodtouch に内蔵の環境光センサーを使って、現在の光の状態に応じて画面の明るさ
が調整されます。

一般
「一般」設定には、日付と時刻、セキュリティなどの、複数のアプリケーションに影響する設定
が含まれています。またここでは、お使いのiPodtouchに関する情報を見たり、iPodtouch を
オリジナルの状態にリセットしたりすることができます。

情報
「一般」＞「情報」と選択して、iPodtouchに関する情報を見ます。次の項目が表示されます：

Â 曲数
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Â ビデオ数

Â 写真数

Â 合計保存容量

Â 空き領域

Â ソフトウェアのバージョン

Â シリアル番号

Â モデル番号

Â


Wi-Fiアドレス

Â 著作権情報

壁紙
壁紙はiPodtouchのロックを解除するときの画面に表示されます。iPodtouch に用意されてい
るイメージのいずれかを選択するか、コンピュータからiPodtouch に同期した写真を使用する
ことができます。

壁紙を設定する
m 「一般」＞「壁紙」と選択して、ピクチャを選びます。

日付と時刻
日付と時刻の設定は、画面の上部に表示されるステータスバー、世界時計、およびカレンダーに

適用されます。

iPodtouchで24 時間表示、または12時間表示のどちらを使用するか設定する
m 「一般」＞「日付と時刻」を選択して、「24時間表示」を入または切にします。

タイムゾーンを設定する
m 「一般」＞「日付と時刻」＞「時間帯」と選択して、お住まいの地域を選びます。

日付と時刻を設定する
1 「一般」＞「日付と時刻」＞「日付と時刻を設定」と選択します。

2 ボタンをタップして日付または時刻を選択してから、スピナーで設定を変更します。

カレンダー設定

「カレンダー」の時間帯サポートを使用する
m 「一般」＞「日付と時刻」を選択して、「時間帯サポート」を入にします。「時間帯サポート」が

入になっているときは、カレンダーのイベント日や時間は、その時間帯で表示されます。「時間

帯サポート」が切になっているときは、カレンダーのイベントは現在の場所の時間帯で表示され
ます。

カレンダーの時間帯を設定する
m 「一般」＞「日付と時刻」＞「時間帯」と選択して、カレンダーの時間帯を入力します。
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言語環境
「言語環境」設定を使って、iPodtouchで使用する言語、ほかの言語のキーボードの入／切、お
よびお住まいの地域の日付、時刻、電話番号の書式を設定します。

iPodtouchで使用する言語を設定する
m 「一般」＞「言語環境」＞「言語」と選択し、使用したい言語を選んで、「完了」をタップします。

ほかの言語のキーボードの入／切を切り替える
iPodtouch のキーボードの言語を変更したり、複数の言語のキーボードを利用できるようにし
たりできます。

m 「一般」＞「言語環境」＞「キーボード」と選択して、使用したいキーボードを入にします。

複数のキーボードを入にした場合、入力中にキーボードを切り替えるには、 をタップします。

タップすると、アクティブになったキーボードの名前が少しの間表示されます。

日付、時刻、および電話番号の書式を設定する
m 「一般」＞「言語環境」＞「地域に応じた書式」と選択して、お住まいの地域を選びます。

自動ロック
iPodtouch をロックすると、バッテリーを節約するために画面の表示が消え、意図しない
iPodtouchの操作を防ぐことができます。

iPodtouchがロックするまでの時間を設定する
m 「一般」＞「自動ロック」と選択して、ロックするまでの時間を選択します。

パスコードロック
デフォルトでは、iPodtouchはロックを解除するのにパスコードを入力必要はありません。

パスコードを設定する
m 「一般」＞「パスコードロック」と選択し、4桁のパスコードを入力します。次回からiPodtouch
のロックを解除するのにパスコードの入力が必要になります。

パスコードロックを切にする
m 「一般」＞「パスコードロック」と選択し、「パスコードを切にする」をタップして、パスコード

を入力します。

パスコードを変更する
m 「一般」＞「パスコードロック」と選択し、「パスコードを変更」をタップして、現在のパスコー

ドを入力してから、新しいパスコードを入力および再入力します。

パスコードを忘れてしまった場合は、iPodtouch ソフトウェアを復元する必要があります。
89ページを参照してください。

パスコードを要求するまでの時間を設定する
m 「一般」＞「パスコードロック」＞「パスコードを要求」と選択して、iPodtouchのロック状態
のときにロック解除するためのパスワード入力を要求するまでの時間を選択します。
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サウンド効果
iPodtouchでは、次のときにサウンド効果を鳴らすことができます：
Â 予定があるとき

Â


iPodtouchをロックまたはロック解除するとき

Â キーボードを入にしたとき

サウンド効果の入／切を切り替える
m 「一般」＞「サウンド効果」と選択し、サウンド効果を鳴らす装置（内蔵スピーカー、ヘッドフォ

ン、またはその両方）を選びます。サウンド効果を切にする場合は「切」を選択します。

キーボード
自動大文字入力の入／切を切り替える
デフォルトでは、文の終わりを示す句読点や改行文字が入力された場合、次に入力した単語の先

頭をiPodtouchが自動的に大文字にするように設定されています。
m 「一般」＞「キーボード」と選択し、「自動大文字入力」の入／切を切り替えます。

CapsLockの入／切を切り替える
CapsLock を入にし、キーボードのShift キーをダブルタップすると、入力する文字がすべて
大文字になります。CapsLockが入のときは、 Shiftキーが青色で表示されます。

m 「一般」＞「キーボード」と選択して、「CapsLockの使用」の入／切を切り替えます。

ピリオドの簡易入力の入／切を切り替える
ピリオドの簡易入力を入にすると、入力中にスペースバーをダブルタップすることで、ピリオド

と空白を入力できるようになります。この機能はデフォルトで入になっています。

m 「一般」＞「キーボード」と選択し、「ピリオドの簡易入力」の入／切を切り替えます。

ほかの言語のキーボードの入／切を切り替える
iPodtouch のキーボードの言語を変更したり、複数の言語のキーボードを利用できるようにし
たりできます。

m 「一般」＞「キーボード」＞「各国のキーボード」と選択して、使用したいキーボードを入にします。

複数のキーボードを入にした場合、入力中にキーボードを切り替えるには、 をタップします。

タップすると、アクティブになったキーボードの名前が少しの間表示されます。

iPodtouch の設定をリセットする
すべての設定をリセットする

m 「一般」＞「リセット」と選択して、「すべての設定をリセット」をタップします。

すべての環境設定と設定がリセットされます。データ（アドレスデータやカレンダーなど）とメ

ディア（曲やビデオなど）は削除されません。
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すべてのコンテンツと設定を消去する
m 「一般」＞「リセット」と選択して、「すべてのコンテンツと設定を消去」をタップします。

すべてのデータとメディアが削除されます。アドレスデータ、曲、ビデオ、およびその他のデー

タとメディアを元に戻すには、iPodtouchをコンピュータと同期する必要があります。

キーボード辞書をリセットする
m 「一般」＞「リセット」と選択して、「キーボード辞書をリセット」をタップします。

入力中にiPodtouchに表示された入力候補を無視することで、単語がキーボード辞書に追加さ
れます。入力候補を無視して単語を辞書に追加するには、その単語をタップします。キーボード

辞書をリセットすると、追加したすべての単語が消去されます。

ネットワーク設定をリセットする
m 「一般」＞「リセット」と選択して、「ネットワーク設定をリセット」をタップします。

ネットワーク設定をリセットすると、今までに使用したネットワークのリストが消去されます。 
Wi-Fi がいったん切になって再び入になり（接続していたネットワークから接続解除されます）、
「参加を確認」設定が入になります。

ミュージック
「ミュージック」設定は、曲、Podcast、およびオーディオブックに適用されます。

曲が同じサウンドレベルで再生されるように「iTunes」を設定する
「iTunes」では、同じ相対音量レベルですべての曲が再生されるように、曲の音量を自動的に調
整することができます。

m 「iTunes」で、「iTunes」＞「環境設定」（Macの場合）、または「編集」＞「設定」（PCの場合）
と選択し、「再生」をクリックし、「サウンドチェック」を選択します。

「iTunes」の音量設定を使用するようにiPodtouch を設定できます。

「iTunes」の音量設定（音量の自動調整）を使用するようにiPodtouchを設定する
m 「ミュージック」を選択して、「音量の自動調整」を入にします。

オーディオブックの再生速度を設定する
オーディオブックを、時間を短縮して聞くために速度を普通より速めたり、はっきり聞き取れる

ように普通より速度を遅く設定することができます。

m 「ミュージック」＞「オーディオブックの速度」と選択して、「遅い」、「普通」、または「速い」を

選びます。

特定のサウンドまたはスタイルに合うように、イコライザでiPodtouch のサウンドを変更する
m 「ミュージック」＞「イコライザ」と選択して、設定を選びます。

ミュージックおよびビデオの音量制限を設定する
m 「ミュージック」＞「音量制限」と選択し、スライダをドラッグして最大音量を調節します。

「音量制限をロック」をタップして、音量制限を変更できないように番号を設定することができ

ます。
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音量制限の設定は、音楽（Podcast とオーディオブックを含む）およびビデオ（レンタルムー
ビーを含む）の音量だけに適用され、iPodtouch のヘッドフォンポートにヘッドフォン、イヤ
フォン、またはスピーカーが接続されているときにのみ有効です。

ビデオ
ビデオコンテンツ（レンタルムービーを含みます）には、ビデオ設定が適用されます。以前に途

中まで見たビデオを再度見るときの再生開始位置の設定、クローズドキャプションの入／切の切

り替え、およびテレビでビデオを見るためのiPodtouchの設定ができます。

再生開始位置を設定する
m 「ビデオ」＞「再生開始」と選択して、以前に途中まで見たビデオを再度見るときに最初から見

るか続きから見るかを選びます。

クローズドキャプションの入／切を切り替える
m 「ビデオ」を選択し、「クローズドキャプション」の入／切を切り替えます。

テレビ出力設定
これらの設定を使って、iPodtouchのビデオをテレビで見るときの設定を行います。iPodtouch
を使ってテレビでビデオを見る方法について詳しくは、32ページの「iPodtouchに接続したテ
レビでビデオを観る」を参照してください。

ワイドスクリーンの入／切を切り替える
m 「ビデオ」を選択して、「ワイドスクリーン」の入／切を切り替えます。

テレビ信号をNTSC またはPALに設定する
m 「ビデオ」＞「テレビ信号」と選択して、「NTSC」または「PAL」を選びます。

NTSCおよびPALは、テレビ放送の規格です。NTSC では480i、PALでは576i で表示されます。
お使いのテレビは、販売された地域によって、これらの規格のいずれかを使用しています。お使

いのテレビで使用している規格が分からない場合は、テレビに付属のマニュアルを確認してくだ

さい。

写真
「写真」設定では、スライドショーで写真を表示する方法を指定できます。

各スライドの表示時間を設定する
m 「写真」＞「各スライドの再生時間」と選択して、時間を選びます。

トランジションエフェクトを設定する
m 「写真」＞「トランジション」と選択して、トランジションエフェクトを選びます。

警告：聴覚の損傷を避けるための重要な情報については、
www.apple.com/jp/support/manuals/ipod にある「この製品についての重要なお知らせ」
を参照してください。
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スライドショーを繰り返し再生するかどうかを設定する
m 「写真」を選択して、「リピート」の入／切を切り替えます。

写真をランダムに表示するか順番通り表示するかを設定する
m 「設定」＞「写真」と選択して、「シャッフル」の入／切を切り替えます。

メール
iPodtouchのメールアカウントをカスタマイズするときは、「メール」設定を使用します。アカ
ウント設定に変更を加えても、コンピュータには同期されません。つまり、コンピュータのメー
ルアカウント設定には影響を与えずに、iPodtouch のメールを構成できます。

アカウント設定
iPodtouchに表示されるアカウント設定は、使用しているアカウントの種類（POPまたはIMAP）
によって異なります。

参考：「MicrosoftOutlook2003」または「MicrosoftOutlook2007」のメールアカウントは、
iPodtouchで使用できるように、IMAP として構成する必要があります。

アカウントの使用を停止する
m 「メール」を選択してアカウントを選択してから、「アカウント」を切にします。

アカウントが切になっている場合は、入に戻すまでは、iPodtouch にそのアカウントは表示さ
れず、そのアカウントからメールが送信されたり、そのアカウントからのメールがチェックされ

ることはありません。

詳細設定を調整する
m 「メール」＞「アカウント」と選択し、アカウントを選択してから、次のいずれかの操作を行います：

Â 下書き、送信済みメッセージ、および削除済みメッセージを iPod touch に保存するか、また
はメールサーバにリモート保存するか（IMAP アカウントのみ）を設定するには、「詳細」を
タップしてから、「下書きメールボックス」、「送信済メールボックス」、または「削除済メール

ボックス」を選択します。

メッセージをiPodtouchに保存する場合は、iPodtouchがインターネットに接続されていな
いときでもメッセージを表示できます。

Â 削除済みメッセージを iPod touch からいつ完全に削除するかを設定するには、「詳細」をタッ
プし、「削除」をタップしてから、「しない」、「1日後」、「1週間後」、または「1ケ月後」のい
ずれかを選択します。

Â メールサーバ設定を調整するには、「受信メールサーバ」または「送信メールサーバ」の下の
「ホスト名」、「ユーザ名」、または「パスワード」をタップします。正しい設定については、

ネットワーク管理者またはインターネット・サービス・プロバイダに問い合わせてください。

Â SSL とパスワードの設定を調整するには、「詳細」をタップします。正しい設定については、
ネットワーク管理者またはインターネット・サービス・プロバイダに問い合わせてください。
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メールアカウントをiPodtouchから削除する
m 「メール」を選択し、アカウントをタップしてから下にスクロールし、「アカウントを削除」を

タップします。

メールアカウントをiPodtouch から削除しても、コンピュータからは削除されません。

メールメッセージの設定
iPodtouch の「メール」を開くと、お使いのアカウントに新しいメールが届いているかどうか
が確認され、届いている場合にはそれらが取得されます。「メール」を開いていないときでもメー

ルの確認とダウンロードを定期的に行うように設定することもできます。 

iPodtouchが新着メッセージを自動的に確認するかどうかを設定する
m 「メール」＞「自動チェック」と選択し、「手動」、「15分ごと」、「30分ごと」、または「1時間ご
と」をタップします。

Yahoo! メールアカウントを使用する場合は、Yahoo! サーバに着信したメールは、すぐに
iPodtouchに転送されます。

iPodtouchに表示するメッセージの数を設定する
m 「メール」＞「表示」と選択してから、設定を選択します。最新の25、50、75、100、または200
件のメッセージを表示することを選択できます。「メール」でそれ以上のメッセージをダウンロー

ドするときは、受信ボックスの一番下までスクロールし、「次の ... 件を読み込みます」（「... 件」
には、「設定」の「メール」で選択した件数が入ります）をタップします。

メッセージリストのプレビューに表示するメッセージ行数を設定する
m 「メール」＞「プレビュー」と選択してから、設定を選択します。メッセージの0～5行を表示す
ることを選択できます。このように設定すれば、メールボックスのメッセージリストをスキャン

して各メッセージの概要を知ることができます。

メッセージの最小フォントサイズを設定する
m 「メール」＞「最小フォントサイズ」と選択してから、「小」、「中」、「大」、「特大」、または「巨

大」を選択します。

iPodtouchのメッセージリストに宛先／Ccラベルを表示するかどうかを設定する
m 「メール」を選択してから、「宛先/Ccラベルを表示」の入／切を切り替えます。

「宛先/Ccラベルを表示」が入になっている場合は、リストの各メッセージの横に または
が表示され、自分に直接送信されたのかCc として送信されたのかが分かります。

メッセージを削除するかどうかを確認するようにiPodtouchを設定する
m 「メール」を選択して、「削除前に確認」の入／切を切り替えます。

「削除前に確認」が入になっている場合は、メッセージを削除するときに、 をタップしてから

「削除」をタップして削除を確認する必要があります。

宛先 Cc
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メール送信の設定
送信するすべてのメッセージのコピーを自分宛に送信するようにiPodtouchを設定する

m 「メール」を選択してから、「常にBcc に自分を含める」の入／切を切り替えます。

メッセージに署名を追加する
よく使う引用句、自分の名前、役職、電話番号などの署名を追加するように、iPodtouch を設
定できます。この署名は、送信するすべてのメッセージに表示されます。

m 「メール」＞「署名」と選択してから、署名を入力します。

デフォルトのメールアカウントを設定する
「写真」から写真を送信したり、「マップ」で店舗・企業のメールアドレスをタップしたりなど、

別のiPodtouch アプリケーションからメッセージを送信しようとするときに、メッセージがデ
フォルトのメールアカウントから送信されます。

m 「メール」＞「デフォルトアカウント」と選択してから、アカウントを選びます。

Safari
一般設定
インターネット検索を行うときは、GoogleまたはYahoo!を利用できます。

検索エンジンを選択する
m 「Safari」＞「検索エンジン」と選択し、使用したい検索エンジンを選びます。

セキュリティ設定
「Safari」では、ムービー、アニメーション、WebアプリケーションなどのいくつかのWeb機能
を表示できるように、デフォルトで設定されています。インターネットで起こり得るセキュリ

ティ上の危険からiPodtouchを守るために、これらの機能の一部を切にすることができます。

セキュリティ設定を変更する
m 「Safari」を選択して、次のいずれかを実行します：

Â JavaScript を有効または無効にするには、「JavaScript」の入／切を切り替えます。
Web ページの作成者は、JavaScript を使ってページの要素を操作できます。たとえば、
JavaScript を使って、現在の日付と時刻を表示したり、リンク先のページを新しいポップアッ
プページとして表示したりできます。

Â プラグインを有効または無効にするには、「プラグイン」の入／切を切り替えます。プラグイ
ンを使うと、「Safari」で特定のタイプのオーディオファイルやビデオファイルを再生したり、
MicrosoftWordファイルやMicrosoftExcel 書類を表示したりできるようになります。

Â ポップアップをブロックまたは許可するには、「ポップアップブロック」の入／切を切り替え
ます。ポップアップブロックでは、ページを閉じるときまたはアドレスを入力してページを開

いたときに表示されるポップアップだけがブロックされます。リンクをクリックしたときに表

示されるポップアップはブロックされません。
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Â「Safari」がCookieを受け入れるかどうかを設定するには、「Cookieを受け入れる」をタップ
して、「しない」、「訪問先のみ」、または「常に」を選びます。
Cookieは、同じ訪問者がアクセスしてきたときに Web サイト側でその訪問者を見分けられる
ようにするために、WebサイトがiPodtouch内に保存する小さい情報です。これにより、訪
問者が設定した情報などに基づいて、訪問者に合わせてWeb ページをカスタマイズできるよ
うになります。

ページによっては、Cookieを受け入れるようにiPodtouchを設定しないと、正しく機能しな
いことがあります。

Â 訪問したWeb ページの履歴を消去するには、「履歴を消去」をタップします。

Â「Safari」からすべての Cookie を消去するには、「Cookieを消去」をタップします。
Â ブラウザのキャッシュを消去するには、「キャッシュを消去」をタップします。

ブラウザのキャッシュには、同じページにアクセスしたときにページをよりすばやく表示でき

るようにするために、ページの内容が保存されます。開いたページに新しい内容が表示されな

い場合は、キャッシュを消去すると解決できることがあります。

デベロッパ設定
「デバッグコンソール」を使うと、Web ページのエラーを解決するのに役立ちます。入にすると、
Webページのエラーが起きたときにコンソールが自動的に表示されます。

デバッグコンソールの入／切を切り替える
m 「Safari」＞「デベロッパ」と選択し、「デバッグコンソール」の入／切を切り替えます。

連絡先
「連絡先」設定を使って、アドレスデータの並べ替え順序と表示順序を指定します。

並べ替え順序を設定する
m 「設定」＞「連絡先」＞「並べ替え順序」と選択して、「名,姓」または「姓,名」を選びます。

表示順序を設定する
m 「設定」＞「連絡先」＞「表示順序」と選択して、「名,姓」または「姓,名」を選びます。

iPodtouchの設定を復元する／転送する
iPodtouch をコンピュータに接続すると、iPodtouch の設定のバックアップが自動的にコン
ピュータに作成されます。この情報は、必要に応じて復元することができます。たとえば、新し

く入手したiPodtouchに以前の設定を転送したい場合にこの機能を利用できます。また、Wi-Fi
ネットワークへの接続で問題が起きる場合に、iPodtouch 上の情報をリセットしたい場合にも
利用できます。

メモ、よく使う連絡先、サウンド設定、およびその他の環境設定の情報のバックアップが、自動

的に作成されます。
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設定を復元または転送する
次のいずれかを行います：

m 新しいiPodtouchを別のiPodtouchで使用していたコンピュータに接続し、「iTunes」を開いて、
画面に表示される指示に従って操作します。

m



iPodtouchの情報をリセットします。「設定」で、「一般」＞「リセット」と選択してから、「す
べての設定をリセット」、「すべてのコンテンツと設定を消去」、または「ネットワーク設定をリ

セット」を選択します。次に、iPodtouch をコンピュータに接続し、「iTunes」を開いて、画面
に表示される指示に従って操作します。

ネットワーク設定をリセットすると、今までに使用したネットワークのリストが消去されます。 
Wi-Fiがいったん切になり、接続していたネットワークから接続解除されてから、入に戻ります。
Wi-Fiおよび「参加を確認」の設定は入のままです。

バックアップ設定を削除する
m 「iTunes」を開いて、「iTunes」＞「環境設定」（Macの場合）または「編集」＞「設定」（PC の
場合）と選択します。次に、「同期中」をクリックしてiPodtouchを選択してから、「バックアッ
プを取り除く」をクリックします。

iPodtouchをコンピュータに接続している必要はありません。
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iPodtouchで発生した問題のほとんどは、この章のアドバイスに従っ
てすばやく解決できます。

一般的な提案
画面に何も表示されないか、バッテリー残量が少ないことを示すイメージが表示される
iPodtouchのバッテリー残量が少なくなっていて、使用できるようになるまでに10分以上充電
する必要があります。iPodtouchの充電については、22ページの「バッテリーを充電する」を
参照してください。





iPodtouchが「iTunes」に表示されないか、iPodtouchを同期できない
Â


iPodtouch のバッテリーの再充電が必要な場合もあります。iPodtouch の充電については、
22ページの「バッテリーを充電する」を参照してください。

Â 上記の方法で解決しない場合は、お使いのコンピュータからほかのUSB 装置を取り外し、
iPodtouchをコンピュータ（キーボードではありません）の別のUSB2.0ポートに接続します。

Â 上記の方法で解決しない場合は、iPodtouchの電源を切って、もう一度入れます。iPodtouch
の上部にあるスリープ／スリープ解除ボタンを数秒間、赤いスライダが表示されるまで押し続

け、スライダをドラッグします。それから、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。

Â 上記の方法で解決しない場合は、コンピュータを再起動し、iPodtouch をコンピュータに接続
し直します。

または
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Â 上記の方法で解決しない場合は、www.apple.com/jp/itunes から最新バージョンの「iTunes」
をダウンロードしてインストール（または再インストール）します。

iPodtouchの電源が入らない、または表示が止まってしまうか応答しない
Â


iPodtouchを充電してみます。22ページの「バッテリーを充電する」を参照してください。

Â ホーム ボタンを、使用していたアプリケーションが終了するまで6秒以上押し続けます。
Â 上記の方法で解決しない場合は、iPodtouchの電源を切って、もう一度入れます。iPodtouch
の上部にあるスリープ／スリープ解除ボタンを数秒間、赤いスライダが表示されるまで押し続

けてから、スライダをドラッグします。それから、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。

Â 上記の方法で解決しない場合は、iPodtouch をリセットします。スリープ／スリープ解除ボタ
ンとホーム ボタンを、Appleロゴが表示されるまで 10 秒以上押し続けます。

リセット後もiPodtouchの表示が止まったり応答しなくなったりする
Â


iPodtouchの設定をリセットします。ホーム画面から、「設定」＞「一般」＞「リセット」＞
「すべての設定をリセット」と選択します。すべての環境設定がリセットされます。データや

メディアは削除されません。

Â 上記の方法で解決しない場合は、iPodtouch 上のすべてのコンテンツを消去します。ホーム画
面から、「設定」＞「一般」＞「リセット」＞「すべてのコンテンツと設定を消去」と選択し

ます。すべての環境設定がリセットされ、iPodtouch からすべてのデータとメディアが取り
除かれます。

Â 上記の方法で解決しない場合は、iPodtouch ソフトウェアを復元します。
89ページの「iPodtouchソフトウェアをアップデートする／復元する」を参照してください。

iPodtouchで曲を再生できない
Â ヘッドフォンを取り外して、もう一度接続します。コネクタがしっかりと差し込まれているこ

とを確認します。

Â 音量が一番下まで下がっていないことを確認します。

Â


iPodtouchで音楽が一時停止されている可能性があります。ホーム画面から、「ミュージック」、
「再生中」、 の順にタップします。

Â 音量制限が設定されていないかどうかを確認します。ホーム画面から、「設定」＞「ミュージッ

ク」＞「音量制限」と選択します。詳しくは、79ページを参照してください。
Â


iTunes7.6以降を使用していることを確認します（www.apple.com/jp/itunesにアクセスして
ください）。これより前のバージョンの「iTunes」を使って iTunesStore から購入した曲は、
「iTunes」をアップグレードしないと、iPodtouch で再生されません。

Â オプションのDockのライン出力ポートを使用している場合、ステレオまたは外部スピーカー
の電源が入っており、正常に動作していることを確認します。

「このアクセサリはiPodに対応していません」というメッセージがiPodtouchに表示される場合
接続したアクセサリはiPodtouchでは動作しません。
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購入したばかりの曲を再生できない
購入したものがまだダウンロード中である必要があります。「ミュージック」を閉じて、もう一

度開いてから、曲を再生してみてください。

曲、ビデオ、その他の項目を追加または再生できない
iPodtouchが対応していない形式でそのメディアがエンコードされている可能性があります。
iPodtouch は次のオーディオファイルの形式に対応しています。これらはオーディオブックお
よびPodcast 用の形式を含みます：
Â


AAC（M4A、M4B、M4P、最大320kbps）

Â


Appleロスレス（高品質の圧縮形式）

Â


MP3（最大320kbps）

Â


MP3 可変ビットレート（VBR）

Â


WAV　

Â


AA（audible.comのformat2、3、および4の朗読ファイル）

Â


AAX（audible.comSpokenWord、AudibleEnhancedフォーマット）

Â


AIFF　

iPodtouchは次のビデオファイルの形式に対応しています：
Â


H.264（ベースラインプロファイル・レベル3.0）

Â


MPEG-4（シンプルプロファイル）

Appleロスレス形式を使ってエンコードした曲のサウンド品質は CD と同等ですが、使用する容
量はAIFF 形式またはWAV 形式を使ってエンコードした曲の約半分で済みます。AAC 形式また
はMP3形式でエンコードした場合は、さらに少ない容量で済みます。「iTunes」を使用してCD
から音楽を読み込む場合、デフォルトでAAC形式に変換されます。

Windows で「iTunes」を使用する場合は、保護されていないWMA ファイルをAAC 形式また
はMP3 形式に変換できます。これは、WMA 形式でエンコードされた音楽のライブラリがある
場合に便利です。

iPodtouchは、WMA、MPEGLayer1、MPEGLayer2のオーディオファイル、またはaudible.com
のformat1には対応していません。

iTunes ライブラリに iPodtouch が対応していない曲やビデオがある場合は、 iPodtouch が対
応している形式に変換できます。詳しくは、「iTunesヘルプ」を参照してください。

パスコードを忘れてしまった
iPodtouchソフトウェアを復元する必要があります。89ページの「iPodtouch ソフトウェアを
アップデートする／復元する」を参照してください。

コンピュータに同期したくないアドレスデータをiPodtouchで入力した
iPodtouch上のアドレスデータをコンピュータ上の情報に置き換えることができます。

1 「iTunes」を開きます。
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iPodtouchをコンピュータに接続するときに、「iTunes」のソースパネルにiPodtouch が表示さ
れるまで、コマンド＋Option キーを（Mac をお使いの場合）、またはShift ＋Control キーを
（PCをお使いの場合）、それぞれ押し続けます。これによって、iPodtouchの自動同期を避ける
ことができます。

3 「iTunes」のソースリストでiPodtouchを選択して、「情報」タブをクリックします。

4 「このiPodで置き換える情報」で、「アドレスデータ」を選択します。複数を選択できます。

5 「適用」をクリックします。

iPodtouch 上のアドレスデータが、コンピュータ上のアドレスデータに置き換えられます。次
回同期するときは、iPodtouch が通常通り同期され、iPodtouch で入力した情報とコンピュー
タで入力した情報が互いに追加されます。

「Yahoo!アドレスブック」と同期できない
「iTunes」からYahoo!に接続できない可能性があります。お使いのコンピュータがインターネッ
トに接続されていること、および「iTunes」で入力したYahoo!IDとパスワードが正しいことを
確認してください。iPodtouchをコンピュータに接続し、「iTunes」で「情報」タブをクリック
して、「Yahoo!アドレスブックのアドレスデータを同期」を選択してから、現在のYahoo!ID と
パスワードを入力します。

iPodtouch またはコンピュータで削除したアドレスデータが同期後に「Yahoo! アドレスブッ
ク」から取り除かれない
「Yahoo! アドレスブック」では、メッセンジャーID が含まれるアドレスデータを同期操作で削
除することはできません。メッセンジャーID が含まれるアドレスデータを削除するには、オン
ラインのYahoo! アカウントにログインし、「Yahoo! アドレスブック」でアドレスデータを削除
します。

iTunesWi-FiMusicStore にアクセスできない
iTunesWi-FiMusicStore を使用するには、インターネットに接続しているWi-Fi ネットワーク
にiPodtouch を接続する必要があります。Wi-Fi ネットワークへの接続については、21ページ
を参照してください。iTunesWi-FiMusicStore は、一部の国のみで利用できます。

iTunesWi-FiMusicStore から音楽を購入できない
iTunesWi-FiMusicStoreから曲を購入するには（一部の国のみで利用できます）、iTunesStore
アカウントが必要です。また、最後にiPodtouchを「iTunes」と同期したときに、そのアカウ
ントにサインインしている必要があります。音楽を購入するときに、アカウント情報が見つから
ないというメッセージが表示される場合は、「iTunes」を開き、iTunesStore アカウントにサイ
ンインしてから、iPodtouchを接続および同期します。

iPodtouchソフトウェアをアップデートする／復元する
「iTunes」を使用して、iPodtouchソフトウェアをアップデートする／復元することができます。
常に、iPodtouch をアップデートして最新のソフトウェアを使用するようにしてください。ま
た、ソフトウェアを復元することもできます。復元した場合には、iPodtouch は元の状態に戻
ります。
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Â アップデートを選んだ場合は、iPodtouchソフトウェアがアップデートされますが、お使いの
設定と曲は影響を受けません。

Â 復元を選んだ場合は、曲、ビデオ、アドレスデータ、写真、カレンダー情報、その他のデータ
など、すべてのデータがiPodtouchから消去されます。iPodtouchの設定はすべて元の状態
に復元されます。

iPodtouchをアップデートまたは復元する
1 お使いのコンピュータがインターネットに接続していることと、最新版の「iTunes」ソフトウェ
アがインストールされていることを確認してください（www.apple.com/jp/itunes からダウン
ロードできます）。

2



iPodtouchをコンピュータに接続します。

3 「iTunes」のソースリストでiPodtouchを選択して、「概要」タブをクリックします。

4 「アップデートを確認」をクリックします。新しいバージョンのiPodtouchソフトウェアを入手
できる場合は、そのことを知らせるメッセージが表示されます。

5 「アップデート」（MacOSXの場合）または「更新」（Windowsの場合）をクリックして、最新
バージョンのソフトウェアをインストールします。または、「復元」をクリックして、iPodtouch
をオリジナルの設定に戻し、iPodtouch 上のすべてのデータとメディアを消去します。画面の
説明に従って復元操作を完了します。

iPodtouchのユーザ補助機能を使用する
次の機能は、操作が困難な場合にiPodtouch を使いやすくするために役立ちます。

クローズドキャプション
使用できる場合は、ビデオのクローズドキャプションを入にできます。80ページの「クローズ
ドキャプションの入／切を切り替える」を参照してください。

メールメッセージの最小フォントサイズ
メールメッセージのテキストを読みやすくするときは、最小フォントサイズを「大」、「特大」、ま

たは「巨大」に設定します。82ページの「メッセージの最小フォントサイズを設定する」を参
照してください。

拡大
Webページ、写真、および地図をダブルタップするかピンチして拡大します。18ページを参照
してください。

MacOSX のユニバーサルアクセス
「iTunes」を使ってiPodtouchに「iTunes」の情報やiTunesライブラリのコンテンツを同期す
るときに、MacOSX のユニバーサルアクセス機能を利用します。「Finder」で、「ヘルプ」＞
「Macヘルプ」と選択して、「ユニバーサルアクセス」を検索してください。

iPodtouchおよびMacOSX のユーザ補助機能について詳しくは、次のWebサイトを参照して
ください：www.apple.com/accessibility
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オンスクリーンヘルプおよびインターネットで、iPodtouch の詳し
い使いかたを調べることができます。

次の表には、iPod 関連のソフトウェアとサービスに関する詳しい情報の参照先をまとめてあり
ます。

知りたい内容 手順

iPodtouchを安全に使用する 安全性と法規制の順守に関する最新情報を含む、最新の「この製品につい
ての重要なお知らせ」については、
www.apple.com/jp/support/manuals/ipodを参照してください。

iPodtouchのサポート情報、使いか
たのヒント、フォーラム、およびアッ
プルのソフトウェアダウンロード

次を参照してください：www.apple.com/jp/support/ipodtouch

iPodtouchの最新情報 次を参照してください：www.apple.com/jp/ipodtouch

「iTunes」を使用する 「iTunes」を開き、「ヘルプ」＞「iTunesヘルプ」と選択します。
「iTunes」のオンラインチュートリアル（一部の地域でのみ利用可能です）
については、次のサイトにアクセスしてください：
www.apple.com/jp/support/itunes



MacOSXで「iPhoto」を使用する 「iPhoto」を開き、「ヘルプ」＞「iPhotoヘルプ」と選択します。

MacOSXで「アドレスブック」を
使用する

「アドレスブック」を開き、「ヘルプ」＞「アドレスブックヘルプ」と選択
します。

MacOSXで「iCal」を使用する 「iCal」を開き、「ヘルプ」＞「iCalヘルプ」と選択します。

「MicrosoftOutlook」、「Windows
アドレス帳」、「AdobePhotoshop
Album」、および「Adobe
PhotoshopElements」

各アプリケーションに付属のマニュアルを参照してください。

iPodtouchのシリアル番号を確認
する

iPodtouchの背面を見るか、ホーム画面から「設定」＞「一般」＞「情
報」と選択します。

保証サービスを受ける まず、このガイドおよびオンライン参考情報に記載されている指示に従い

ます。次に、www.apple.com/jp/supportを参照するか、iPodtouchに
付属の「この製品についての重要なお知らせ」を参照します。



K



AppleInc.



©



2008AppleInc.Allrightsreserved.

Apple、Apple ロゴ、CoverFlow、iCal、iPhoto、iPod、
iTunes、 Mac、 Macintosh、およびMacOSは、米国その他
の国で登録された AppleInc.の商標です。AirMac、Finder、
Safari、およびShuffleは、AppleInc.の商標です。.Mac
は、米国その他の国で登録されたAppleInc.のサービスマー
クです。 iTunesStoreはAppleInc.のサービスマークです。 
AdobeおよびPhotoshop は、米国その他の国における
AdobeSystemsIncorporated の商標または登録商標です。
本書に記載のその他の社名、商品名は、各社の商標または登
録商標である場合があります。

本書に記載の他社商品名は参考を目的としたものであり、そ
れらの製品の使用を強制あるいは推奨するものではありませ
ん。また、AppleInc.は他社製品の性能または使用につきま
しては一切の責任を負いません。すべての同意、契約、およ
び保証は、ベンダーと将来のユーザとの間で直接行われるも

のとします。本書には正確な情報を記載するように努めまし
た。ただし、誤植や制作上の誤記がないことを保証するもの

ではありません。

この書類に記載の製品には著作権保護技術が採用されてお

り、同技術はMacrovisionCorporationおよびその他が保有
する米国特許およびその他の知的財産権により保護されてい

ます。この著作権保護技術の使用には、 Macrovision
Corporationの許諾が必要です。また、Macrovision
Corporationの許諾なしに、家庭内や限られた範囲での視聴
目的以外に使用することはできません。リバースエンジニア

リングや逆アセンブルは禁止されています。

米国特許番号4,631,603、4,577,216、4,819,098および
4,907,093における装置クレームは限られた範囲での視聴目
的に限り使用許諾されています。

J019-1215/2008-03


	機能ガイド
	目次
	お使いになる前に
	必要なもの
	iPod touchを設定する
	音楽、ビデオ、その他のコンテンツをiPod touchに取り込む
	iPod touchを同期する
	自動的に同期しないようにする

	iPod touchをコンピュータから接続解除する（取り外す）

	基本
	iPod touch各部の説明
	ステータスアイコン

	ホーム画面
	iPod touch アプリケーション
	ホーム画面のレイアウトをカスタマイズする

	iPod touchボタンとタッチスクリーン
	iPod touch をロックする、電源を入／切にする
	タッチスクリーンを使う
	オンスクリーンキーボード

	インターネットに接続する
	Wi-Fiネットワークに接続する

	バッテリーを充電する
	iPod touchを清掃する

	ミュージックとビデオ
	iTunesライブラリのコンテンツを同期する
	購入したコンテンツをiPod touchから別の認証されたコンピュータに転送する
	対応している音楽とビデオのフォーマット
	iPod touch用にビデオを変換する

	音楽を再生する
	曲、オーディオブック、およびPodcastを再生する
	アルバムカバーをCover Flowでブラウズする
	アルバムのすべてのトラックを表示する
	iPod touch上でプレイリストを作成する

	ビデオを見る
	iPod touchでビデオを再生する
	レンタルムービーを視聴する
	iPod touchに接続したテレビでビデオを観る
	iPod touchからビデオを削除する

	スリープタイマーを設定する
	ミュージック画面のボタンを変更する

	写真
	コンピュータから写真を同期する
	写真を見る
	サイズまたは向きを変える
	スライドショーを表示する

	写真を壁紙として使用する
	写真をメールで送信する
	写真をウェブギャラリーに送信する
	写真を連絡先に割り当てる


	iTunes Wi-Fi Music Store
	ブラウズする／検索する
	Starbucksセレクションをブラウズする

	曲やアルバムを購入する
	購入したコンテンツを同期する
	購入したものを確認する
	iTunes Storeアカウント情報を変更する

	アプリケーション
	Safari
	Webを閲覧する
	Safari Webクリップをホーム画面に追加する
	ブックマークを使用する
	Safariの設定

	カレンダー
	カレンダーイベントをiPod touchに追加する
	カレンダーを表示する

	メール
	メールアカウントを設定する
	メールを送信する
	メールを確認する／読む
	メール設定

	連絡先
	コンピュータからアドレスデータを同期する
	アドレスデータを表示する
	並べ替え順序と表示順序を設定する
	iPod touchで直接アドレスデータを追加する、編集する

	YouTube
	ビデオを検索、再生する
	画面の下のボタンを変更する
	自分のビデオをYouTubeに追加する

	株価
	株式相場を表示する

	マップ
	場所を探して表示する
	経路を表示する
	店舗・企業を探して連絡する

	天気
	天気概況を見る

	時計
	世界時計を追加および表示する
	アラームを設定する
	ストップウォッチを使用する
	タイマーを設定する

	計算機
	計算機を使用する
	メモリ機能を使用する

	メモ
	メモを書く／読む／メールで送信する


	設定
	Wi-Fi
	明るさ
	一般
	情報
	壁紙
	日付と時刻
	言語環境
	自動ロック
	パスコードロック
	サウンド効果
	キーボード
	iPod touchの設定をリセットする

	ミュージック
	ビデオ
	テレビ出力設定

	写真
	メール
	アカウント設定
	メールメッセージの設定
	メール送信の設定

	Safari
	一般設定
	セキュリティ設定
	デベロッパ設定

	連絡先
	iPod touchの設定を復元する／転送する

	ヒントとトラブルシューティング
	一般的な提案
	iPod touchソフトウェアをアップデートする／復元する
	iPod touchのユーザ補助機能を使用する

	その他の情報、サービス、サポート


