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1

iPod touch の概要
第 4 世代の iPod touch
オン／オフ
スリープ／スリープ解除

マイク（背面）

フロントカメラ

メインカメラ
（背面）

音量ボタン
（側面）

ステータスバー
アプリケーション
アイコン

タッチスクリーン

ホームボタン

スピーカー

Dockコネクタ

ヘッドフォンポート
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第 3 世代の iPod touch
Wi-Fi アンテナ

スリープ／
スリープ解除ボタン

ステータスバー
音量ボタン
アプリケーション
アイコン

内蔵スピーカー

タッチスクリーン

ホームボタン

Dock

ヘッドセット
コネクタ

コネクタ

ホーム画面の外観は、お使いの

iPod touch のモデルや、そのアイコンを並べ替えたかどうかによっ

て異なる場合があります。

アクセサリ
iPod touch には次のアクセサリが用意されています：

Apple Earphones

Dockコネクタ
（USBケーブル用）

部品

用途

Apple Earphones

音楽、ビデオ、FaceTime コール、オーディオブック、

Podcast、ゲームの音声を聴きます。
Dock コネクタ（USB ケーブル用）

iPod touch 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 USB 電源アダプタ（別売）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 で使用することができます。または直
接
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iPod touch に接続することもできます。

ボタン
いくつかの簡単なボタンを使って、手軽に

iPod touch の電源のオン／オフを切り替えたり、音量を

調節したりできます。

スリープ／スリープ解除のオン／オフボタン
iPod touch をあまり使用していないときは、ロックしてディスプレイをオフにすることでバッテリーを
節約できます。

iPod touch 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。この場合でも、音楽を聴き
続けることはできます。再生中は、iPod touch の横にあるボタンを使って音量を調節できます。
デフォルトでは、1 分間画面に触れないと、iPod

touch がロックされます。

スリープ／スリープ
解除のオン／オフボタン

iPod touch をロックするとき

スリープ／スリープ解除のオン／オフボタンを押します。

iPod touch のロックを解除する

ホーム
ボタン、またはスリープ／スリープ解除のオン
／オフボタンを押して、スライダをドラッグします。

iPod touch の電源を完全に切る

スリープ／スリープ解除のオン／オフボタンを数秒間、赤
いスライダが表示されるまで押したままにしてから、スライ
ダをドラッグします。

iPod touch の電源を入れる

スリープ／スリープ解除のオン／オフボタンを Apple ロゴ
が表示されるまで押したままにします。

iPod touch がロックされるまでの時間を変更する方法については、162 ページの「自動ロック」を
参照してください。iPod touch のロックを解除するときにパスコードを入力するように設定する方法
については、162 ページの「パスコードロック」を参照してください。
ホームボタン

touch App を表示できます。
App アイコンをタップする（指で軽く叩く）と App が開始されます。最近使用した App を表示すると
きは、ホームボタンをダブルクリックします（第 3 世代の iPod touch 以降）。23 ページの「App を
ホーム

ボタンを押せば、いつでもホーム画面に移動して、iPod

開いて切り替える」を参照してください。
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音量ボタン
曲、ムービー、その他のメディアの再生中は、iPod

touch の横にあるボタンを使って音量を調節でき

ます。それ以外のときにこのボタンを使うと、通知音やその他のサウンド効果の音量が変更されます。
警告：聴覚の損傷を避けるための重要な情報については、support.apple.com/ja_JP/

manuals/#ipodtouch の「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。
音量を調節するには、iPod

touch の横にあるボタンを使用します。

音量を
上げる
音量を
下げる

iPod touch で音楽およびビデオを再生するときの音量制限を設定する方法については、167 ページの
「ミュージック」を参照してください。
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iPod touch App
iPod touch には次の App が用意されています：
参考：App の機能性と利用可能性は、iPod

touch を購入および使用する国や地域によって異なる場

合があります。
曲、オーディオブック、および Podcast を聴くことができます。On-The-Go プレイリストを
作成したり、Genius を使って自分用のプレイリストを作成したりできます。ライブラリからの
ミュージック

曲による Genius

Mix を聴くことができます。53 ページの第 5 章「ミュージックおよびビデ

オ」を参照してください。
購入またはレンタルしたムービーやテレビ番組、ミュージックビデオ、およびビデオ Podcast
をどこでも視聴できます。iPod

touch をテレビに接続して大きな画面で視聴することもでき
5 章「ミュージッ

ます（テレビに接続するには別売のケーブルが必要です）
。53 ページの第

ビデオ

クおよびビデオ」を参照してください。
第 4 世代の iPod

touch または iPhone 4 のユーザに、Wi-Fi 経由でビデオコールをかける

ことができます。自分の顔を見せて話したいときはフロントカメラを使用し、自分が見ている

FaceTime

ものを相手にも見せたいときはメインカメラを使用します。67 ページの第

6 章「FaceTime」

を参照してください。
写真の撮影や、ビデオの録画（第 4 世代の iPod

touch）を行うことができます。また、
iPod touch で表示したり、メールで送ったり、コンピュータにアップロードしたりできます。
タップして特定の物や領域に対する露出を設定できます。ビデオクリップをトリミングして保存

カメラ

することができます。ビデオを直接 YouTube や MobileMe にアップロードできます。71 ペー
ジの第

7 章「カメラ」を参照してください。

コンピュータから同期した写真やビデオを表示したり、メールメッセージから保存したりでき
ます（ビデオは 第 4 世代の iPod

touch 以降のみ）。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。写真やビデオをメールで送信したり、MobileMe ギャ

写真

ラリーに公開したりできます。イメージを連絡先に割り当てたり、壁紙として使用したりでき
ます。写真を撮影地ごとに表示できます。「iPhoto

8.0」（iLife 09 の一部）以降で同期す
8 章「写真」を

る場合は、写真をイベント別および人物別に表示できます。75 ページの第
参照してください。

新しいゲームを見つけたり、世界中の友達とゲームの体験を共有したりできます。友人を招
待したり、ライバルに対戦を申し込んだりできます。Leaderboard でプレーヤーのランキ

Game Center

ングを確認できます。成績を上げるとボーナスポイントを獲得できます。82 ページの第
「Game

9章

Center」を参照してください。

iPod touch は、MobileMe、Microsoft Exchange、よく利用される多くのメールシステ
ム（Yahoo!、Google、AOL など）
、および業界標準の POP3/IMAP メールシステムに対
メール

応しています。PDF やその他の添付ファイルは「メール」内で表示できます。さらに、添付
された写真や画像をフォトライブラリに保存することもできます。90 ページの第

10 章「メー

ル」を参照してください。
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Wi-Fi 経由で Web サイトをブラウズできます。iPod touch を横向きにすれば、ワイドスク
リーンで表示できます。ダブルタップで拡大／縮小することもできます。Web ページの列が
自動的に

Safari

iPod touch の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。複数

のページを開きます。お使いのコンピュータ上の「Safari」または Microsoft 社の「Internet

Explorer」とブックマークを同期できます。Web クリップをホーム画面に追加すれば、よく
使う Web サイトにすばやくアクセスできます。さらに、Web サイトの画像をフォトライブラ
リに保存することもできます。99 ページの第 11 章「Safari」を参照してください。
MobileMe、「iCal」、「Microsoft Entourage」、「Microsoft Outlook」、または
Microsoft Exchange のカレンダーを表示および検索できます。iPod touch でイベントを
カレンダー

入力すれば、それらがコンピュータ上のカレンダーに同期されます。カレンダーを登録するこ
とができます。「連絡先」に入力した誕生日を参照できます。イベント、約束、締め切りなど
を知らせる通知を設定することもできます。105 ページの第

12 章「カレンダー」を参照して

ください。

YouTube のオンラインコレクションからビデオを再生できます。ビデオを検索するか、おす
すめビデオ、人気ビデオ、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

YouTube

ラウズできます。YouTube アカウントを作成してログインすると、ビデオの評価、よく使う項
目の同期、登録動画の表示などを行うことができます。111 ページの第

13 章「YouTube」

を参照してください。
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。社内報および始値、平均価格、出来高、時価総額などの最新の取引情報を表示できます。
株価

iPod touch を回転させると、横向きの詳細なグラフが表示されます。グラフを指でドラッグ
するとプライスポイントを追跡でき、2 本の指を使うとポイント間の範囲を表示できます。116
ページの第

14 章「株価」を参照してください。

世界中の市街地図、航空写真図、または地図＋写真を見ることができます。拡大してより近
くで見たり、Google ストリートビューで確認したりできます。おおよその現在位置を確認で
マップ

きます。運転経路、公共交通機関の路線、または歩行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。周辺の店舗や企業を検索することもできます。118
ページの第

15 章「マップ」を参照してください。

現在の気象情報と 6 日分の予報を見ることができます。よく見る場所を追加して、いつでも
すばやく天気予報を見ることができます。126 ページの第

16 章「天気」を参照してください。

天気
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。
メモを Mac では「Mail」、PC では「Microsoft

メモ

Outlook」または「Outlook
Express」と同期できます。MobileMe、Google、Yahoo!、または IMAP アカウントを使っ
てメモを無線経由で同期できます
（第 3 世代の iPod touch 以降）
。128 ページの第 17 章「メ
モ」を参照してください。
「便利ツール」フォルダ内にあります。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

時計
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18 章「時

「便利ツール」フォルダ内にあります。足し算、引き算、掛け算、および割り算ができます。

iPod touch を横向きにすれば、高度な関数電卓として使用できます。134 ページの第 19 章
「計算機」を参照してください。

計算機

「便利ツール」フォルダ内にあります。第 4 世代の

iPod touch に内蔵されているマイク、

または互換性のある外部マイクやマイク付きヘッドセットを使って、ボイスメモを録音できま
ボイスメモ

す。iPod

touch で再生したり、「iTunes」と同期してコンピュータでボイスメモを聞いたり
20 章「ボ

することもできます。
メールメッセージにボイスメモを添付できます。138 ページの第
イスメモ」を参照してください。

音楽、ムービー、テレビ番組、オーディオブックなどを検索できます。ニューリリースをブラ
ウズやプレビューしたり、トップチャートで人気のアイテムを見たりできます。ムービーやテレ
ビ番組をレンタルして、iPod

iTunes

touch で視聴できます。Podcast をストリーム再生したり、ダ
21 章「iTunes Store」を参照してください。

ウンロードしたりできます。142 ページの第

Wi-Fi 接続を使用して、App Store で iPod touch App を検索し、購入またはダウンロー
ドすることができます。気に入った App のレビューを読んだり、自分で書いたりすることも

App Store

できます。App は、ホーム画面にダウンロードしてインストールできます。150 ページの
第

22 章「App Store」を参照してください。

iPod touch のすべての設定を一括してここで操作します。音量制限を設定すれば、突然大
音量になってしまうこともありません。壁紙、画面の明るさのほか、ネットワーク、メール、
「マッ
Web、音楽、ビデオ、写真などの設定ができます。「位置情報サービス」設定を使って、

設定

プ」および他社製の App（適用可能な場合）用に位置プライバシーオプションを設定できます。
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。不適切な内容
（EXPLICIT）の iTunes コンテンツや特定の App へのアクセスを制限することもできます。
さらに、iPod

touch をリセットすることもできます。156 ページの第 23 章「設定」を参照

してください。

MobileMe、Mac OS X の「アドレスブック」、「Yahoo! アドレスブック」、Google 連絡
、「Microsoft Outlook」、または
先、「Windows アドレス帳」（「Outlook Express」）
Microsoft Exchange から連絡先情報を同期できます。連絡先を検索、追加、変更、また

連絡先

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連絡先情報に反映さ
れます。177 ページの第

24 章「連絡先」を参照してください。

Nike + iPod を「設定」で有効にすると、iPod touch がワークアウトのパートナーになり
ます。ワークアウトのペース、時間、および距離を管理したり、ルーチンを完了するための

Nike + iPod

iBooks

（専用の Nike シューズと Nike
曲を選択したりできます。

+ iPod センサーが必要です（別売）。）
182 ページの第 25 章「Nike + iPod」を参照してください。
App Store から無料の「iBooks」 App をダウンロードできます。「iBooks」はブックを
購入して読むための便利なツールです。「iBooks」内からアクセスできる iBookstore で、
古典の名作からベストセラーまで数多くのブックを入手してください。「iTunes」を使って
ePub ブックや PDF ブックを本棚に追加することもできます。186 ページの第 26 章「iBooks」
を参照してください。
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ステータスアイコン
iPod touch 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：
ステータスアイコン

Wi-Fi*

意味

iPod touch が Wi-Fi ネットワーク経由でインター
ネットに接続され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。19 ページ
の「Wi-Fi ネットワークに接続する」を参照してくだ
さい。

ネットワーク操作

ネットワーク操作を示します。他社製の App では、
処理を実行中であることを示すためにこのアイコンが
使用されることもあります。

VPN

VPN を使ってネットワークに接続していることを示し
ます。160 ページの「ネットワーク」を参照してくだ
さい。

ロック

iPod touch がロックされていることを示します。「ス
リープ／スリープ解除のオン／オフボタン」を参照し
てください。

再生

曲、オーディオブック、または Podcast が再生中で
あることを示します。54 ページの「曲とその他のオー
ディオを再生する」を参照してください。

画面回転ロック

iPod touch 画面が縦向きでロックされていることを
示します。26 ページの「縦向きまたは横向きで表示
する」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。132 ペー
ジの「アラーム」を参照してください。

位置情報サービス

位置情報サービスを使用している App があることを
示します。161 ページの「位置情報サービス」を参
照してください。

Bluetooth*

青または白のアイコン：Bluetooth がオンで、ヘッド
セットなどのデバイスが接続されています。灰色のア
イコン：Bluetooth がオンですが、デバイスは接続
されていません。アイコンなし：Bluetooth がオフで
す。40 ページの「Bluetooth デバイス」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。41 ペー
ジの「バッテリーを充電する」を参照してください。

* iPod touch で使用するアクセサリによって、無線パフォーマンスが低下する場合があります。
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お使いになる前に

·

警告：負傷を避けるため、iPod

touch をお使いになる前に、このガイドのすべての操作手順と、
support.apple.com/ja_JP/manuals/#ipodtouch の「iPod touch この製品についての重要
なお知らせ」に記載されている安全性に関する指示を参照してください。

iPod touch 上でユーザガイドを見る
iPod touch 上で表示するために最適化された「iPod touch ユーザガイド」は、help.apple.
com/ipodtouch から入手できます。
「Safari」で、
iPod touch 上でガイドを見る：

をタップしてから、
「iPod

touch ユーザガイド」ブッ

クマークをタップします。
ガイドのアイコンをホーム画面に追加する：ガイドを表示しているときに、

をタップしてから、「ホー

ム画面に追加」をタップします。
「iPod touch ユーザガイド」は、多くの言語で利用できます。
さまざまな言語でガイドを表示する：メインコンテンツページの画面の一番下にある「言語を変更」を
タップして、目的の言語を選択します。

必要なもの
iPod touch を使うには、次のものが必要です：
Â USB 2.0 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 Windows PC：
Â

Mac OS X v10.5.8 以降

Â

Windows 7、Windows Vista、Windows XP Home または Professional（SP3）

Â

iTunes 10 以降（www.itunes.com/jp/download で入手可能）

Â

iTunes Store または App Store で購入するための Apple アカウント（iTunes Store アカウント
や MobileMe アカウントなど）

Â

コンピュータのインターネット接続（ブロードバンドを推奨）
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iPod touch の設定
iPod touch の使用を開始する前に、「iTunes」で設定する必要があります。設定中に、新しい
Apple アカウントを作成するか既存の Apple アカウントを指定すると、iPod touch で購入ができ
るようになります。（iTunes Store は、すべての国や地域で利用できるわけではありません。）さらに
「iTunes」では、必要になる場合に備えて、iPod touch のシリアル番号が記録されます。
iPod touch の設定：
1 www.itunes.com/jp/download 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 iPod touch に付属のケーブルを使って、iPod touch を Mac または Windows PC の USB 2.0 ポー
トに接続します。

3

「iTunes」の画面に表示される指示に従って 、iPod

touch を登録し、iTunes ライブラリ内の曲、
touch と同期するように設定します。連絡先の
同期のカスタマイズについて詳しくは、46 ページの「iTunes と同期する」を参照してください。

ビデオ、App、およびコンピュータ上の写真を iPod

参考：目が不自由な方の場合でも、VoiceOver（第 3 世代の iPod

touch 以降）を利用することで、
視覚的な補助がなくても iPod touch を設定することができます。VoiceOver では画面に表示される
ものが音声で説明されるため、画面を見なくても iPod touch を使用できます。お使いのコンピュー
タに iPod touch を接続すると、
「iTunes」がコンピュータ上で互換性のあるスクリーンリーダー（Mac
では VoiceOver、Windows PC では GW Micro Window-Eyes など）を使用しているかどうかを
検出し、自動的に VoiceOver が iPod touch で有効になります。目が不自由でない方の場合でも、
アクセシビリティ設定を使って iPod touch の VoiceOver を有効にすることもできます。193 ページの
「VoiceOver」を参照してください。VoiceOver は一部の言語では利用できないことがあります。

iPod touch をコンピュータから接続解除する（取り外す）
iPod touch は、コンピュータからいつでも接続解除できます。ただし、同期の進行中に接続解除し
た場合は、次に iPod touch をコンピュータに接続するまで、一部のデータが同期されないままの場
合があります。

iPod touch がコンピュータと同期中の場合は、iPod touch に「同期作業が進行中」と表示されま
iPod touch 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。
同期が完了すると、「iTunes」に「iPod touch の同期が完了しました。」と表示されます。

す。同期が完了する前に

同期をキャンセルする：iPod
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touch でスライダをドラッグします。

インターネットに接続する
ネットワーク経由でインターネットに接続します。iPod touch は、自宅や
iPod touch は Wi-Fi
職場の AirMac やその他の Wi-Fi ネットワーク、または世界中の Wi-Fi ホットスポットに接続するこ
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、iPod touch で
「メール」、「Safari」、「YouTube」、「FaceTime」、「Game Center」、「株価」、「マップ」、「天気」、
App Store、または iTunes Store を使用すると、自動的にインターネットにアクセスされます。

Wi-Fi ネットワークに接続する
Wi-Fi 設定を使って、Wi-Fi をオンにしたり Wi-Fi ネットワークに接続したりできます。
Wi-Fi をオンにする：「設定」＞「Wi-Fi」と選択し、Wi-Fi をオンにします。
「設定」＞「Wi-Fi」と選択し、しばらく待ちます。iPod touch によっ
Wi-Fi ネットワークに接続する：
て接続圏内にあるネットワークが検出されたら、ネットワークを選択します（Wi-Fi ネットワークによっ
ては接続料が必要な場合があります）。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、そのネットワークが接続圏内にあるときは、iPod touch
からそのネットワークに自動的に接続されます。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、iPod

touch で最後に使用したネットワークに接続されます。

iPod touch が Wi-Fi ネットワークに接続されているときは、画面上部のステータスバーに Wi-Fi
アイコンが表示され、信号の強さが示されます。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 の設定方法については、157 ページの「Wi-Fi」を参照してください。

VPN アクセス
VPN（Virtual Private Network）では、インターネット経由でプライベートネットワーク（会社や学
校のネットワークなど）に安全にアクセスできます。「ネットワーク」設定を使用して、VPN を構成し、
オンに切り替えます。160 ページの「ネットワーク」を参照してください。

メール、連絡先、およびカレンダーのアカウントを追加する
iPod touch は、MobileMe、Microsoft Exchange、一般的に利用されるインターネットベースの
メール、連絡先、およびカレンダー・サービス・プロバイダの多くに対応しています。メールアカウン
トをまだ持っていない場合は、www.yahoo.com、www.google.com、または www.aol.com で、
無料のアカウントをオンラインで取得できます。また、www.me.com で、MobileMe の 60 日間有
効な無料のトライアルアカウントを取得することもできます。
会社や組織で LDAP または CardDAV アカウントがサポートされている場合は、そのアカウントを使っ
て連絡先を追加できます。177 ページの「連絡先を追加する」を参照してください。

CalDAV カレンダーアカウントを追加できます。105 ページの「カレンダーを同期する」を参照してく
ださい。

iCal（.ics）カレンダーを登録できます。110 ページの「カレンダーを登録する」を参照してください。
第 2章
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MobileMe アカウントを設定する
iPod touch で MobileMe を使用するには、MobileMe アカウント設定でアカウントを追加する必要
があります。アカウントを設定するときに、iPod touch で使用したい MobileMe サービスを選択で
きます：
Â メール
Â

連絡先

Â

カレンダー

Â

ブックマーク

Â メモ（第 3 世代の iPod
Â

touch 以降）

iPod touch を探す

有効にしたサービスは、コンピュータに

iPod touch を接続しないときでも、無線経由で自動的に同

期されます。45 ページの「アカウントを同期する」を参照してください。
「iPod

touch を探す」サービス（国や地域によっては利用できないことがあります）を利用することで、
iPod touch の紛失／盗難時に iPhone のある場所を探して、リモートでロックしたり、パスコードを
設定したり、必要に応じて iPod touch 上の情報を消去したりすることができます。42 ページの「セキュ

リティ機能」を参照してください。
複数の MobileMe アカウントを設定することもできますが、「iPod

touch を探す」や、連絡先、カ

レンダー、ブックマークの同期のために一度に使用できる MobileMe アカウントは 1 つだけです。

1

MobileMe アカウントを設定する：
「設定」で、「メール / 連絡先 / カレンダー」をタップします。

2

「アカウントを追加」をタップしてから、「MobileMe」をタップします。

3

名前、完全なメールアドレス、パスワード、および説明を入力します。説明は自由に入力できます。

4 iPod touch で使用したい項目（メール、連絡先、カレンダー、ブックマーク、メモ、iPod touch を
探す）をタップします。

Microsoft Exchange アカウントの設定
iPod touch で Microsoft Exchange を使用するには、Microsoft Exchange アカウント設定でア
カウントを追加する必要があります。これらの設定については、サービスプロバイダまたはシステム管
理者に問い合わせてください。

iPod touch では、Exchange ActiveSync プロトコルを使用して、次のバージョンの Microsoft
Exchange とメール、カレンダー、および連絡先が無線経由で同期されます：
Â Exchange Server 2003 Service Pack 2
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Â

Exchange Server 2007 Service Pack 1

Â

Exchange Server 2010
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アカウントを設定するときに、iPod

touch で使用したい Exchange サービスを選択できます：

Â メール
Â

連絡先

Â

カレンダー

有効にしたサービスは、コンピュータに

iPod touch を接続しないときでも、無線経由で自動的に同

期されます。45 ページの「アカウントを同期する」を参照してください。
複数の Exchange アカウントを設定できます。

Exchange アカウントを設定する：
1 「設定」で、「メール / 連絡先 / カレンダー」をタップします。
2

「アカウントを追加」をタップしてから、「Microsoft

Exchange」をタップします。

3

完全なメールアドレス、ドメイン（オプション）、ユーザ名、パスワード、および説明を入力します。説
明は自由に入力できます。

iPod touch は、Microsoft 社の Autodiscovery サービスに対応しています。ユーザ名とパスワー
ドを使用して、Exchange サーバのアドレスが判断されます。サーバのアドレスを判断できない場合は、
入力を求められます。（「サーバ」フィールドに完全なアドレスを入力します。）Exchange サーバに接
続すると、サーバで設定されているポリシーを満たすパスコードに変更するように求められることがあ
ります。

4 iPod touch で使用したい項目（メール、連絡先、およびカレンダー）をタップし、iPod touch と同
期したいメールの日数を設定します。

Google、Yahoo!、および AOL アカウントを設定する
よく利用される多くのアカウント（Google、Yahoo!、AOL）については、ほとんどの設定が

iPod touch によって入力されます。アカウントを設定するときに、iPod touch で使用したいアカウ
iPod touch を接続しないとき
でも、無線経由で自動的に同期されます。45 ページの「アカウントを同期する」を参照してください。

ントサービスを選択できます。有効にしたサービスは、コンピュータに

アカウントを設定する：

1

「設定」で、「メール / 連絡先 / カレンダー」をタップします。

2

「アカウントを追加」をタップしてから、「Google」、「Yahoo!」、または「AOL」をタップします。

3

名前、完全なメールアドレス、パスワード、および説明を入力します。説明は自由に入力できます。

4 iPod touch で使用したい項目をタップします。利用できる項目はサービスプロバイダによって異なり
ます。
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ほかのアカウントを設定する
メール（POP など）、連絡先（LDAP や CardDAV など）、またはカレンダー（CalDAV など）用に
ほかのアカウントを設定するときは、「その他」を選択します。必要なアカウント設定については、ご
利用のサービスプロバイダまたはシステム管理者に問い合わせてください。
アカウントを設定する：
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1

「設定」で、「メール / 連絡先 / カレンダー」をタップします。

2

「アカウントを追加」をタップしてから、「その他」をタップします。

3

追加したいアカウントタイプ（「メール」、「連絡先」、または「カレンダー」）を選択します。

4

アカウント情報を入力し、「保存」をタップします。
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3

基本

App を使用する
高解像度マルチタッチスクリーンと単純な指のジェスチャによって、簡単に

iPod touch App を使用で

きます。

App を開いて切り替える
iPod touch の App を開くには、ホーム画面でそのアイコンをタップします。

ホーム画面に戻る：ディスプレイの下にあるホーム

ボタンを押します。

別のホーム画面に切り替える：左または右にフリックするか、点の列の左または右をタップします。

最初のホーム画面を表示する：ホーム
第 3 世代の iPod

ボタンを押します。

touch 以降では、使用中の App をすばやく切り替えることができます。マルチタス

クを使ってバックグラウンドで実行できる App もあります。

23

：ホームボタンをダブルクリックします。
（第 3 世代の iPod touch 以降）
最近使用した App を表示する
最近使用した 4 つの App が画面の一番下に表示されます。それ以降の App を表示するには左にフリッ
クします。

参考：第 2 世代の iPod

touch でホームボタンをダブルクリックすると、ホームボタン設定で指定され

たアクションが実行されます。161 ページの「ホームボタン」を参照してください。
履歴リストから App を削除する：App の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。そうしたら、

をタップします。

App は、次回開いたときに最近の App に再度追加されます。
スクロールする
スクロールするには、指で上下にドラッグします。Web ページなど、画面によっては左右にスクロール
することもできます。

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ったりすること
はありません。
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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、何も選択されたりアクティブになったりすることはありません。
リスト、Web ページ、またはメールの先頭まですばやくスクロールするには、ステータスバーをタップ
します。
インデックス付きのリストで項目を探す：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。

インデックス

項目を選択する：リストで項目をタップします。
リストの内容によって、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、メールが開いたり、連絡先が表示されて電話をかけられる
ようになったりします。
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拡大／縮小する
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。

縦向きまたは横向きで表示する
多くの iPod touch App では、画面を縦向きと横向きのいずれかで表示できます。iPod touch を回
転させるとディスプレイも回転し、新しい画面の向きに合うように自動的に調整されます。

たとえば、「Safari」で Web ページを表示するときや、テキストを入力するときには横向きが適してい
る場合があります。横向き：
Â

Web ページは画面の幅に合わせて拡大され、画像や文字をより大きく表示できます。

Â

オンスクリーンキーボードも大きく表示され、より速く正確に入力できるようになります。

以下の App では、縦向きと横向きの両方がサポートされています：
Â

ミュージックおよびビデオ

Â メール
Â

Safari

Â メモ
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Â

連絡先

Â

株価
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Â

写真

Â

計算機

「ビデオ」と「YouTube」で視聴するムービーは、横向きでのみ表示されます。「マップ」のストリー
トビューも、横向きでのみ表示されます。
：ホームボタンをダブルクリッ
iPod touch 画面を縦向きでロックする（第 3 世代の iPod touch 以降）
クし、画面下部を左から右にフリックしてから、

をタップします。

画面の向きがロックされると、ステータスバーに縦向きロック（

）アイコンが表示されます。

ホーム画面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。App をフォルダにまと
めて整理することもできます。

アイコンを並べ替える
ホーム画面のアイコンは好きな順序で並べ替えることができます。
アイコンを並べ替える：

1

ホーム画面上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、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。104 ページの「Web クリッ
プ」を参照してください。

iPod touch をコンピュータに接続すると、ホーム画面のアイコンや画面の順序を並べ替えることがで
touch を選択してから、画面上部の「App」をクリッ

きます。「iTunes」の「デバイス」リストで iPod
クします。
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アイコンを別の画面に移動する：アイコンを並べ替えるモードのときに、アイコンを画面の端までドラッ
グします。

ホーム画面を追加する：アイコンを並べ替えるモードのときに、一番右側のホーム画面にフリックし、
新しい画面が表示されるまでアイコンを画面の右端までドラッグします。
最大で 11 の画面を作成できます。「Dock」の上にある点の数は、画面の数と表示している画面を示
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：
「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。
ホーム画面をリセットすると、作成されたフォルダが削除され、デフォルトの壁紙がホーム画面に適用
されます。

フォルダを使用して整理する
フォルダを使用して、ホーム画面のアイコンを整理できます。1 つのフォルダに最大で 12 個のアイコン
を入れることができます。フォルダを作成するときに使用したアイコンに基づいて、自動的にフォルダ
名が付けられますが、その名前はいつでも変更できます。フォルダはアイコンと同様に、ホーム画面で
ドラッグして並べ替えることができます。フォルダは新しいホーム画面または「Dock」に移動できます。
フォルダを作成する：ホーム画面上にあるアイコンをタッチしたまま押さえ、アイコンが波打ち始めたら、
そのアイコンを別のアイコンまでドラッグします。
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2 つのアイコンを含む新しいフォルダが作成され、そのフォルダの名前が表示されます。名前フィール
ドをタップして、別の名前を入力できます。

「iTunes」内でもフォルダを作成できます。
「iTunes」を使用してフォルダを作成する：iPod

touch をコンピュータに接続した状態で、「iTunes」
touch を選択します。画面上部の「App」をクリックし、ウインドウの
一番上付近にあるホーム画面で App を別のウインドウの上にドラッグします。
の「デバイス」リストで iPod

アイコンをフォルダに追加する

アイコンを並べ替えるモードのときに、アイコンをフォルダ
にドラッグします。

フォルダからアイコンを削除する

アイコンを並べ替えるモードのときに、フォルダをタップし
て開いてから、アイコンをフォルダの外にドラッグします。
フォルダをタップします。それから App アイコンをタップす

フォルダを開く

ると、その App を開くことができます。
フォルダを閉じる

フォルダの外側をタップするか、ホームボタンを押します。

フォルダを削除する

すべてのアイコンをフォルダの外に移動します。
フォルダが空になると自動的に削除されます。

フォルダ名を変更する

アイコンを並べ替えるモードのときに、フォルダをタップし
て開いてから一番上にある名前をタップし、キーボードを
使用して新しい名前を入力します。ホームボタンを押して
変更を保存します。

ホーム画面の整理が完了したら、ホーム

ボタンを押して変更を保存します。

ホーム画面上の一部の App（「メール」、「App

Store」など）のアイコンには、数字（受信した項

目を示します）や感嘆符（問題を示します）付きのマークが表示されます。このような App がフォル
ダに含まれている場合は、マークがフォルダに表示されます。数字付きのマークは、未処理の項目（着
信したメールメッセージや、ダウンロードできるアップデートされた App など）の合計数を示します。
通知マークは、フォルダ内の App で発生した問題を示します。
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壁紙を追加する
イメージまたは写真をロック画面の壁紙として設定できます。第 3 世代の iPod
ム画面の壁紙を設定することもできます。iPod

touch 以降では、ホー

touch に付属のイメージ、またはコンピュータから

iPod touch に同期した写真を選択できます。
壁紙を設定する（第 3 世代の iPod touch 以降）：

1

「設定」で、「壁紙」を選択し、ロック画面やホーム画面のイメージをタップしてから、「壁紙」または
アルバムをタップします。

2

イメージまたは写真をタップして選択します。写真を選択した場合は、写真をドラッグして配置したり、
ピンチして拡大または縮小したりして、好みのレイアウトになるまで調整します。

3

「設定」をタップしてから、ロック画面やホーム画面（あるいはその両方）の壁紙として写真を使用す
るかどうかを選択します。
壁紙を設定する（第 2 世代の iPod touch）：

1
2

「設定」＞「壁紙」と選択してから、「壁紙」またはアルバムをタップします。
イメージまたは写真をタップして選択します。写真を選択した場合は、写真をドラッグして配置したり、
ピンチして拡大または縮小したりして、外観を調整します。

3

「壁紙に設定」をタップします。

入力する
オンスクリーンキーボードは、テキスト入力が必要な状況で画面に表示されます。

テキストを入力する
キーボードを使って、連絡先、メール、Web アドレスなどのテキストを入力できます。スペルミスの修
正や入力予測などの機能があり、使うたびに学習していきます。
使用している App によっては、このインテリジェントキーボードを使うと、入力中に入力候補が表示さ
れることがあります。これにより、単語のスペルミスを防ぐことができます。
テキストを入力する：

1

メモや新しい連絡先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。
はじめは人差し指だけで入力してみてください。慣れてきたら、2 本の親指を使うとさらにすばやく入
力できます。
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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。キーから指が離れるまで文字は入力されません。

前の文字を削除する
大文字を入力する

をタップします。
文字を入力する前に Shift

キーをタップします。または、

Shift キーをタッチしたあと押さえたままにし、文字までス
ライドします。
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。（「設定」＞「一
般」＞「ネットワーク」でこの機能のオン／オフを切り替
えることができます。）

Caps Lock をオンにする

Shift

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、Caps

Lock がオフになります。（「設

定」＞「一般」＞「ネットワーク」でこの機能のオン／オ
フを切り替えることができます。）
数字、句読点、または記号を表示する

キーボードに表示されない文字や記号を入力する

キーをタップします。記号
キーをタップする
数字
と、さらにほかの句読点や記号が表示されます。
同類の文字または記号をタッチしたあと押さえたままにし、
目的の文字までスライドして選択します。

辞書
iPod touch には、多くの言語の入力を支援する辞書が内蔵されています。サポートされるキーボー
ドを選択すると、対応する辞書が有効になります。
サポートされる言語のリストについては、www.apple.com/jp/ipodtouch/specs.html を参照して
ください。
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iPod touch では、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。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。

候補の単語

辞書による入力候補を使用または無視する：
m 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

iPod touch に表示され

るようになります。
参考：中国語または日本語を入力する場合は、候補のいずれかをタップします。
m 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。
また、入力済みの単語のうちスペルミスの可能性のあるものには、下線が引かれます。
スペルチェックを使用してスペルミスした単語を置き換える：下線が引かれた単語をタップしてから、
修正候補のいずれかをタップします。

正しい候補がない場合は、選択した単語を再度入力することでスペルを修正できます。単語をそのま
まにして変更しない場合は、メッセージ領域のどこかほかの場所をタップします。
自動修正およびスペルチェックのオン／オフを切り替える：「一般」＞「キーボード」と選択し、「自動
修正」のオン／オフを切り替えます。自動修正はデフォルトでオンになっています。
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編集̶カット、コピー、ペースト
タッチスクリーンを活用して、入力したテキストを簡単に変更できます。画面上の拡大鏡は、テキスト
の入力や編集で挿入ポイントを移動するときに役立ちます。選択済みのテキストに表示されるグラブ
ポイントを使って、選択範囲の拡大、縮小ができます。テキストと写真のカット、コピー、ペーストは

App 内だけではなく、複数の App の間で行えます。
挿入ポイントを配置する：拡大鏡をタッチしたまましばらく待って、挿入ポイントを目的の位置までドラッ
グします。

テキストを選択する：挿入ポイントをタップして、選択ボタンを表示します。隣接する単語を選択する
には「選択」をタップし、
すべてのテキストを選択するには「すべてを選択」を選択します。ダブルタッ
プで単語を選択することもできます。読み出し専用の書類（Web ページや受信したメールなど）では、
タッチしたまましばらく待って、単語を選択します。
選択するテキストを増減する場合は、グラブポイントをドラッグします。

テキストをカットまたはコピーする：テキストを選択し、「カット」または「コピー」をタップします。

「ペースト」をタップします。最後にカットまたはコピー
テキストをペーストする：挿入ポイントをタップし、
したテキストが挿入されます。または、テキストを選択し、「ペースト」をタップすると、テキストが置
換されます。
最後の編集を取り消す：iPod
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touch をシェイクし、「取り消す」をタップします。
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各国のキーボード
各国のキーボードを利用することで、さまざまな言語（右から左に書く言語を含む）でテキストを入力
できます。ほかの言語でテキストを入力する場合は、「設定」を使ってキーボードを追加して入力時に
利用することができます。
サポートされるキーボードのリストについては、www.apple.com/jp/ipodtouch/specs.html を参
照してください。
キーボードを追加する：

1

「設定」で、「一般」＞「キーボード」＞「各国のキーボード」と選択します。
矢印の前の数字は、現在有効になっているキーボードの数を示します。

2

「新規キーボードを追加」をタップしてから、キーボードをリストから選択します。
さらにキーボードを追加する場合は繰り返します。一部の言語では、複数のキーボードが使用可能です。
入力時にキーボードを切り替える：

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。
をタッチして押したままにして、使用可能なキーボードのリストを表示することもできます。リストか
らキーボードを選択するには、指をキーボードの名前までスライドしてから離します。

キーボードを切り替え
るには、
タップするか、
タッチして押したまま
にします

キーボードリストを編集する：
「一般」＞「キーボード」＞「各国のキーボード」と選択してから、「編
集」をタップし、以下のいずれかを実行します。
Â

キーボードを削除するには、

をタップしてから、「削除」をタップします。

Â リストを並べ替えるには、キーボードの横にある

をリスト内の新しい位置までドラッグします。

キーボードに表示されない文字、数字、または記号を入

同類の文字、数字、または記号をタッチして押さえたまま

力する

にし、目的の文字までスライドして選択します。たとえば、
タイ語の場合、該当するアラビア数字をタッチしたままに
することで、その国の数字を選択できます。

日本語テンキーを使用する

テンキーを使って読みを入力します。ほかの読みを表示す
るには、矢印キーをタップして、ウインドウから別の読み
または単語を選択します。

日本語フルキーボードを使用する

フルキーボードを使って読みをローマ字入力します。入力
中に読みの候補が表示されます。候補をタップして選択し
ます。
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顔文字を入力する

日本語かなキーボードを使用して、「^_^」キーをタップ
します。
日本語ローマ字キーボード（QWERTY- 日本語レイアウト）
を使用して、数字
をタップします。

キーをタップしてから、
「^_^」キー

中国語の（簡体字または繁体字）Pinyin または（繁体字）

Zhuyin キーボードを使用して、記号

キーをタップし

てから、「^_^」キーをタップします。
韓国語を入力する

2-Set Korean キーボードを使ってハングル文字を入力し
ます。二重子音または複合母音を入力するには、
文字をタッ
チしたまま、重ねる文字にスライドして選択します。

簡体字中国語または繁体字中国語を入力する

フルキーボードを使って漢字のピンインを入力します。入
力するたびに、漢字の候補が表示されます。候補をタップ
して選択するか、ピンインの入力を続けてほかのオプショ
ンを表示します。
スペースなしでピンインの入力を続けると、文の候補が表
示されます。

漢字を入力する

キーボードを使用して、複数の漢字キーを組み合わせて漢
字を作ります。入力するたびに、漢字の候補が表示されま
す。文字をタップして選択したり、コンポーネントを続けて
入力して（最大で 5 個まで）より多くの文字オプションを
表示したりします。

繁体字中国語（五笔画）を入力する

キーパッドを使用して、最大で 5 画を使用する漢字を正確
な書き順（左から右、上から下、外から内、内から最終画）
で作ります（たとえば、漢字「圈」は縦画「丨」で始まります）
。
入力するたびに、漢字の候補が表示されます（最もよく使
。文字をタップして
用される文字が最初に表示されます）
選択します。
正確な画が分からない場合は、アスタリスク（*）を入力
します。より多くの文字オプションを表示するには、別の
画を入力するか、文字リスト内をスクロールします。
入力したものと完全に一致する文字のみを表示するときは、
「匹配」キーをタップします。たとえば、「一一」と入力し
て「匹配」をタップすると、使用頻度の低い「二」が完
全一致として表示されます。
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繁体字中国語の注音を入力する

キーボードを使って、注音符号を入力します。入力するた
びに、漢字の候補が表示されます。候補をタップして選択
するか、注音符号の入力を続けてほかのオプションを表示
します。最初の文字を入力すると、より多くの文字が表示
されるようにキーボードが変化します。
スペースなしで注音の入力を続けると、文の候補が表示さ
れます。

iPod touch

簡体字中国語または繁体字中国語の手書き入力を使用

指で画面に直接漢字を書きます。入力中に

する

によってストロークが認識され、一致する文字がリストに表
示されます。最も近い候補が一番上に表示されます。文
字を選択すると、後続する確率の高い文字が候補として表
示されます。
一部の複雑な文字は、2 つ以上の文字を組み合わせて書
くと取得できます。たとえば、魚を入力してから巤を入力
すると、文字リストに鱲（香港国際空港の名前の一部）が
横に矢印付きで表示されます。文字をタップして、入力し
た文字を置き換えます。
簡体字中国語の場合は、英字も認識されます。

簡体字中国語と繁体字中国語を変換する

「置き換える」をタップします。
変換したい文字を選択して、

33 ページの「編集̶カット、コピー、ペースト」を参照し
てください。
ベトナム語を入力する

文字をタッチしたまま押さえて使用可能な発音区別符を表
示してから、スライドして目的のものを選択します。
次のキーの組み合わせで、発音区別符付きの文字を入力
することもできます：

Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
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aa − â
aw − ă
ee − ê
oo − ô
ow − ơ
w−ư
dd − đ
as − á
af − à
ar − ả
ax − ã
aj − ạ

簡体字中国語または繁体字中国語の手書き入力がオンのときは、次の図に示すように指で漢字を入力
できます：

タッチパッド

キーボードのレイアウト
「設定」を使用して、ソフトウェアやハードウェアのキーボードのレイアウトを設定できます。使用可能
なレイアウトはキーボード言語によって異なります。
キーボードのレイアウトを選択する：「設定」で、「一般」＞「キーボード」＞「各国のキーボード」
と選択してから、キーボードを選択します。言語ごとにオンスクリーン・ソフトウェア・キーボードと外
部ハードウェアキーボードの両方を別々に選択できます。
ソフトウェアキーボードのレイアウトによって、iPod

touch 画面のキーボードのレイアウトが決まり
ます。ハードウェアキーボードのレイアウトによって、iPod touch に接続された Apple Wireless
Keyboard のレイアウトが決まります。

Apple Wireless Keyboard を使用する
入力しやすくするために、Apple Wireless

Keyboard（別売、第 3 世代の iPod touch 以降）を使

用できます。

Apple Wireless Keyboard は Bluetooth で接続されるため、キーボードを iPod touch に登録す
touch に登録する」を参照してください。

る必要があります。
40 ページの「Bluetooth デバイスを iPod
キーボードを iPod

touch に登録すると、キーボードが通信圏内（最大約 9 メートル）にあればいつ

でも接続されます。キーボードが接続されている場合は、テキストフィールドでタップするときにオンス
クリーンキーボードが表示されません。
ハードウェアキーボードの使用時に言語を切り替える：コマンドキーを押したままスペースバーをタップ
すると、使用可能な言語のリストが表示されます。別の言語を選択するときは、再度スペースバーをタッ
プします。

iPod touch からワイヤレスキーボードを切断する：緑色のライトが消えるまで、キーボードの電源ボ
タンを押したままにします。
キーボードが通信圏外にあるときは、iPod
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iPod touch からワイヤレスキーボードの登録を解除する：「設定」で、「一般」＞「Bluetooth」と
選択し、デバイス名の横にある

をタップしてから、「このデバイスの登録を解除」をタップします。

ワイヤレスキーボードに別のレイアウトを適用することもできます。34 ページの「各国のキーボード」
および 37 ページの「キーボードのレイアウト」を参照してください。

検索する
「カレンダー」、
「ミュージック」、
「ビデオ」、
「メモ」、
「連
iPod touch では、数多くの App（「メール」、
絡先」など）を検索できます。「検索」を使用すると、App を個別に検索したり、すべての App を一
度に検索したりできます。

「検索」に移動する：メインのホーム画面で、左から右にフリックするか、ホーム
「検索」画面からホーム

ボタンを押します。

ボタンを押すと、メインのホーム画面ページに戻ります。

iPod touch を検索する：「検索」画面の検索フィールドに、テキストを入力します。入力に応じて検
その項目が開きます。
「検索」をタップすると、
キー
索結果が表示されます。リストの項目をタップすると、
ボードが消えて、さらに多くの結果が表示されます。
検索結果の横にあるアイコンで、結果が見つかった App が分かります。
以前の検索に基づいて、リストの一番上に「トップヒット」が表示される場合があります。「Safari」
の検索結果には、Web や Wikipedia の検索結果を含めることもできます。

App

検索対象

連絡先

名、姓、会社名

メール

すべてのアカウントの「宛先」、
「差出人」、および「件名」
フィールド（メッセージのテキストは検索されません）

カレンダー

イベントのタイトル、招待客、場所、メモ

ミュージックおよびビデオ

音楽（曲名、アーティスト名、アルバム名）および

Podcast、ビデオ、オーディオブックのタイトル
メモ

メモのテキスト

「検索」では、iPod

touch 内のネイティブ App およびインストールされている App の名前も検索さ

れます。したがって、App の数が多い場合は、「検索」を使用すると開きたい App を見つけやすくな
ります。
「検索」から App を開く：App 名を入力してから、検索結果から直接 App を開きます。
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「Spotlight 検索」設定を使用して、検索されるコンテンツと結果が表示される順序を指定します。

162 ページの「Spotlight 検索」を参照してください。

音声コントロール
音声コントロール（第 3 世代の iPod

touch 以降）を使用すると、音声コマンドを使って「ミュージック」

の音楽再生を制御できます。
参考：音声コントロールは一部の言語では利用できないことがあります。第 3 世代の iPod
音声コントロールを使用するには、Apple

touch で

Earphones with Remote and Mic、またはマイクが付

いた互換性のあるアクセサリが必要です。

音声コントロールを使用する：音声コントロール画面が表示され、ビープ音が聞こえるまでホームボタ
ンを押したままにします。
次に説明するコマンドを使用して、曲を再生します。
音楽再生を操作する

「再生」または「音楽を再生」と言います。一時停止する
ときは、
「一時停止」または「音楽を一時停止」と言います。
「次の曲」または「前の曲」と言うこともできます。

アルバム、アーティスト、またはプレイリストを再生する

「再生」と言った後に、「アルバム」、「アーティスト」、ま
たは「プレイリスト」と名前を言います。

現在のプレイリストをシャッフルする

「シャッフル」と言います。

現在再生中の曲の詳細を検索する

「曲名は？」、
「この曲の名前は？」、
「誰の曲？」、
または「歌っ
ているのは誰？」と言います。

Genius を使用して似ている曲を再生する

「ジーニアス」、「似ている曲を再生」、または「同じような
曲を再生」と言います。

現在の時刻を調べる

「今の時間？」、「今何時？」と言います。

音声コントロールを取り消す

「キャンセル」または「停止」と言います。

最適な結果を得るには：
Â

はっきりと自然に話します。

Â

iPod touch コマンドおよび名前のみを言います。コマンドの合間に一息つきます。

別の言語で音声コントロールを使用する方法など、Voice

Control の使用について詳しくは、
support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=ja_JP を参照してください。
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通常は、音声コントロールは

iPod touch 用に設定された（「一般」＞「言語環境」＞「言語」の設定）

言語で音声コマンドを話すように想定されています。「音声コントロール」設定では、音声コマンド用
の言語を変更できます。一部の言語は、さまざまな方言やアクセントで使用できます。
言語または国を変更する：「設定」で、「一般」＞「言語環境」＞「音声コントロール」と選択し、
言語または国をタップします。

57 ページの「iPod で音声コントロールを使用する：」を参照してください。

Bluetooth デバイス
iPod touch では、Apple Wireless Keyboard やその他の Bluetooth デバイス（Bluetooth ス
テレオヘッドフォンなど）を使用できます。サポートされる Bluetooth プロファイルについては、

support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=ja_JP を参照してください。

Bluetooth デバイスを iPod touch に登録する
警告：聴覚の損傷を避けるための重要な情報については、support.apple.com/ja_JP/

manuals/#ipodtouch の「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。
Bluetooth デバイスを使用するには、まず iPod touch に登録する必要があります。
1

Bluetooth ヘッドセット、カーキット、その他のデバイスを iPod touch に登録する：
デバイスに付属の説明書に従って、ほかの Bluetooth デバイスから検出されるように設定するか、ま
たはほかの Bluetooth デバイスを検索するように設定します。

2

「設定」で、「一般」＞「Bluetooth」と選択して、「Bluetooth」をオンにします。

3 iPod touch でデバイスを選択して、パスキーまたは PIN 番号を入力します。デバイスに付属のパス
キーまたは PIN に関する説明書を参照してください。
ヘッドフォンを登録すると、iPod
ときに、画面に製品名と
には、

touch でオーディオまたはビデオの再生コントロールを表示している

が表示されます。内蔵スピーカーなどの別のオーディオ出力に切り替える

をタップします。

Apple Wireless Keyboard を iPod touch に登録する：
1 「設定」で、「一般」＞「Bluetooth」と選択して、「Bluetooth」をオンにします。
2 Apple Wireless Keyboard の電源ボタンを押してオンにします。
3 iPod touch で、「デバイス」の下に表示されるキーボードを選択します。
4

指示に従ってキーボード上でパスキーを入力して、Return キーを押します。
参考：iPod

touch には一度に 1 つの Apple Wireless Keyboard だけを登録できます。別のキーボー

ドを登録するには、まず現在のキーボードの登録を解除する必要があります。
詳しくは、37 ページの「Apple Wireless
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Keyboard を使用する」を参照してください。

Bluetooth の状況
Bluetooth アイコンは、画面上部の iPod touch ステータスバーに表示されます：
Â

または

：Bluetooth がオンになっていて、デバイスが

iPod touch に接続されています。（色

はステータスバーの現在の色によって決まります。）
Â

：Bluetooth はオンになっていますが、デバイスが接続されていません。デバイスを

iPod touch に登録している場合は、そのデバイスが通信圏内にないか、オフになっている可能性
があります。
Â

Bluetooth アイコンなし：Bluetooth がオフです。

Bluetooth デバイスを iPod touch から登録解除する
これ以上

iPod touch で Bluetooth デバイスを使用しない場合は、Bluetooth デバイスの登録を解

除できます。

1

Bluetooth デバイスを登録解除する：
「設定」で、「一般」＞「Bluetooth」と選択して、「Bluetooth」をオンにします。

2

デバイス名の横にある

をタップしてから、「このデバイスの登録を解除」をタップします。

バッテリー
iPod touch には、充電式バッテリーが内蔵されています。 バッテリーはユーザ自身が取り扱うことは
できません。交換できるのは、正規サービスプロバイダのみです。

バッテリーを充電する
警告：iPod

touch の充電に関する重要な安全情報については、support.apple.com/ja_JP/
manuals/#ipodtouch の「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。
画面の右上にあるバッテリーのアイコンは、バッテリーレベルまたは充電の状態を示しています。

充電中

充電済み

バッテリーを充電して iPod touch を同期する：付属の Dock コネクタ（USB ケーブル用）を使って、

iPod touch をコンピュータに接続します。
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重要：電源を切ったコンピュータ、またはスリープモードかスタンバイモードのコンピュータに

iPod touch を接続すると、iPod touch のバッテリーが充電されずに消耗してしまうことがあります。
iPod touch 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 Apple USB Power Adapter（Apple USB 電源アダプタ）を使って iPod touch を充電す
ることもできます。
重要：iPod

touch 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
touch 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。iPod touch 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

ります。これは、iPod

電池が少ないことを知らせる画像が表示されます。

または

バッテリー寿命を最大限に延ばす
iPod touch では、リチウムイオンバッテリーが使用されます。iPod touch の製品寿命やバッテリー
寿命を最大限に延ばす方法について詳しくは、www.apple.com/jp/batteries を参照してください。
バッテリーを交換する
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。iPod

touch のバッテリーはユーザ自身では交換できません。交換できるの
は、正規サービスプロバイダのみです。詳しくは、www.apple.com/jp/support/ipod/service/
battery を参照してください。

セキュリティ機能
セキュリティ機能は、ほかのユーザが

iPod touch 上の情報にアクセスできないように保護する場合

に役立ちます。

パスコードとデータ保護
iPod touch の電源を入れたり、スリープ解除したりするたびに、パスコードを入力する必要があるよ
うに設定できます。
パスコードを設定する：「設定」＞「一般」＞「パスコードロック」と選択し、4 桁のパスコードを入
力してから、確認のためにそのパスコードをもう一度入力します。iPod

touch から、パスコードを入

力してロックを解除するか、パスコードロックの設定を表示するように求められます。
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パスコードを設定することで、データ保護が有効になります（第 3 世代の iPod

touch 以降）。データ
touch に保存されたメールメッセージや添付ファイルを暗号化するための鍵として、
パスコードが使用されます。（データ保護は、App Store で入手可能な App で使用される場合もあり
保護では、iPod

ます。）「設定」の「パスコードロック」画面の下部に表示される通知で、データ保護が有効であるこ
とが分かります。

iPod touch のセキュリティを強化するには、「簡単なパスコード」をオフにして、英数字、句読点、
および特殊文字を組み合わせた長いパスコードを使用します。162 ページの「パスコードロック」を
参照してください。
重要：出荷時に iOS

4 以降が搭載されていない 第 3 世代の iPod touch では、データ保護を有効に
するために iOS ソフトウェアを復元する必要があります。209 ページの「iPod touch の復元」を参
照してください。

iPod touch を探す
「iPod

touch を探す」（一部の国や地域では使用できません）は、Web ブラウザからインターネット
経由で iPod touch を探して回収するのに役立つ機能です。「iPod touch を探す」では次のことを
行うことができます：
Â

探す：コンピュータ上のフルスクリーンマップ上で iPod

Â メッセージを表示する／サウンドを再生する：iPod

touch を探します

touch 画面に表示するメッセージを作成したり、

サウンドを最大音量で 2 分間再生したりできます（着信／サイレントスイッチがサイレントに設定さ
れている場合でも再生できます）
Â リモートパスコードロック：離れた場所から iPod

touch をロックして 4 桁のパスコードを作成でき

ます（以前に設定したことがなくてもかまいません）
Â リモートワイプ：iPod

touch 上のすべてのメディアやデータを消去し、工場出荷時の設定に復元で

きます。
参考：「iPod

touch を探す」には MobileMe アカウントが必要です（国や地域によっては利用でき

ないことがあります）。MobileMe は、登録すると利用できるオンラインサービスです。詳細について
は www.apple.com/jp/mobileme を参照してください。
これらの機能を有効にするには、MobileMe アカウントの設定で、「iPod

touch を探す」をオンにし

ます。20 ページの「MobileMe アカウントを設定する」を参照してください。
「iPod touch を探す」を使用する：www.me.com で MobileMe アカウントにログインし、
「iPhone を探す」セクションに移動します。画面上の指示に従ってマップ上でデバイスを探してから、
「iPod
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iPod touch を清掃する
iPod touch がインク、染料、化粧品、ほこり、食べ物、油、ローションなどの汚れの原因となるも
のに接触した場合は、すぐに清掃してください。iPod touch を清掃するときは、すべてのケーブル
を取り外し、iPod touch の電源を切ってください（スリープ／スリープ解除のオン／オフボタンを押
したまま、画面に表示されたスライダをスライドします）。次に、柔らかくけば立たない布を水で湿ら
せて使用してください。開口部に水が入らないように注意してください。iPod

touch 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。

iPod touch の取り扱いについて詳しくは、support.apple.com/ja_JP/manuals/#ipodtouch の
「iPod touch 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。

iPod touch を再起動する／リセットする
機能が正しく動作しない場合は

iPod touch を再起動したり、App を強制終了したり、iPod touch

をリセットしてみたりします。

iPod touch を再起動する：スリープ／スリープ解除のオン／オフボタンを赤いスライダが表示され
touch の電源を切ります。もう一度
iPod touch の電源を入れるときは、スリープ／スリープ解除のオン／オフボタンを Apple ロゴが表

るまで押したままにします。指でスライダをスライドして、iPod
示されるまで押したままにします。

iPod touch の電源を切ることができない場合や、問題が解決しない場合は、iPod touch のリセッ
touch の電源を切って入れ直しても問題が解決しな

トが必要な場合があります。 リセットは、iPod
い場合にのみ実施してください。

App を強制終了する：スリープ／スリープ解除のオン／オフボタンを数秒間、赤いスライダが表示さ
れるまで押したままにします。次に、App が終了するまでホームボタンを押したままにします。
第 3 世代の iPod

touch 以降では、履歴リストから App を削除して強制的に終了させることもできま

す。23 ページの「App を開いて切り替える」を参照してください。

iPod touch をリセットする：スリープ／スリープ解除のオン／オフボタンとホームボタンを、Apple
ロゴが表示されるまで同時に 10 秒以上押したままにします。
問題の解決方法について詳しくは、207 ページの付録「サポートおよびその他の情報」を参照してく
ださい。
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同期とファイル共有

同期について
同期とは、ある場所で行われた変更を別の場所にコピーすることによって、コンピュータまたはオンラ
インアカウントから iPod

touch に情報をコピーし、その情報を「同期」させることです。

次の情報を同期するときは、コンピュータ上で「iTunes」を使用します：
Â

連絡先、カレンダー、ブラウザブックマーク、およびメモ

Â

iOS App

Â

音楽、ムービー、その他の iTunes コンテンツ

Â

写真とビデオ

デフォルトでは、iPod

touch をコンピュータに接続すると同期が実行されます。

また、MobileMe、Microsoft

Exchange、Google、Yahoo! などのオンライン・サービス・プロ
iPod touch を構成することもできます。これらのサー

バイダを使ってアカウントにアクセスするように
ビスの情報は無線経由で同期されます。

アカウントを同期する
MobileMe、Microsoft Exchange、Google、Yahoo! などのオンラインサービスプロバイダは、
Wi-Fi インターネット接続（無線）経由で連絡先、カレンダー、ブラウザブックマーク、メモ（第 3 世
代の iPod touch 以降）などの情報を同期するので、iPod touch をコンピュータに接続する必要は
ありません。無線経由でのメモの同期は、第 3 世代の iPod touch 以降で利用できます。
サービスプロバイダによっては（MobileMe や Microsoft

Exchange など）、情報のアップデートが

「プッシュ」されます。つまり、情報が変更されると同期が実行されます。「データの取得方法」の「プッ
シュ」設定をオンにする必要があります（デフォルトではオンです）。発生した変更を定期的に「フェッ
チ」することによって同期するプロバイダもあります。この頻度を設定するときは、「フェッチ」設定を
使用します。171 ページの「新しいデータを取得する」を参照してください。

iPod touch 上でアカウントを設定する方法については、19 ページの「メール、連絡先、およびカレ
ンダーのアカウントを追加する」を参照してください。
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iTunes と同期する
「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

ミュージック

Â

ムービー

Â

テレビ番組

Â

App Store からダウンロードしたゲームおよび App

Â

ミュージックビデオ

Â

Podcast

Â

ブックおよびオーディオブック

Â

iTunes U コレクション

Â

写真およびビデオ（お使いのコンピュータのフォトアプリケーションまたはフォルダ内）

Â

連絡先̶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 メモ
Â メールアカウント設定
Â

Web ページのブックマーク

iPod touch 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。
ミュージック、オーディオブック、Podcast、ブック、iTunes

U コレクション、ビデオ、および App 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、iTunes Store（国
や地域によっては利用できないことがあります）でコンテンツを簡単にプレビューし、「iTunes」に
ダウンロードできます。また、お持ちの CD から iTunes ライブラリに音楽を追加することもできます。
「iTunes」および iTunes Store 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。
連絡先、カレンダー、メモ、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（次のセクションを参照してください）と同期されます。連絡先とカレンダーは、コンピュータと

iPod touch の間で双方向で同期されます。iPod touch で新しく作成した項目や変更した内容はコ
ンピュータに同期され、コンピュータからも同様に同期されます。メモおよび Web ページのブックマー
クも双方向で同期されます。写真およびビデオはアプリケーションまたはフォルダから同期できます。
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 iPod
にのみ行われます。つまり、iPod

touch への一方向
touch 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。
参考：iPod

touch 上に直接メールアカウントを設定することもできます。「メール、連絡先、および

カレンダーのアカウントを追加する」を参照してください。

iPod touch で iTunes Store または App Store で購入した商品は、iTunes ライブラリに同期され
Store で購入、ダウンロードしてから iPod touch へ同期することも

ます。コンピュータ上の iTunes
可能です。
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コンピュータ上の特定の項目だけを同期するように、iPod

touch を設定できます。たとえば、特定の

音楽プレイリストだけを同期したり、まだ見ていないビデオ Podcast だけを同期したりできます。
重要：iPod

touch を接続する前に、コンピュータ上の自分のユーザアカウントを使ってログインして

ください。
「iTunes」との同期を設定する：
1 iPod touch をコンピュータに接続し、「iTunes」を開きます。

2

「iTunes」の「デバイス」リストで、iPod

3

各設定パネルで同期の設定をします。

touch を選択します。

各パネルについては、次のセクションを参照してください。

4

画面の右下にある「適用」をクリックします。
デフォルトでは「この

iPod touch の接続時に iTunes を開く」が選択されています。

iTunes の iPod touch 設定パネル
以下のセクションでは、iPod

touch 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。

参考：iTunes ライブラリ内のコンテンツのタイプによっては、「iTunes」にさらにほかのパネルのボ
タンが表示されることがあります。
「概要」パネル
「この

iPod touch の接続時に iTunes を開く」を選択すると、iPod touch をコンピュータに接続し

たときに「iTunes」が自動的に起動して同期を実行します。「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。詳しくは、50 ページの「iTunes
の自動同期」を参照してください。
同期中に iTunes ライブラリ内でチェックマークが付いていない項目をスキップしたい場合は、「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。
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「高
同期中にサイズの大きいオーディオファイルを標準の iTunes オーディオ形式に変換したい場合は、
ビットレートの曲を 128

kbps AAC に変換」を選択します。

「ミュージック」および「ビデオ」設定パネルで自動同期をオフにする場合は、「音楽とビデオを手動で
管理」を選択します。51 ページの「コンテンツを手動で管理する」を参照してください。
「iTunes」でバックアップしたときにお使いのコンピュータに保存された情報を暗号化するには、
「iPod
のバックアップを暗号化」を選択します。暗号化されたバックアップは鍵
報を iPod

アイコンで示されます。情

touch に復元するには、パスワードが必要です。207 ページの「iPod touch のバックアッ

プを作成する」を参照してください。
アクセシビリティ機能（第 3 世代の iPod
設定」をクリックします。192 ページの第

touch 以降）をオンにするには、「ユニバーサルアクセスを
27 章「アクセシビリティ」を参照してください。

「App」パネル
「App」パネルでは App

Store App の同期、iPod touch ホーム画面での App の配置、または
iPod touch とコンピュータ間での書類のコピーができます。
iPod touch App と同期するときは、「新しい
App を自動的に同期」を選択します。iPod touch 上で App を削除してしまった場合、削除の前に
同期されていれば「App」画面から再インストールできます。
別のデバイスからダウンロードまたは同期した新しい

iPod touch 上にファイル共有をサポートする App で書類を作成してから、その書類をコンピュータ
touch へ書類をコピーして、ファイル共有をサポー
トする App で使用できます。52 ページの「ファイル共有」を参照してください。
にコピーできます。また、コンピュータから iPod

「ミュージック」、「ムービー」、「テレビ番組」、「Podcast」、「iTunes U」、「ブック」パネル
これらのパネルでは、同期したいメディアを指定します。すべてのミュージック、ムービー、テレビ番組、

Podcast、iTunes U コレクション、ブック、およびオーディオブックを同期するか、あるいは利用した
いコンテンツだけを選択できます。
「iTunes」でプレイリストフォルダ（プレイリストのコレクション）を作成する場合は、フォルダとその
プレイリストを iPod

touch に同期します。プレイリストフォルダを直接 iPod touch に作成すること

はできません。
聞いている途中の Podcast またはオーディオブックがある場合は、「iTunes」とコンテンツを同期す
るときに、中断した位置も取り込まれます。それらを iPod

touch で再生するときは、コンピュータの

「iTunes」で中断した位置を選択できます。これは、逆方向の同期でも同様になります。
コンピュータ上のレンタルムービーを iPod
パネルを使って iPod

touch で視聴したい場合は、「iTunes」の「ムービー」
touch に同期します。

iPod touch 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 iPod touch
touch がサポートするフォーマットについては、www.apple.com/jp/
ipodtouch/specs.html を参照してください。

に同期されます。iPod

重要：「iTunes」から項目を削除した場合、その項目は次回の同期時に
れます。
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iPod touch からも削除さ

「写真」パネル
「Aperture」または「iPhoto 4.0.3」以降を使って写真を同期し、
「iPhoto 5」以降を使っ
Mac では、
Photoshop Elements 8.0」以降を使って
写真を同期できます。また、Mac または PC 上の画像が保存されているフォルダから写真とビデオを

てビデオを同期することができます。PC では、「Adobe
同期できます。
「情報」パネル

「情報」パネルでは、連絡先、カレンダー、メールアカウント、および Web ブラウザの同期を設定で
きます。
Â

連絡先

Mac では Mac OS X の「アドレスブック」、「Yahoo! アドレスブック」、Google 連絡先、
（「Outlook
「Windows アドレス帳」
Windows PC では「Yahoo! アドレスブック」、Google 連絡先、
Express」）、Windows Vista と Windows 7 の「アドレス帳」、「Microsoft Outlook 2003」、
「Microsoft Outlook 2007」、「Microsoft Outlook 2010」などのアプリケーションと連絡先を
同期できます。（Mac では、複数のアプリケーションと連絡先を同期できます。Windows PC では、
一度に 1 つのアプリケーションと連絡先を同期できます。）
「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。
Â

カレンダー

Mac では「iCal」、Windows PC では「Microsoft Outlook 2003」、「Microsoft Outlook
「Micirosoft Outlook 2010」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
2007」、
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。Windows PC では、一度に 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。）
Â

Web ブラウザ
Mac では「Safari」、PC では「Safari」または Microsoft 社の「Internet Explorer」からブックマー
クを同期できます。

Â メモ

iPod touch 上の「メモ」 App のメモは、Mac では「Mail」、Windows PC では「Microsoft
Outlook 2003」、「Microsoft Outlook 2007」、または「Microsoft Outlook 2010」のメモと
同期します。
Â 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「Microsoft

「Microsoft
Outlook 2003」、
「Microsoft Outlook 2010」、または「Outlook Express」から同期できます。
Outlook 2007」、
アカウント設定の転送は、コンピュータから iPod touch 方向にのみ行われます。iPod touch で

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。
参考：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。そのため、同期
することはできず、iPod

「設定」で「メール / 連絡先 / カレンダー」
touch で入力する必要があります。

を選択し、Yahoo! アカウントをタップして、パスワードを入力します。
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Â

詳細
これらのオプションを使って、次回の同期のときに

iPod touch 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。

iTunes の自動同期
デフォルトでは、「iTunes」に接続すると iPod
コンピュータ以外のコンピュータに

touch の同期が実行されます。いつも同期している
iPod touch を接続するときに、iPod touch が同期されないよう

にすることができます。

iPod touch の自動同期をオフにする：
1 iPod touch をコンピュータに接続します。
2

「iTunes」の「デバイス」リストで iPod

3

「この

touch を選択してから、画面上部の「概要」をクリックします。

iPod touch の接続時に iTunes を開く」を選択解除します。

自動同期がオフになっていても、「同期」ボタンをクリックして同期を行うことができます。
すべての iPod、iPhone、および iPad の自動同期をオフにする：

1

「iTunes」で、
「iTunes」＞「環境設定」
（Mac の場合）と選択するか、
「編集」＞「設定」
（PC の場合）
と選択します。

2

「デバイス」をクリックし、「iPod、iPhone、および iPad を自動的に同期しない」を選択します。
このチェックボックスが有効に設定されていると、「概要」パネルで「この

iPod touch の接続時に

iTunes を開く」が選択されていても iPod touch は同期されません。
設定を変更せずに一時的に自動同期しないようにする：「iTunes」を開き、コマンド +Option キー
（Mac の場合）または Shift+Ctrl キー（PC の場合）を押したまま iPod
続し、サイドバーに

touch をコンピュータに接

iPod touch が表示されるまでそのままにします。

「iTunes」のサイドバーで iPod
手動で同期する：

touch を選択して、ウインドウの右下にある「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。
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コンテンツを手動で管理する
手動で管理する場合は、iPod

touch に保存したい音楽、ビデオ、および Podcast だけを選択できます。

コンテンツを手動で管理するように iPod touch を設定する：

1 iPod touch をコンピュータに接続します。
2

「iTunes」のサイドバーで、iPod

touch を選択します。

3

画面上部の「概要」をクリックし、「音楽とビデオを手動で管理」を選択します。

4

「適用」をクリックします。

iPod touch に項目を追加する：iTunes ライブラリ内の曲、ビデオ、Podcast、またはプレイリスト
iPod touch にドラッグします。一度に複数の項目を選択して追加するときは、Mac
の場合は Shift キーまたはコマンドキーを押したままクリックし、Windows の場合は Control キーを

をサイドバーの

押したままクリックします。
「iTunes」によってすぐにコンテンツが同期されます。「音楽とビデオを手動で管理」の選択を解除し
た場合、手動で追加したコンテンツは次回「iTunes」でコンテンツが同期されるときに

iPod touch

から削除されます。

iPod touch から項目を削除する：iPod touch をコンピュータに接続した状態で、「iTunes」のサ
touch を選択し、開閉用三角ボタンをクリックしてコンテンツを表示します。「ミュー

イドバーで iPod

ジック」や「ムービー」などのコンテンツ領域を選択し、削除したい項目を選択して、キーボードの

Delete キーを押します。
iPod touch から項目を削除しても、その項目は iTunes ライブラリからは削除されません。
参考：コンテンツを手動で管理した場合は、Genius は機能しません。60 ページの「iPod

touch で

Genius を使用する」を参照してください。

購入したコンテンツを別のコンピュータに転送する
iPod touch 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 ライブラリに転送できます。お使いの Apple アカウントからコンテンツを再生
するには、
コンピュータが認証されている必要があります。コンピュータを認証するには、
そのコンピュー
タで「iTunes」を開き、「Store」＞「コンピュータを認証」と選択します。
購入したコンテンツを転送する：iPod
イル」＞「購入した項目を iPod
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ファイル共有
ファイル共有を使って、iPod

touch とコンピュータ間でファイルを転送できます。互換性のある App

で作成され、サポートされる形式で保存されたファイルを共有できます。
ファイル共有をサポートする App は、「iTunes」の「ファイル共有 App の一覧」で確認できます。
各 App の書類リストに、iPod

touch 上にあるファイルが表示されます。ファイル共有の方法につい

ては各 App のマニュアルを参照してください。この機能がサポートされない App もあります。

iPod touch からコンピュータにファイルを転送する：
1 iPod touch をコンピュータに接続します。
2

「iTunes」の「デバイス」リストで iPod

touch を選択してから、画面上部の「App」をクリックします。

3

「ファイル共有」セクションの左側にあるリストから App を選択します。

4

右側で、転送するファイルを選択してから、「保存先」をクリックしてコンピュータ上の保存先を選択し
ます。

コンピュータから iPod touch にファイルを転送する：
1 iPod touch をコンピュータに接続します。

2

「iTunes」の「デバイス」リストで iPod

touch を選択してから、画面上部の「App」をクリックします。

3

「ファイル共有」セクションで、「追加」をクリックします。

4

ファイルを選択してから、「選択」（Mac）または「OK」（PC）をクリックします。
ファイルがデバイスに転送されたら、そのファイルタイプをサポートする App を使って開くことができ
ます。複数のファイルを転送する場合は、追加ファイルを 1 つずつ選択してください。

iPod touch からファイルを削除する：「ファイル」リストでファイルを選択してから、「削除」をタップ
します。
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ミュージックおよびビデオ

5

ミュージックおよびビデオ App を使って、
お気に入りの音楽、
ワイドスクリーンビデオなどを楽しみましょ
う。iPod

touch 上のコンテンツをプレイリスト、アーティスト、曲、ビデオなどのカテゴリ別にブラウ
ズしたり、Cover Flow を使ってアルバムアートワークをブラウズしたりしましょう。

音楽、ビデオ、その他のメディアを取り込む
音楽、ビデオなどのコンテンツを iPod
Â

touch に取り込むには、以下の 2 通りの方法があります：

コンピュータ上の「iTunes」からコンテンツを同期することによって、音楽、ビデオ、その他の
メディアを iPod

touch に転送します。すべてのメディアを同期することも、特定の曲、ビデオ、
Podcast、および iTunes U コレクションを選択することもできます。46 ページの「iTunes と同期

する」を参照してください。
Â

iPod touch で iTunes Store を使うと、曲、アルバム、テレビ番組、ムービー、ミュージックビデオ、
touch に直接ダウンロードします。オーディオ Podcast
やビデオ Podcast だけでなく、iTunes U コンテンツのストリーム再生やダウンロードもできます。
Podcast やテレビ番組を視聴した後に、埋め込まれているリンクをタップすることで iTunes Store
からほかのエピソードを入手できます。142 ページの第 21 章「iTunes Store」を参照してください。

およびオーディオブックを購入し、iPod

音楽およびその他のオーディオ
iPod touch の高解像度マルチタッチディスプレイで、音楽を映像と共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、Cover Flow でアルバムアートワークをブラウズすることができます。
オーディオは、内蔵スピーカー、ヘッドフォンポートに接続したヘッドフォン、または無線登録した

Bluetooth で聴くことができます。ヘッドフォンを接続または登録すると、スピーカーから音が聞こえ
なくなります。
警告：聴覚の損傷を避けるための重要な情報については、support.apple.com/ja_JP/

manuals/#ipodtouch 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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曲とその他のオーディオを再生する
iPod touch 上のコンテンツをプレイリスト、アーティスト、曲、ビデオなどのカテゴリ別にブラウズ
したり、Cover Flow を使ってアルバムアートワークをブラウズしたりできます。プレイリストフォルダ
（「iTunes」から同期できます）では、プレイリストをグループに整理できます。
コレクションをブラウズする：
「プレイリスト」、
「アーティスト」、
または「曲」をタップします。「アルバム」、
「オーディオブック」、
「コンピレーション」、
「作曲者」、
「ジャンル」、
「iTunes

「Podcast」、または「ビ
U」、

デオ」をブラウズするときは、「その他」をタップします。
画面の下にあるブラウズボタンを、自分が頻繁に使うボタンと置き換えることができます。66 ページの
「ブラウズボタンを変更する」を参照してください。
ほかの Podcast エピソードを入手する：
「Podcast」をタップ（「Podcast」が表示されていない場合は、
「その他」を最初にタップ）してから Podcast をタップすると、
エピソードのリストが表示されます。「さ
らにエピソードを入手」をタップすると、iTunes

Store 内のほかのエピソードのリストが表示されます。

「Genius」をタップ（「Genius」が表示されていない場合は、
「その他」
Genius Mix をブラウズする：
を最初にタップ）します。「Genius」が表示されない場合、「iTunes」で Genius をオンにしてから

iPod touch を「iTunes」に同期する必要があります。60 ページの「iPod touch で Genius を使
用する」を参照してください。
曲を再生する：曲をタップします。
シェイクしてシャッフルする：シャッフルをオンにして曲を変更するには、iPod

touch をシェイクします。

シェイクすれば、いつでも別の曲に変更されます。
「設定」＞「ミュージック」で、
「シェイクでシャッフル」のオン／オフを切り替えることができます（デフォ
ルトではオンになっています）。167 ページの「ミュージック」を参照してください。

オーディオの再生を制御する
曲を再生しているときには、「再生中」画面が表示されます。
戻る
トラックリスト

再生／一時停止

次へ／早送り

前へ／

音量

巻き戻し
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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。

音量を上げる／下げる

音量スライダをドラッグするか、iPod

touch の横にある

ボタンを使用します。
オーディオブックまたは Podcast の、曲またはチャプタを

をタップします。

再生する
オーディオブックもしくは Podcast で次の曲／チャプタに

をタップします。

移動する
オーディオブックもしくは Podcast で前の曲／チャプタに

を 2 回タップします。

移動する
巻き戻し／早送り

または

を押したままにします。長く押し続けるほ

ど、曲の巻き戻しまたは早送り速度が上がります。

iPod ブラウズリストに戻る

をタップするか、またはアルバムアートワークの上で
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。

曲の歌詞を表示する

（歌詞
曲の再生中にアルバムアートワークをタップします。
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。
）

別の App またはロック画面からオーディオ再生コントロールを表示する（第 3 世代の iPod touch
以降）：ホーム

ボタンをダブルクリックしてから、画面下部を左から右にフリックします。

これらのコントロールでは、現在再生中の App または最後に再生された App（オーディオが一時停
止の場合）が操作されます。右側にアクティブな App のアイコンが表示されます。そのアイコンをタッ
プすると、App を開くことができます。

iPod touch がロックされていて音楽が再生中の場合には、「ホーム」ボタンをダブルクリックしてくだ
さい。
参考：第 2 世代の iPod

touch で、別の App を使いながら音楽を聴いている場合、または
iPod touch がロックされている場合は、ホーム ボタンをダブルクリックすることで再生コントロー
ルを表示できます。
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その他のオーディオコントロール
その他のコントロールを表示するには、「再生中」画面でアルバムアートワークをタップします。
リピート、Genius、シャッフルの各コントロールとスクラブバーが表示されます。経過時間、残り時間、
曲番号を見ることができます。「iTunes」で曲に歌詞を追加した場合には、曲の歌詞も表示されます。
スクラブバーを使うと、
タイムライン上の好きな位置に移動できます。スクラブバーの再生ヘッドをドラッ
グするときに指を下方向にスライドすると、スクラブ速度を高速から細かく調整できます。
Genius

リピート

スクラブバー

シャッフル

再生ヘッド

曲をリピートするよう iPod touch を設定する

をタップします。
をもう一度タップすると、現在再
生中の曲だけをリピートするように iPod touch が設定さ
れます。

= 現在再生中のアルバムまたはリスト内のすべての曲
をリピートします。
= 現在再生中の曲をリピートします。
= 曲はリピートされません。
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。
指を下方向にスライドして、スクラブ速度を調整します。
指を下方向に大きくスライドするほど、スクラブ速度が遅く
なります。

Genius プレイリストを作成する

をタップします。Genius プレイリストが表示されます。
表示されるボタンを使って、新しい Genius プレイリスト
を作成したり、現在のプレイリストを更新したり、プレイリ
ストを保存したりできます。60 ページの「iPod

touch で

Genius を使用する」を参照してください。
曲をシャッフルするよう iPod touch を設定する

をタップします。
をもう一度タップすると、順番通
りに曲を再生するように iPod touch が設定されます。

= 曲をシャッフル再生します。
= 曲を順番通りに再生します。
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、iPod

touch 内の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。

iPod touch 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、iPod

touch はそのリストの曲をランダムに再生

します。
歌詞を隠す

「設定」で「ミュージック」を選択してから、「歌詞 /

Podcast 情報」をオフに切り替えます。
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Podcast とオーディオブックのコントロール
再生を開始すると、「再生中」画面に追加のコントロールや情報が表示されます。
メール、30 秒リピート、再生速度の各コントロールとスクラブバーが表示されます。経過時間、残り時間、
曲番号、エピソード、チャプタ番号を見ることができます。
スクラブバーを使うと、
タイムライン上の好きな位置に移動できます。スクラブバーの再生ヘッドをドラッ
グするときに指を下方向にスライドすると、スクラブ速度を高速から細かく調整できます。
30 秒リピート

メール

再生速度

スクラブバー

再生ヘッド

この Podcast へのリンクをメールで送信する：
好きな場所に移動する

をタップします。
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。
指を下方向にスライドして、スクラブ速度を調整します。
指を下方向に大きくスライドするほど、スクラブ速度が遅く
なります。
をタップします。

最後の 30 秒を再生する

をタップします。再度タップして、速度を変更します。

再生速度を設定する

= 2 倍の速度で再生します。
= 半分の速度で再生します。
= 通常の速度で再生します。
コントロールの表示／非表示を切り替える

画面の中央をタップします。

Podcast 情報を隠す

「設定」で「ミュージック」を選択してから、「歌詞 /

Podcast 情報」をオフに切り替えます。

iPod で音声コントロールを使用する：
音声コントロール（第 3 世代の iPod

touch 以降）を使用して、iPod touch の音楽再生を制御でき

ます。
参考：第 3 世代の iPod

touch では、Apple Earphones with Remote and Mic、またはマイク

が付いた互換性のあるアクセサリが必要です。音声コントロールは一部の言語では利用できないこと
があります。
音声コントロールを使用する：音声コントロール画面が表示され、ビープ音が聞こえるまでホーム
ボタンを押したままにします。次に、以下で説明するコマンドを使用して、曲を再生します。
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音楽再生を操作する

「再生」または「音楽を再生」と言います。一時停止する
ときは、
「一時停止」または「音楽を一時停止」と言います。
「次の曲」または「前の曲」と言うこともできます。

アルバム、アーティスト、またはプレイリストを再生する

「再生」と言った後に、「アルバム」、「アーティスト」、ま
たは「プレイリスト」と名前を言います。

現在のプレイリストをシャッフルする

「シャッフル」と言います。

現在再生中の曲の詳細を検索する

「曲名は？」、
「この曲の名前は？」、
「誰の曲？」、
または「歌っ
ているのは誰？」と言います。

Genius を使用して似ている曲を再生する

「ジーニアス」、「似ている曲を再生」、または「同じような
曲を再生」と言います。

音声コントロールを取り消す

「キャンセル」または「停止」と言います。

アルバムアートワークを Cover Flow でブラウズする
音楽をブラウズするときは、iPod touch を横向きにして iTunes コンテンツを Cover Flow 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。
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アルバムアートワークをブラウズする

左または右にドラッグします。

アルバムのトラックを表示する

アルバムアートワークまたは
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をタップします。

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。

アルバムアートワークに戻る

タイトルバーをタップします。または
します。
または

現在の曲を再生または一時停止する

をもう一度タップ

をタップします。

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：「再生中」画面で、

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。アルバムアートワークのサムネールをタップして、再生中画面に
戻ります。
レートバー

再生中画面に
戻る

アルバムトラック

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。「iTunes」のレートを使えば、最高のレー
トを付けた曲が含まれるスマートプレイリストなど、条件に合わせて自動的にアップデートされるスマー
トプレイリストを作成できます。
曲にレートをつける：指でレートバーをドラッグして、ゼロから 5 つまでの星を付けます。

オーディオコンテンツを検索する
曲のタイトル、アーティスト、アルバム、および作曲者、Podcast、iPod

touch と同期したそのほか

のコンテンツを検索できます。

音楽を検索する：曲リスト、プレイリスト、アーティストリストなどの iPod コンテンツの表示の一番上
にある検索フィールドに、テキストを入力します。（ステータスバーをタップしてリストの一番上まです
ばやくスクロールし、検索フィールドを表示します。）
入力に応じて検索結果が表示されます。「検索」をタップすると、キーボードが消えて、さらに多くの
結果が表示されます。
オーディオコンテンツはホーム画面からの検索の対象です。38 ページの「検索する」を参照してくだ
さい。

第 5章

ミュージックおよびビデオ

59

iPod touch で Genius を使用する
Genius では、同じテイストの曲が iTunes ライブラリから収集されます。Genius プレイリストは、
自分でライブラリから選択した曲とテイストが合うようにピックアップされた曲のコレクションです。

Genius Mix は、同じ種類の音楽で揃えた曲のコレクションです。Genius Mix は聴くたびに作り直さ
れるので、常に新鮮です。
「iTunes」で作成した Genius プレイリストを iPod

touch に同期することができます。iPod touch

上で直接 Genius プレイリストを作成して保存することもできます。

Genius Mix は「iTunes」で自動的に作成されます。「iTunes」では、iTunes ライブラリ内にあ
る音楽の多様さに従って異なるミックスが作成されます。たとえば、R&B の曲を中心にした Genius

Mix が作成されることもあれば、オルタナティブロックの曲を中心にした Genius Mix が作成される
こともあります。

iPod touch で Genius を使用するには、まず「iTunes」で Genius をオンにしてから、
iPod touch を「iTunes」に同期する必要があります。Genius Mix は、手動で音楽を管理して
「iTunes」で同期するミックスを選ぶ場合以外は、自動的に同期されます。Genius は無料のサービ
スですが、Apple アカウントが必要です。
Genius Mix を同期する場合、「iTunes」によって、手動で同期するように選択していない曲をライブ
ラリから選択して同期する場合があります。
「Genius」をタップ（「Genius」が表示されていない場合は、
「その他」
Genius Mix をブラウズする：
を最初にタップ）します。画面下部のドットの数によって、「iTunes」から同期されたミックスの数が
示され、表示しているミックスが示されます。ほかのミックスにアクセスするには、左または右にフリッ
クします。

Genius Mix を再生する：ミックスをタップするか、または
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をタップします。

iPod touch 上で Genius プレイリストを作成する：
1

「プレイリスト」をタップ（「プレイリスト」が表示されていない場合は、
「その他」を最初にタップ）し、
「Genius プレイリスト」をタップします。

2

リストで曲をタップします。その曲と同じテイストのほかの曲が収集されて、プレイリストが作成され
ます。
再生中の曲と同じテイストの Genius プレイリストを作成することもできます。「再生中」画面でアルバ
ムアートワークをタップすると、別のコントロールが表示されるので、

をタップします。

Genius プレイリストを保存する：プレイリストで「保存」をタップします。選択した曲のタイトルが付
いたプレイリストが、「プレイリスト」に保存されます。

Genius プレイリストは好きな数だけ作成して保存できます。iPod touch に作成した Genius プレイ
リストを保存すると、次回「iTunes」に接続したときに同期されます。

Genius プレイリストを更新する：プレイリストで「更新」をタップします。
プレイリストを更新すると、選択した曲と同じテイストの、異なる曲のプレイリストが作成されます。す
べての Genius プレイリストは更新可能です。「iTunes」で作成して iPod
ストでも、iPod

touch に同期したプレイリ

touch 上で直接作成したプレイリストでもかまいません。

「Genius プレイリスト」、「新規」の順にタップして、
別の曲を使って Genius プレイリストを作成する：
曲を選択します。
保存済みの Genius プレイリストを削除する：Genius プレイリストをタップして「削除」をタップします。

Genius プレイリストを「iTunes」に逆同期した場合は、それを iPod touch から直接削除すること
はできません。「iTunes」を使用して、プレイリスト名を編集したり、同期を停止したり、削除したり
できます。

プレイリストを作成する
iPod touch 上で独自のプレイリストを作成、編集できます。コンピュータ上の「iTunes」から同期さ
れたプレイリストを編集することもできます。
プレイリストを作成する：

1

「プレイリスト」をタップ（「プレイリスト」が表示されていない場合は、
「その他」を最初にタップ）し、
「プレイリストを追加 ...」をタップします。

2

プレイリストの名前を入力して、「保存」をタップします。

3

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。

4

完了したら、「完了」をタップします。
プレイリストを作成してから iPod

touch をコンピュータと同期すると、プレイリストは iTunes ライブ

ラリと同期されます。
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プレイリストを編集する：

1

「プレイリスト」をタップ（「プレイリスト」が表示されていない場合は、
「その他」を最初にタップ）し、
編集したいプレイリストをタップします。

2

「編集」を選択して、次のいずれかを実行します：
Â リストの中で曲の位置を変えるには、曲の横にある

3

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、曲の横にある
をタップしてから、「削除」をタップします。
プレイリストから削除した曲は、iPod touch から削除されるわけではありません。

Â

曲を追加するには、 をタップします。

完了したら、「完了」をタップします。
プレイリストを編集してから iPod

touch をコンピュータと同期すると、プレイリストは iTunes ライブ

ラリと同期されます。
プレイリストを削除する：
「プレイリスト」で、削除したいプレイリストをタップしてから、「削除」をタッ
プします（リストの一番上までスクロールすると「削除」ボタンが表示されます）。「プレイリストを削除」
をタップして確定します。
プレイリストを消去する：
「プレイリスト」で、消去したいプレイリストをタップしてから、「消去」をタッ
プします（リストの一番上までスクロールすると「消去」ボタンが表示されます）。「プレイリストを消去」
をタップして確定します。

ビデオ
iPod touch 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。

ビデオを再生する
ビデオを再生する：
「ビデオ」をタップ（「ビデオ」が表示されていない場合は、
「その他」を最初にタッ
プ）し、目的のビデオをタップします。
再生コントロールを表示する：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。
ほかの Podcast またはテレビ番組のエピソードを入手する：「ビデオ」をタップ（「ビデオ」が表示さ
れていない場合は、「その他」を最初にタップ）してから Podcast またはテレビ番組をタップすると、
エピソードのリストが表示されます。「さらにエピソードを入手」をタップすると、iTunes
ほかのエピソードのリストが表示されます。

62

第 5章

ミュージックおよびビデオ

Store 内の

ビデオ再生を制御する
ビデオは、ワイドスクリーンディスプレイの性能を最大限に利用して横向きで再生されます。
スクラブバーを使うと、
タイムライン上の好きな位置に移動できます。スクラブバーの再生ヘッドをドラッ
グするときに指を下方向にスライドすると、スクラブ速度を調整できます。
スクラブバー

再生ヘッド
拡大／縮小

再生／
一時停止
次へ／早送り

最初から再生／
巻き戻し

音量

ビデオを一時停止する

をタップします。

再生を再開する

をタップします。

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。

次のチャプタにスキップする（チャプタがある場合）

をタップします。

次のチャプタに移動する（チャプタがある場合）

をタップします。

特定のチャプタで再生を開始する（チャプタがある場合）

をタップして、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

ビデオの中の好きな場所に移動する

を押したままにします。

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。
指を下方向にスライドして、スクラブ速度を調整します。
指を下方向に大きくスライドするほど、スクラブ速度が遅く
なります。

ビデオが最後まで再生される前にビデオを止める
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

「完了」をタップします。またはホーム

ボタンを押します。

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。ビデ
オをダブルタップして、ビデオをスクリーンに合わせるかビ
デオ全体をスクリーンに表示するかを切り替えることもでき
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、ビデオの両端または上下に黒い枠が表示さ
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）
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をタップして、「オーディオ」リストから言語を選択し
ます。
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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、「字幕」リストから言語を選ぶか「オフ」
を選択します。

ビデオを検索する
iPod touch と同期したムービー、テレビ番組、およびビデオ Podcast のタイトルを検索できます。

ビデオを検索する：ビデオリストの一番上にある検索フィールドに、テキストを入力します。
入力に応じて検索結果が表示されます。「検索」をタップすると、キーボードが消えて、さらに多くの
結果が表示されます。
ビデオコンテンツはホーム画面からの検索の対象です。38 ページの「検索する」を参照してください。

レンタルムービーやテレビ番組を視聴する
iTunes Store からムービーをレンタルして、iPod touch で視聴できます。レンタルしたムービーや
テレビ番組は、iPod touch に直接ダウンロードすることも、お使いのコンピュータの「iTunes」か
ら iPod touch に転送することもできます。（レンタルのムービーやテレビ番組は、国や地域によって
は利用できないことがあります。）

145 ページの「ビデオを購入またはレンタルする」を参照してください。
ダウンロードが完了するまで、ムービーやテレビ番組の視聴は開始できません。ダウンロードを一時停
止して、後で再開することもできます。
レンタルしたムービーやテレビ番組は、一定の期間後に有効期限が切れます。ムービーやテレビ番組
の視聴を開始したら、視聴が終了するまで限られた時間しかありません。残りの時間は、タイトルの近
くに表示されます。有効期限が切れると、レンタルした項目は自動的に削除されます。ムービーやテ
レビ番組をレンタルする前に、iTunes

Store でレンタル期間を確認してください。

レンタルしたムービーやテレビ番組を見る：
「ビデオ」をタップ（「ビデオ」が表示されていない場合は、
「その他」を最初にタップ）し、ムービーまたはテレビ番組を選択します。
第 2 世代の iPod

touch および 第 3 世代の iPod touch では、iPod touch とコンピュータ間でレ
touch では、コンピュータ上の「iTunes」でレン
タルした場合に限り、iPod touch とコンピュータ間でレンタルムービーを転送できます。第 4 世代の
iPod touch でレンタルしたムービーをコンピュータへ転送することはできません。

ンタルムービーを転送できます。第 4 世代の iPod

iPod touch とコンピュータ間でレンタルムービーを転送する：
1 iPod touch をコンピュータに接続します。
2

「iTunes」の「デバイス」リストで iPod

touch を選択してから、「ムービー」をクリックします。

3

転送したい項目の横にある「移動」をクリックしてから、「適用」をクリックします。
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。
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ビデオをテレビで見る
iPod touch をテレビに接続して、ビデオを大きい画面で見ることができます。Apple Component
AV Cable（Apple コンポーネント AV ケーブル）、Apple Composite AV Cable（Apple コンポジッ
ト AV ケーブル）、
またはその他アップル認定の iPod touch 対応ケーブルを使用します。これらのケー
ブルと Apple Universal Dock を使って、iPod touch をテレビに接続することもできます。Apple
Universal Dock 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 は別途購入できます。www.apple.com/jp/ipodstore（国や地域に
よっては利用できないことがあります）にアクセスするか、最寄りのアップル製品取扱販売店で確認し
てください。

iPod touch 用にビデオを変換する
iTunes Store から購入したビデオ以外のビデオ、たとえば Mac の「iMovie」で作成したビデオや
touch に追加するこ

インターネットからダウンロードして「iTunes」に追加したビデオなども、iPod
とができます。
「iTunes」から iPod

touch にビデオを追加しようとして、iPod touch 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。

iPod touch で再生できるようにビデオを変換する：iTunes ライブラリで変換したいビデオを選択し、
touch に

「詳細」＞「iPod ／ Phone バージョンを作成」と選択します。変換したビデオを iPod
追加します。

iPod touch からビデオを削除する
空き領域を増やすために、iPod

touch からビデオを削除することができます。

ビデオを削除する：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。

iPod touch からビデオ（レンタルしたムービーやテレビ番組を除く）を削除しても、そのビデオは
iTunes ライブラリからは削除されません。「iTunes」でそのビデオを同期するようにまだ設定されて
いる場合は、iPod touch にまた表示される可能性があります。
重要：レンタルしたムービーやテレビ番組は、iPod

touch 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

iPod touch 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。

スリープタイマーを設定する：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
「iPod をスリープ」を選択し、
「設定」をタップします。
分を設定します。「タイマー終了時」をタップし、
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 App が閉じて、

iPod touch がロックされます。
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ブラウズボタンを変更する
画面の下にあるブラウズボタンを、自分が頻繁に使うボタンと置き換えることができます。たとえば、

Podcast をよく聴く場合は、「曲」ボタンを「Podcast」に置き換えることができます。
ブラウズボタンを変更する：「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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6

FaceTime について
FaceTime を使えば、Wi-Fi 経由でビデオコールをかけることができます。自分の顔を見せて話したい
ときはフロントカメラを使用し、自分が見ているものを相手にも見せたいときはメインカメラを使用し
ます。

FaceTime を使用するには、第 4 世代の iPod touch と Wi-Fi インターネット接続が必要です。詳
しくは、19 ページの「インターネットに接続する」を参照してください。通話相手も、第 4 世代の
iPod touch または iPhone 4 のどちらを使用しているかに関係なく、Wi-Fi インターネット接続を使
用する必要があります。
参考：FaceTime は一部の国や地域では利用できないことがあります。
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サインインする
FaceTime にサインインするには、Apple ID が必要です。iTunes Store アカウント、MobileMe ア
ID を FaceTime で使用
できます。Apple アカウントをお持ちでない場合は、FaceTime を開いたときに新しい Apple アカウ

カウント、またはその他の Apple アカウントをお持ちの場合は、その Apple
ントを作成できます。

FaceTime を使用するたびにサインイン／サインアウトする必要はありません。一度サインインすれば、
次回からは FaceTime を開いてすぐに連絡先にアクセスできます。
FaceTime にサインインする：
1 「FaceTime」を開き、Apple ID とパスワードを入力して、「サインイン」をタップします。Apple ア
カウントをお持ちでない場合は、「新規アカウントを作成」をタップして、ここで Apple アカウントを
作成できます。

2
3

「場所」画面で、現在お住まいの地域を選択し、「次へ」をタップします。
「FaceTime」画面で、ほかのユーザが自分に FaceTime コールをかけるときに使ってもらうメール
アドレスを入力して、「次へ」をタップします。そのアドレスを FaceTime ではじめて使用する場合は、
そのメールアカウントの新着メールをチェックして、アップルからの確認メッセージに返信する必要があ
る場合があります。（そのアカウントを iPod

touch の「メール」にすでに追加している場合は、確認

は自動的に行われます。）
これで、連絡先を選択して FaceTime コールをかけたり、指定したメールアドレスを使ってほかのユー
ザにコールをかけてもらったりできます。複数のメールアドレスをお持ちの場合は、ほかのアドレスも
追加できます。下記の説明を参照してください。
新しいアカウントを作成する：

1

「FaceTime」を開き、「新規アカウントを作成」をタップします。

2

「新規アカウント」画面でアカウント情報を入力して、「次へ」をタップします。入力したメールアドレ
スが新しいアカウントの Apple

ID になります。

3

「場所」画面で、現在お住まいの地域を選択し、「次へ」をタップします。

4

「FaceTime」画面で、ほかのユーザが自分にコールをかけるときに使ってもらうメールアドレスを入
力して、「次へ」をタップします。このアドレスは、アカウント ID として入力したアドレスと違うもので
もかまいません。ただし、メールアドレスとして正しく機能する必要があります。

5

前の手順で入力したメールアドレス宛にアップルから送信された確認メールに返信します。
複数のメールアドレスをお持ちの場合は、ほかのアドレスを使ってコールをかけてもらうこともできます。
メールアドレスを追加する：
「設定」＞「FaceTime」と選択して、
「別のメールを追加」をタップします。
サインアウトする：「設定」＞「FaceTime」と選択して、「アカウント」をタップします。FaceTime
からサインアウトする必要はありません。一度サインインすれば、次回からは「FaceTime」を開いた
ときにサインインを求められることはありません。サインアウトすると、FaceTime コールを受信できな
くなります。

FaceTime の設定を変更する：「設定」＞「FaceTime」と選択します。169 ページの「FaceTime」
を参照してください。

68

第 6章

FaceTime

コールをかける
FaceTime コールをかけるには、連絡先、よく使う項目、または最近の通話一覧から目的のユーザを
選択します。「FaceTime」画面の下部にあるボタンを使ってこれら 3 つにすばやくアクセスできます。

「連絡先」をタップし、名前を選択して、
「FaceTime」をタップします。
「FaceTime」
連絡先から接続する：
ボタンが表示されない場合は、「設定」で「FaceTime」がオンになっていることを確認してください。
連絡先を追加する：「連絡先」をタップし、

をタップして、連絡先の名前と、メールアドレスまたは

iPod touch を使用している場合はメールアドレスを入力し、iPhone
4 を使用している場合は電話番号を入力します。連絡先がお住まいの地域外の場合は、国番号や市外
局番を含む完全な番号を入力してください。たとえば、米国の場合は「+1 (408) 555-0125」などと
電話番号を入力します。相手が

なります。
最近のコールにかけ直す：「履歴」をタップしてから、名前または番号をタップします。
よく使う項目から接続する：「よく使う項目」をタップしてから、リストにある名前をタップします。

通話中
FaceTime で通話中に、カメラを切り替える、カメラの向きを変える、マイクの音を消す、ピクチャイ
ンピクチャ画面を移動する、別のアプリケーションを開く、コールを終了するといった操作ができます。
フロントカメラとメインカメラを切り替える：
カメラの向きを変える：iPod

をタップします。

touch を回転させます。それに合わせて、相手が見ているイメージも変

わります。
カメラを動かしたときに向きが不用意に変わらないようにするには、iPod

touch を縦向きにロックし

ます。26 ページの「縦向きまたは横向きで表示する」を参照してください。
マイクの音を消す：

をタップします。この場合でも、相手にビデオは表示されます。こちらからは相

手のビデオを見て音声を聞くことができます。
ピクチャインピクチャ画面を移動する：小さいウインドウをいずれかの隅にドラッグします。
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通話中に別のアプリケーションを使用する：ホーム

ボタンを押してから、アプリケーションアイコン

をタップします。この場合でも音声通話は続けることができますが、ビデオはどちらでも見えなくなりま
す。ビデオに戻るときは、画面の一番上にある緑色のバーをタップします。
コールを終了する：
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をタップします。

7

カメラ

「カメラ」について
第 4 世代の iPod

touch があれば、どこにいても写真やビデオを撮影できます。第 4 世代の iPod
touch は、写真撮影と高解像度のビデオ録画が可能なメインカメラと、FaceTime ビデオコールや自
分の写真またはビデオの撮影ができるフロントカメラを備えています。
メインカメラは、iPod

touch の背面にあります。画面を使ってカメラを制御したり、撮影中の写真や

ビデオを見たりすることができます。画面上の好きな位置をタップして、そのイメージ部分を基準に露
出を設定できます。

Wi-Fi 接続を利用でき、位置情報サービスがオンになっている場合は、写真やビデオに位置データが
関連付けられます。一部の App や写真共有 Web サイトでは、位置データを使って、写真を撮った場
所を追跡および投稿することができます。たとえば「写真」 App では、写真が撮影地ごとに整理され
ます。
参考：「カメラ」を開いたときに位置情報サービスがオフになっていると、オンにすることを求められる
場合があります。写真やビデオに位置データを取り込みたくない場合は、位置情報サービスをオンに
しなくても「カメラ」を使用することができます。161 ページの「位置情報サービス」を参照してくだ
さい。
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写真撮影およびビデオ録画を行う
iPod touch を使って写真を撮ったり、ビデオを録画したりすることは、項目をタップするのと同じよう
に簡単です。
カメラを切り替える

焦点領域

拡大／縮小
写真／ビデオスイッチ
最後の撮影物の

タップして写真を撮る

写真を撮る：iPod

touch を向けて、

サムネイル

カメラ／ビデオのスイッチが

をタップします。

に設定されていることを確認します。

写真を撮ったり、ビデオ録画を開始したりすると、iPod
音の音量を調整するには、iPod

touch でシャッター音が鳴ります。シャッター
touch の横にある音量ボタンを使用します。

ビデオを録画する：カメラ／ビデオスイッチを

にスライドしてから、

します。「カメラ」が録画中のときは、録画ボタンが点滅します。再度

をタップして、録画を開始
をタップすると、録画が停

止します。
カメラコントロールを表示するには、画面をタップします。
露出を変更する：露出を設定したい部分をタップします。選択したイメージ領域に合わせて露出が調整
されます。カメラモードでは、タップすると画面下部に拡大／縮小コントロールも表示されます。
拡大／縮小する：画面をタップしてから、画面下部のスライダをドラッグして拡大または縮小します（カ
メラモードのメインカメラのみ）。
メインカメラとフロントカメラを切り替える：画面右上隅の

をタップします。

撮影した写真またはビデオを確認する：最後の撮影物のサムネール（画面の左下隅）をタップします。
画面下部にある左矢印と右矢印を使って、「カメラロール」のほかの写真やビデオを確認します。また
は、左右にフリックするだけでも確認できます。カメラモードまたはビデオモードに戻るときは、「完了」
をタップします。コントロールが表示されていない場合は、画面をタップして表示します。
写真またはビデオを削除する：
ントロールを表示します。
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をタップします。

が表示されていない場合は、画面をタップしてコ

スクリーンショットを撮る：スリープ／スリープ解除のオン／オフボタンとホームボタンを同時にすばや
スクリーンショットが撮られたことが分かります。スクリー
く押して放します。画面が 1 回点滅するので、
ンショットは「カメラロール」アルバムに追加されます。

写真とビデオを表示および共有する
「カメラ」で撮影した写真とビデオは、iPod

touch の「カメラロール」アルバムに保存されます。「カ

メラロール」アルバムは「カメラ」と「写真」のどちらからでも表示できます。
「カメラロール」アルバムで写真とビデオを表示する：「カメラ」では、画面の左下隅にあるサムネー
ルイメージをタップします。「写真」では、「カメラロール」アルバムをタップします。左または右のボ
タンをタップするか、左または右にフリックして写真およびビデオをめくります。
「カメラロール」アルバムで写真やビデオを表示するときは、画面をタップしてコントロールを表示し
ます。
写真とビデオの表示および共有について詳しくは、以下の項を参照してください。
Â

76 ページの「写真やビデオを表示する」

Â

78 ページの「写真やビデオを共有する」

ビデオをトリミングする
録画したビデオ、または「カメラロール」アルバム内のほかのビデオの先頭と末尾からフレームをトリ
ミングできます。オリジナルのビデオを置き換えるか、トリミングしたものを新しいビデオクリップとし
て保存するかを選択できます。

ビデオをトリミングする：

1

ビデオをトリミングするときは、画面をタップしてコントロールを表示します。

2

ビデオの先頭でフレームビューアの片側をドラッグし、「トリミング」をタップします。

3

「オリジナルを変更」または「新規クリップとして保存」をタップします。
重要：「オリジナルを変更」を選択すると、トリミングしたフレームがオリジナルのビデオから完全に削
除されます。「新規クリップとして保存」を選択すると、トリミングした新しいビデオクリップが「カメラ
ロール」アルバムに保存され、オリジナルのビデオは影響を受けません。
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写真とビデオをコンピュータにアップロードする
「カメラ」で撮影した写真とビデオは、お使いのコンピュータ上のアプリケーション（Mac の「iPhoto」
など）にアップロードできます。
写真とビデオをコンピュータにアップロードする：iPod
Â

touch をコンピュータに接続します。

Mac：目的の写真とビデオを選択し、「iPhoto」またはコンピュータ上のサポートされている写真
アプリケーションで「読み込み」または「ダウンロード」ボタンをクリックします。

Â

PC：お使いの写真アプリケーションに付属の説明書の指示に従ってください。

写真とビデオをコンピュータにアップロードして iPod

touch から削除すると、「カメラロール」アルバ
touch
上の「写真」 App と同期できます（ビデオは Mac のみと同期できます）。47 ページの「iTunes の
iPod touch 設定パネル」を参照してください。

ムからも削除されます。「iTunes」の「写真」設定パネルを使用して、写真やビデオを iPod
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写真について
iPod touch に写真やビデオを入れて持ち歩き、家族や友人などに見せることができます。お使い
のコンピュータから写真とビデオを同期したり、iPod touch で撮影した写真やビデオを表示した
り、写真を壁紙として使用したりできます。さらに、写真やビデオをメールメッセージで送信したり、

MobileMe ギャラリーにアップロードしたりすることもできます。
参考：ビデオとカメラ機能は、第 4 世代の iPod

touch で利用できます。

写真やビデオをコンピュータと同期する
「iTunes」では、次のアプリケーションから写真やビデオを同期できます：
Â

Mac：「iPhoto 4.0.3」以降（ビデオの同期には iPhoto 5 以降が必要）または「Aperture」（写
真のみ）

Â

PC：「Adobe Photoshop Elements 8.0」以降（写真のみ）

コンピュータ上のフォルダのうち、画像が含まれるフォルダ内の写真やビデオを同期することもできま
す。46 ページの「iTunes と同期する」を参照してください。

iPod touch は、AAC オーディオを伴う H.264 および MPEG-4 ビデオフォーマットをサポートしてい
touch にビデオを同期しようとして問題が発生する場合は、iPod touch バージョンのビ
デオを作成するために「iTunes」を使うことができます。

ます。iPod

iPod touch バージョンのビデオを作成する：
1 iTunes ライブラリにビデオをコピーします。
2

「iTunes」で、「ライブラリ」リストの「ムービー」を選択し、同期したいビデオを選択します。

3

「詳細」＞「iPod ／ iPhone バージョンを作成」と選択します。
詳しくは、support.apple.com/kb/HT1211?viewlocale=ja_JP を参照してください。
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写真やビデオを表示する
第 4 世代の iPod

touch で撮影したり、コンピュータから同期したり、メールから保存したりした写真
8.0」（iLife 09 の一

やビデオは、「写真」アプリケーションで見ることができます。写真を「iPhoto

部）以降で同期する場合は、写真やビデオをイベント別および識別した人物別に表示できます。写真
やビデオに位置データが関連付けられていれば、それらが撮影された場所を表示することもできます。
写真やビデオを表示する：

1

「写真」でフォトアルバムをタップします。画面下部のボタンをタップすると、写真やビデオがアルバ
ム別、イベント別、人物別、または撮影地別（取得できる場合）に表示されます。
写真は、作成日順に並べ替えられます。「撮影地」をタップすると、写真に関連付けた位置データから、
すべての撮影地が地図に表示されます。ピンをタップしてから、
真やビデオが表示されます。

2

をタップすると、その撮影地の写

サムネールをタップすると、写真やビデオがフルスクリーンで表示されます。
コントロールの表示／非表示を切り替える：コントロールを表示するときは、フルスクリーンの写真ま
たはビデオをタップします。コントロールを非表示にするときは、再度タップします。

ビデオを再生する：画面中央の

をタップします。

ビデオを再生するときは、画面下部の

をタップします。

が表示されていない場合は、画面をタッ

プしてコントロールを表示します。
写真またはビデオを横向きに表示する：iPod

touch を横に回転させます。写真またはビデオが自動

的に回転し、ワイドスクリーン形式の場合はスクリーン全体に表示されます。
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写真の一部を拡大する：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。ピンチして拡大／縮小することもできます。

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：ビデオをスクリーンに合
わせるには、画面をダブルタップします。ビデオ全体をスクリーンに表示するには、画面を再度ダブルタッ
プします。
写真をパンする：写真をドラッグします。
次／前の写真またはビデオを見る：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、

または

をタップします。

写真やビデオを削除する
iPod touch の「カメラロール」（または 第 3 世代の iPod touch 以前の「保存された写真」）から
写真やビデオを削除できます。
写真やビデオを削除する：

1

画面右上隅の

2

削除したい写真やビデオをタップして選択します。

をタップします。

選択した項目の数が「削除」ボタンに表示されます。

3

「削除」をタップします。
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スライドショー
フォトアルバムをスライドショーで見ることができます。バックグラウンド音楽を付けることもできます。
フォトアルバムをスライドショーとして表示する：アルバムをタップしてから、 をタップします。
スライドショー中に出現するビデオは、自動的に再生されます。
スライドショーを停止する：画面をタップします。
スライドショーを設定する：「設定」で、
「写真」を選択し、次のオプションを設定します：
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

写真が切り替わるときのトランジション効果を設定するには、「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
Â

スライドの繰り返しをオンまたはオフにするには、「リピート」をオンまたはオフにします。
写真やビデオをランダムに表示するかどうかを設定するには、「シャッフル」をオンまたはオフにし
ます。

スライドショー中に曲を再生する：iPod で曲を再生してから、ホーム画面で「写真」を選択し、スラ
イドショーを開始します。

写真やビデオを共有する
写真やビデオをメールメッセージで送信したり、写真やビデオを MobileMe ギャラリーに追加したり、
ビデオを YouTube に公開したりできます。写真やビデオをコピーおよびペーストしたり、
メールメッセー
ジの写真やビデオを「写真」に保存したり、Web ページの画像を「写真」に保存したりすることも
できます。
ビデオの共有機能は、第 4 世代の iPod

touch でのみ利用できます。

写真やビデオをメールメッセージで送信する
写真やビデオをメールメッセージで送信する：

1

写真またはビデオを選択して、

をタップします。

が表示されていない場合は、画面をタップして

コントロールを表示します。

2

「メールで送信」をタップします。
写真またはビデオが新規メール・メッセージ・ウインドウに表示されます。

3

メッセージを入力してから、「送信」をタップします。

4

写真を送信する場合に、イメージのサイズを調整することでメッセージサイズを小さくするかどうかを確
認される場合があります。使用したいサイズをタップします。
複数の写真やビデオを同時に送信する：アルバム内のサムネールを表示しているときに、

をタップ

してから、送信したい写真をタップして選択し、「共有」、「メール」の順にタップします。
必要に応じて、iPod

touch で写真やビデオが圧縮される場合があります。写真やビデオの撮影につ
7 章「カメラ」を参照してください。

いては、71 ページの第
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写真やビデオをコピーする／ペーストする
「写真」で写真またはビデオをコピーして、メールメッセージにペーストすることもできます。他社製の

App でも、写真やビデオのコピー＆ペーストをサポートしていることがあります。
「コピー」ボタンが表示されるまで画面上に指を置き、
「コピー」をタッ
写真またはビデオをコピーする：
プします。
複数の写真またはビデオをコピーする：

1

画面右上隅の

2

コピーしたい写真やビデオをタップして選択します。

をタップします。

選択した項目の数が「コピー」ボタンに表示されます。

3

「コピー」をタップします。
写真またはビデオをペーストする：写真またはビデオを配置する挿入ポイントの位置をタップし、次に
その挿入ポイントをタップして、「ペースト」をタップします。

写真またはビデオを MobileMe ギャラリーに追加する
MobileMe アカウントをお持ちの場合は、作成済みのギャラリーに写真やビデオを iPod touch から
直接追加できます。また、メール投稿が有効になっているほかの人の MobileMe ギャラリーに写真や
ビデオを追加することもできます。

MobileMe アカウントのギャラリーに写真やビデオを追加する前に、次の作業を行う必要があります：
Â iPod touch で MobileMe アカウントを設定します
Â

MobileMe ギャラリーを公開し、メールまたは iPod touch による写真の追加を許可します

Â

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ます

ギャラリーを作成してそこに写真やビデオを追加する方法について詳しくは、MobileMe のヘルプを
参照してください。
写真またはビデオをギャラリーに追加する：写真またはビデオを選択して

をタップし、次に

「MobileMe に送信」をタップします。タイトルと説明を入力し（任意）、写真またはビデオを追加す
るアルバムを選択して「公開」をタップします。
が表示されていない場合は、画面をタップしてコントロールを表示します。
写真またはビデオが公開された日時が

iPod touch に表示され、それを MobileMe で閲覧したり友

人にメールでリンクを送ったりするためのオプションを選択できます。
写真またはビデオをほかの人のギャラリーに追加する：写真またはビデオを選択して

をタップし、

「送信」をクリックします。
次に「メールで送信」をタップします。アルバムのメールアドレスを入力して、
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ビデオを YouTube に公開する
YouTube アカウントをお持ちの場合は、ビデオを直接 第 4 世代の iPod touch から YouTube に公
開できます。ムービーの長さやその他の要素によって、ビデオを転送できない場合があります。
ビデオを YouTube に公開する：

1

ビデオを表示しているときに、

をタップし、次に「YouTube に送信」をタップします。

2

自分の YouTube アカウントにサインインします。

3

タイトル、説明、タグなどの公開情報を入力します。

4

「カテゴリ」をタップしてカテゴリを選択します。

5

「公開」をタップします。

メールメッセージや Web ページから写真やビデオを保存する
「カメラロール」アルバムは、第 3 世代の iPod
参考：

touch 以前では「保存された写真」と呼ばれます。

「画像を保存」
メールメッセージの写真を「カメラロール」アルバムに保存する：写真をタップしてから、
をタップします。写真がまだダウンロードされていない場合は、まずダウンロード通知をタップします。
メールメッセージのビデオを「カメラロール」アルバムに保存する：添付ファイルをタッチして押したま
ま、「ビデオを保存」をタップします。ビデオがまだダウンロードされていない場合は、まずダウンロー
ド通知をタップします。
「画像を保存」
Web ページの写真を「カメラロール」アルバムに保存する：写真をタッチして押したまま、
をタップします。

iPod touch をコンピュータに接続することによって、「カメラロール」アルバムの写真やビデオをコン
ピュータのフォトアプリケーションにダウンロードすることができます。

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 iPod touch で写真を選択して、

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

写真を好みの位置とサイズに調節します。
写真をドラッグしてパンしたり、ピンチして拡大／縮小します。

4

「写真を設定」をタップします。
「編集」をタップしてから「写真を追加」をタップして、写真を連絡先に割り当てることもできます。

80

第 8章

写真

壁紙
写真をロック画面の壁紙として設定できます。第 4 世代の iPod

touch 以降では、ホーム画面の壁紙

を設定することもできます。
写真を壁紙として設定する（第 3 世代の iPod touch 以降）：

1
2

写真を選択し、

をタップして、「壁紙として使う」をタップします。

写真をドラッグして配置する場所を変えたり、ピンチして拡大／縮小したりして、好みのレイアウトにな
るまで調整します。

3

「設定」をタップしてから、ロック画面やホーム画面（あるいはその両方）の壁紙として写真を使用す
るかどうかを選択します。
また、ホーム画面から「設定」＞「壁紙」と選択して、iPod

touch にあらかじめ用意されているい

くつかの壁紙から選択することもできます。30 ページの「壁紙を追加する」を参照してください。
写真を壁紙として設定する（第 2 世代の iPod touch）：

1
2

写真を選択し、

をタップして、「壁紙として使う」をタップします。

写真をドラッグして配置する場所を変えたり、ピンチして拡大／縮小したりして、好みのレイアウトにな
るまで調整します。

3

「壁紙に設定」をタップします。
また、ホーム画面から「設定」＞「壁紙」と選択して、iPod

touch にあらかじめ用意されているい

くつかの壁紙から選択することもできます。
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9

Game Center

Game Center について
Game Center で、新しいゲームを見つけたり、世界中の友達とゲームの体験を共有したりできます。
友達にプレイへの参加を依頼したり、オートマッチングを使ってほかのライバルを見つけたりできます。

Leaderboard でランキングの上位を確認できます。特定の成果を上げると、ゲームのボーナスポイン
トを獲得できます。
参考：Game

Center は、すべての国や地域で利用できるわけではありません。プレイ可能なゲームは、

国や地域によって異なる場合があります。

Game Center を使用するには、インターネット接続と Apple ID が必要です。iTunes Store、
MobileMe、またはその他の Apple アカウントをお持ちの場合は、その Apple ID を Game
Center で使用できます。Apple アカウントをお持ちでない場合は、以下に説明されている方法で、新
しいアカウントを Game Center で作成できます。

Game Center を設定する
最初に Game

Center を開くときに、プッシュ通知を許可するかどうか尋ねられます。通知には通知、
Center を使用中でなくても Game Center のイベ

サウンド、およびアイコンバッジが含まれ、Game

ントを知ることができます。たとえば、友達からゲームへの参加依頼があったときに通知を受けること
ができます。
通知を許可する：「OK」をタップします。
「許可しない」をタップした場合、Game

Center の通知は行われません。必要に応じて、後で通知

をオンにしたり、受け取りたい通知の種類を指定できます。
通知のオン／オフを切り替える：「設定」で、「通知」を選択します。「通知」をオフにすると、すべて
の App の通知がすべて無効になります。
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Game Center で受け取りたい通知を指定する：「設定」で、「通知」＞「Game Center」と選択
Center」が表示

してから、「サウンド」、「テキスト」、および「バッジ」の設定を行います。「Game
されない場合は、「通知」をオンにしてください。

Apple アカウントで Game Center の情報を設定する：
1

ユーザ名とパスワードを入力し、「サインイン」をタップして、お使いの Apple アカウントにサインイン
します。

Apple アカウントをお持ちでない場合は、「新規アカウントを作成」をタップして Apple アカウントを
作成できます。

2

「同意します」をタップして、Game

Center 使用許諾契約に同意します。

3

ニックネームを入力します。このニックネームはほかのユーザに表示され、あなたはニックネームで識
別されます。

4 Game Center の設定を調整する：
Â

ほかのユーザからのゲームの参加依頼を受け付けるには、「ゲームへの参加依頼を許可」をオンの
ままにします。メールアドレスで検索できないようにするには、これをタップしてオフにします。

Â

ほかのユーザがメールアドレスで自分を検索できるようにする場合は、「メールアドレスによる検索
を許可」をオンのままにします。メールアドレスで検索できないようにするには、これをタップして
オフにします。

Â

アカウントのメールを確認します。サインインに使用した Apple アカウントのメールアドレスを使用
したくない場合は、別のメールアドレスを入力できます。メールアドレスが自分のものであることを
確認するため、そのメールアドレスに送信されたメールに返信する必要があります。

Â

Game Center で連絡を受けるのに使用するほかのメールアドレスを追加する場合は、「別のメール
を追加」をタップします。

5

アカウントを設定できたら、「次へ」をタップします。
アカウント設定を変更する：

1

画面の一番下にある「自分」をタップしてから、アカウントバナーをタップします。

2

「アカウントを表示」をタップします。

3

変更を加えてから、「完了」をタップします。
別のアカウントにサインインする：

1

「自分」をタップしてから、画面の一番下にあるアカウントバナーをタップします。

2

「サインアウト」をタップします。

3

使用したいアカウントのユーザ名とパスワードを入力して、「サインイン」をタップします。
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ゲーム
ゲームを購入してダウンロードする
Game Center のゲームは、App Store から入手できます。Apple アカウントのクレジットカード情
報を入力していない場合は、ゲームを購入してダウンロードできるようになる前に、この情報を入力す
るように求められます。
ゲームを購入してダウンロードする：「ゲーム」をタップしてから、「Game

Center のゲームを検索」

をタップします。

App Store の「Game Center」セクションに、Game Center でプレイ可能なゲームが表示されます。
このセクションをブラウズし、
ゲームを購入およびダウンロードできます。App を購入およびダウンロー
ドする方法は App Store と同じです。150 ページの第 22 章「App Store」を参照してください。
友人が持っているゲームを購入したい場合は、友人の情報画面でゲームをタップすると、App

Store

内のそのゲームに直接移動できます。

ゲームをプレイする
「ゲーム」画面には、iTunes Store からダウンロードしたゲームが表示されます。ゲームごとに、クリ
アした面の数および全プーイヤー中のランキングが表示されます。
ゲームに関する情報を入手する：
「ゲーム」をタップしてから、情報を入手したいゲームをタップします。
情報がある場合には、ゲームの Leaderboard を表示したり、自分の成績を表示したり、最近プレイ
したプレーヤーを確認したりできます。
ゲームをプレイする：「ゲーム」をタップしてゲームを選択してから、「プレイ」をタップします。
ゲームによっては、ホーム画面で、操作方法やその他の情報を確認したり、Leaderboard や成績を
表示したり、ゲームのオプションを設定したり、シングルプレイまたはマルチプレーヤーゲームを開始
したりできます。ほかのプレーヤーと対戦する場合は、友人に参加を依頼したり、オートマッチングを
使用してほかのプレーヤーを見つけたりできます。Game

Center で友達を作る方法については、87

ページの「友達」を参照してください。
マルチプレーヤーゲームでは、「友達」画面からゲームへの参加依頼を送信することもできます。
「友達」画面で友達にマルチプレーヤーゲームへの参加を依頼する：

1

画面の下部にある「友達」ボタンをタップします。

2

友達を選択します。

3

ゲームを選択して、「プレイ」をタップします。
ゲームでプレーヤーの追加が可能であるか必要な場合、参加を依頼するプレーヤーを選択して、
「次へ」
をタップします。

4

参加依頼を入力して送信し、相手が受け入れるのを待ちます。

5

ゲームを開始します。
友達がゲームに参加できないか、参加依頼への返事がない場合は、「オートマッチング」をタップして

Game Center で別のプレーヤーを見つけるか、「参加依頼」をタップしてほかの友達に参加を依頼し
ます。
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ほかのプレーヤーからゲームに参加するよう依頼されることもあります。
「参加」または「参加しない」をタップします。
ゲームへの参加依頼に応答する：表示された通知画面で、
「機能制限」でマルチプレーヤーゲームを無効にできます。163 ページの「機能制限」を参照してく
ださい。Game

Center の設定で「ゲームへの参加依頼を許可」をオフにすることにより、ほかのプレー
ヤーが自分にゲームへの参加依頼を送れないようにできます。88 ページの「自分の状況とアカウント
情報」を参照してください。

Game Center に戻る：ホームボタンを押して、ホーム画面の「Game Center」をタップします。
第 3 世代の iPod
「Game

touch 以降では、ホームボタンをすばやく 2 回押して、最近使用した App から
Center」を選択することもできます。

Leaderboard
一部のゲームでは、プレーヤーのランキングが表示された Leaderboard で、各プレーヤーのスコア
や時間などの成績を見ることができます。
ゲームの Leaderboard を表示する：「ゲーム」をタップし、ゲームを選択してから「Leaderboard」
をタップします。
ゲーム内から Leaderboard を表示することもできます。
ゲームに複数のモード（「初級」、「中級」、「上級」など）がある場合は、「カテゴリ」画面で、ゲー
ム全体の Leaderboard を表示するか、特定のモードの Leaderboard を表示するかを選択できます。

Leaderboard には、友達およびすべてのプレーヤーのランキングが表示されます。今日、今週、全
期間など、特定の期間の Leaderboard 統計を表示することができます。

Leaderboard を横向きに表示するには、iPod touch を回転させます。
Leaderboard からゲームのプレイを開始する： 右上隅にある「プレイ」をタップします。
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成績
一部のゲームでは、特定の成績を達成するとボーナスポイントが付与されます。
ゲームで達成可能な成績を表示するには：
「ゲーム」をタップしてゲームを選択してから、
「成績」をタッ
プします。
成績ごとに付与されるボーナスポイントおよびその成績が達成済みかどうかが、Game

Center に表

示されます。自分が達成した成績で付与されたポイントの合計が、一番上に表示されます。各成績の
ボーナスポイントは 1 回だけ付与されます。
ゲーム内から成績を表示できる場合もあります。

最近のプレイ
一部のゲームでは、最近ゲームをプレイした友達を確認できます。
「ゲーム」をタップしてから確認したいゲームをタップして、
「最
最近ゲームをプレイした友達を確認する：
近のプレイ」をタップします。

プレーヤーの情報を入手する：リストにあるプレーヤーの名前をタップします。
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友達
Game Center では、世界中のプレーヤーとつながることができます。リクエストを出したり、別のプレー
Center に友達を追加します。

ヤーのリクエストを受けたりして、Game

Game Center に友達を追加する：
1

「友達」または「リクエスト」をタップします。

2

「＋」をタップしてから、友達のメールアドレスまたは Game

Center のニックネームを入力します。

入力するたびに、連絡先に含まれるものと一致するアドレスと名前が表示されます。連絡先をタップして、
その人をリクエストに含めます。連絡先をブラウズするには、

をタップします。

複数の友達を一度に追加するには、追加する連絡先を複数入力します。

3

リクエストのメッセージを入力して、「送信」をタップします。
ある人を友人にするには、その人がリクエストを受け取る必要があります。
ほかのプレーヤーからリクエストを受け取ることもあります。通知を受け取ると、その場でリクエストを
受け入れることも、リクエストを閉じて後で「リクエスト」画面から返答することもできます。「リクエス
ト」ボタンのバッジには、返答していない友達リクエストの数が示されます。
「リクエスト」をタップし、
リクエストしている人の名前をタップして、
「承認」、
友達リクエストに返答する：
「無視」、または「問題を報告する」をタップします。
あるプレーヤーが別のプレーヤーのリクエストを承認すると、その 2 人は互いに友達になります。友達
の名前は、「友達」画面に表示されます。

友達の情報を入手する：友達の名前をタップします。
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友達を検索する：ステータスバーをタップして画面の一番上までスクロールし、検索フィールドをタップ
して入力を開始します。入力するたびに検索に一致する友達が表示されます。
友達の情報ページには、その人の友達の数（自分を含む）、プレイしたことのあるゲームの種類の数、
およびクリアした面の数が表示されます。情報画面には、次の情報も表示できます：
Â

一緒にプレイしたゲーム

Â

共通して持っているゲーム

Â

友達が持っているほかのゲーム

いずれかのリスト内のゲームをタップして、自分や友達のランキングを全体の Leaderboard で確認し
たり、お互いのゲームの成績を表示したりできます。
友達にゲームへの参加を依頼する：「友達」をタップして友達の名前をタップし、ゲームをタップしてか
ら「プレイ」をタップします。84 ページの「ゲームをプレイする」を参照してください。
「友達」をタップして名前をタップしてから、
「友達から削除」をタップして、
「削除」をタッ
友達を削除する：
プします。
あるプレーヤーが攻撃的になったり、不適切な行動をした場合には、問題をレポートできます。
「友達」をタップし、友達の名前をタップしてから「問題を報告する」をタッ
友達の問題をレポートする：
プします。問題について記述し、「レポート」をタップしてレポートを送信します。
「設定」で「マルチプレイ」をオフにしている場合は、ゲームへの参加依頼の送受信はできません。

163 ページの「機能制限」を参照してください。

自分の状況とアカウント情報
「自分」画面には、自分の友達、自分のゲーム、および自分の成績の概要が示されます。

画面中央のフィールドには、現在の状況メッセージを入力できます。ほかのプレーヤーの「友達」画
面には、自分の状況がニックネームと共に表示されます。
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状況を変更するには：状況フィールドをタップし、キーボードを使って状況を入力またはアップデートし
ます。
アカウント情報を表示する：アカウントバナーをタップしてから、「アカウントを表示」をタップします。
次の設定を変更またはアップデートできます：
Â

ニックネーム

Â

ゲームへの参加依頼の許可

Â メールアドレスでの検索
Â

Game Center 用のメールアドレス

Â

追加のメールアドレス

完了したら、「完了」をタップします。
サインアウトして別のアカウントにサインインしたり、新しいアカウントを作成したりすることもできます。
サインアウトする：アカウントバナーをタップして、「サインアウト」をタップします。
別のアカウントにサインインするには、ユーザ名とパスワードを入力してから「サインイン」をタップし
ます。新しいアカウントを作成するには、「新規アカウントを作成」をタップして、画面に表示される指
示に従います。
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10

メール

「メール」は、MobileMe、Microsoft

Exchange、よく利用されるほかのメールシステム（Yahoo!、
Google、AOL など）、および業界標準の POP3/IMAP メールシステムに対応しています。写真、ビデオ、
およびグラフィックスを埋め込んで送受信したり、PDF やその他の添付ファイルを表示したりできます。

「メール」でメッセージをダウンロードしたり送信したりするには、
インターネットに接続された Wi-Fi ネッ
トワークに

iPod touch が接続されている必要があります。19 ページの「インターネットに接続する」

を参照してください。

メールアカウントを設定する
iPod touch のメールアカウントは、次のいずれかの方法で設定できます：
Â iPod touch でアカウントを直接設定します。19 ページの「メール、連絡先、およびカレンダーの
アカウントを追加する」を参照してください。
Â 「iTunes」で、iPod

touch の設定パネルを使ってコンピュータからメールアカウント設定を同期し
iPod touch 設定パネル」を参照してください。

ます。47 ページの「iTunes の

90

メールを確認する／読む
ホーム画面の「メール」アイコンには、受信ボックス内の未開封メッセージの数が表示されます。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。
受信ボックス内の
未開封メッセージの数

「メール」の「メールボックス」画面からは、すべての受信ボックスおよびその他のメールボックスに
すばやくアクセスできます。特定のアカウントのメッセージを確認するときは、そのアカウント用の受信
ボックスをタップします。すべてのアカウントの受信メッセージを確認するときは、「全

受信 」をタッ

プします。持っているメールアカウントが 1 つだけで、
それがオンになっている場合は、
「メールボックス」
画面にその受信ボックスのみが表示されます。

すべてのアカウント
の受信メッセージ

未開封のメッセージ
の数

メールボックスを開くと、最新のメッセージが取得されて表示されます。画面の一番上には未開封メッ
セージの数が表示されます。未開封メッセージの横には、青い点

が表示されます。取得されるメッ

セージの数は、
「メール」設定によって決められています。172 ページの「メール」を参照してください。
メッセージをスレッド別に整理する場合は、関連するメッセージが 1 エントリーとしてメールボックスに
表示されます。メッセージスレッドの右矢印の横には、スレッド内のメッセージの数を示す数字が表示
されます。青い点は、スレッド内に 1 つ以上の未開封メッセージがあることを示します。表示されるメッ
セージは、最も古い未開封メッセージ、またはすべてのメッセージが開封されている場合は最も新しい
メッセージです。
スレッド内のメッセー
ジの数

未開封メッセージ

スレッド内のメッセージを確認する：メールボックスのスレッドをタップします。
メッセージを読む：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。
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「スレッドにまとめる」のオン／オフを切り替える「設定」で「メール / 連絡先 / カレンダー」を選択して、
「スレッドにまとめる」のオン／オフを切り替えるスイッチをタップします。172 ページの「メール」を
参照してください。
複数のアカウントを持っていて、それらがオンになっている場合は、「メールボックス」画面の「アカウ
ント」セクションからアカウントにアクセスできます。アカウントのフォルダおよびメールボックス（受
信ボックスを含む）を確認するときは、そのアカウントをタップします。持っているメールアカウントが

1 つだけで、それがオンになっている場合は、「メールボックス」画面にそのアカウント用のフォルダと
メールボックスが表示されます。
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

未開封メッセージの数

新着メッセージを確認する：メールボックスを選択するか、任意の時点で

をタップします。

追加のメッセージを読み込む：メッセージリストの下部までスクロールし、「さらにメッセージを読み込
む」をタップします。
メッセージを部分的に拡大する

メッセージの一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。または、ピンチ（2 本の
指で押し開くまたは閉じる）して拡大／縮小します。

テキスト列のサイズを画面に合うように変更する
メッセージのすべての受信者を確認する

テキストをダブルタップします。
「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
メー
先情報が表示されます。その受信者に連絡するときは、
ルアドレスをタップします。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

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

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。

会議の参加依頼を開く：参加依頼をタップします。
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主催者やほかの参加者の連絡先情報を入手したり、通知を設定したり、イベントにメモを追加したり、
主催者への返信メールに含めるコメントを追加したりできます。参加依頼を承認したり、仮承認したり、
拒否したりできます。108 ページの「会議の参加依頼に返信する」を参照してください。
「プッシュ」のオン／オフを切り替える：
「設定」で「メール / 連絡先 / カレンダー」＞「データの取得方法」
と選択してから、「プッシュ」をオンまたはオフにします。

リンクや検出されたデータを使用する
iPod touch では、Web リンク、電話番号、メールアドレスなどの情報は自動的に検出されます。こ
れらを使って、Web ページを開いたり、そのアドレスからメールメッセージを作成したり、連絡先を作
成したり、連絡先に情報を追加したりなど、いくつかの便利な操作を実行することができます。検出さ
れたデータは、下線付きの青字で表示されます。デフォルトの操作を使用するときはデータをタップし、
その他の操作を表示するときはタップしたままにします。
リンクまたはイメージ

タップすると、「Safari」で Web ページが開きます。
次の操作を行うときはタッチしたままにします：

Â Web ページを「Safari」で開く
Â そのリンクをコピーする
電話番号

次の操作を行うときはタップします：

Â その番号から新しい連絡先を作成する
Â その番号を既存の連絡先に追加する
アドレス

タップすると、「マップ」にその場所が表示されます。
次の操作を行うときはタッチしたままにします：

Â
Â
Â
Â
メールアドレス

「マップ」にその場所を表示する
そのアドレスから新しい連絡先を作成する
そのアドレスを既存の連絡先に追加する
そのアドレスをコピーする

タップすると、そのアドレスから新しいメールメッセージが
作成されます。
次の操作を行うときはタッチしたままにします：

Â
Â
Â
Â
曜日、日付、または時刻

新しいメールメッセージを作成する
そのアドレスから新しい連絡先を作成する
そのアドレスを既存の連絡先に追加する
そのアドレスをコピーする

「カ
項目をタップしてから「イベントを作成」をタップすると、
レンダー」内にイベントが作成されます。

問い合わせ番号（一部の国や地域では利用できないこと

タップすると、荷物のステータスを確認するために運送会

があります）

社の Web ページが開きます。
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添付ファイルを表示する
iPod touch では、メールメッセージ内のイメージ添付ファイルがよく使われる形式（JPEG、GIF、お
touch では、多くの種類のオーディ
オ添付ファイル（MP3、AAC、WAV、AIFF など）を再生できます。受信したメッセージに添付され
ているファイル（PDF、Web ページ、テキスト、「Pages」、「Keynote」、「Numbers」、および
Microsoft 社の「Word」、「Excel」、「PowerPoint」の各書類）は、ダウンロードして表示するこ

よび TIFF）でテキストと一緒にインライン表示されます。iPod

とができます。
添付ファイルを開く：添付ファイルをタップします。ファイルが

「クイッ
iPod touch にダウンロードされ、

クルック」で開きます。

添付ファイルをタップする
とダウンロードされます

添付ファイルは縦向きまたは横向きに表示できます。
添付ファイルのフォーマットが、iPod

touch 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
touch は次のタイプの書類に対応しています：

前は表示されますが、開くことはできません。iPod
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.doc

Microsoft Word

.docx

Microsoft Word（XML）

.htm

Web ページ

.html

Web ページ

.key

Keynote

.numbers

Numbers

.pages

Pages

.pdf

プレビュー、Adobe

.ppt

Microsoft PowerPoint

.pptx

Microsoft PowerPoint（XML）

.rtf

リッチテキスト形式
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Acrobat

.txt

テキスト

.vcf

連絡先情報

.xls

Microsoft Excel

.xlsx

Microsoft Excel（XML）

別の App で添付ファイルを開く：添付ファイルをタッチしたまま、App を選択します。利用可能な

App がない場合は、添付ファイルを「クイックルック」で開くように選択できます。
「画像を保存」をタッ
添付された写真を「保存された写真」アルバムに保存する： 写真をタップしてから、
プします。写真がまだダウンロードされていない場合は、まずダウンロード通知をタップします。
「ビ
添付されたビデオを「保存された写真」アルバムに保存する： 添付ファイルをタッチして押したまま、
デオを保存」をタップします。ビデオがまだダウンロードされていない場合は、まずダウンロード通知
をタップします。

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だれにでも送信できます。
メッセージを作成して送信する：

1
2

をタップします。
名前またはメールアドレスを「宛先」フィールドに入力するか、または
名前を追加します。

をタップして、連絡先から

メールアドレスを入力していくと、連絡先リストから一致するメールアドレスが下に表示されます。アド
レスをタップすると追加されます。名前を追加するときは、「Return」または

をタップします。

参考：Microsoft

Exchange アカウントからメッセージを作成していて、会社のグローバルアドレス一
touch 上の連絡先から一致するアドレスが最初に表示さ
れてから、一致する GAL アドレスが表示されます。
覧（GAL）にアクセスできる場合は、iPod

3

このメッセージをほかの人にコピーまたはブラインドコピーしたい場合、またはメッセージの送信元ア
カウントを変更したい場合は、「Cc」、「Bcc」、または「差出人」をタップします。複数のメールアカ
ウントがある場合、または MobileMe アカウント用のメールエイリアスがある場合は、
「差出人」フィー
ルドをタップして送信元アカウントまたはエイリアスを変更できます。

4

件名を入力してから、メッセージを入力します。
「Return」をタップすると、フィールド間を移動できます。

5

「送信」をタップします。
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メールメッセージで写真を送信する

「写真」で写真を選び、
をタップしてから、「メールで
送信」をタップします。写真をコピーしてペーストすること
もできます。
複数の写真を同時に送信するときは、アルバムにサムネー
ルが表示されているときに
をタップしてから、写真を
タップして選択し、
「共有」、
「メール」の順にタップします。

写真やビデオをメールメッセージにペーストして送信する

「写真」で、写真やビデオを選択してから、タッチしたまま
「コピー」コマンドが表示されます。
「コピー」
押さえていると
をタップします。「メール」を表示して新しいメッセージを
作成します。ビデオを配置する挿入ポイントの位置をタップ
し、次にその挿入ポイントをタップして編集コマンドが表示
されたら、「ペースト」をタップします。
複数のビデオをコピーするときは、「写真」でアルバムを
をタップし、写真やビデオをタップして選択し
開いて、
てから、「コピー」をタップします。

メッセージの下書きを保存して後で完成させる

「キャンセル」をタップしてから、
「保存」をタップします。メッ
セージが「下書き」メールボックスに保存されます。

最後に保存した下書きを開く

をタッチして押したままにすると、最後に操作していた
アカウントから最後に保存した下書きが開きます。

メッセージに返信する

をタップします。差出人にだけ返信するときは「返信」
をタップし、差出人とすべての受信者に返信するときは「全
員に返信」をタップします。返信メッセージを入力してから、
「送信」をタップします。
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

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を追加し、メッ
セージを入力してから、「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。

連絡先情報を共有する

「連絡先」で連絡先を選択し、「情報」画面の一番下にあ
る「連絡先を共有」をタップしてから、「メール」をタップ
します。
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メールを整理する
メッセージはメールボックス、フォルダ、または検索結果ウインドウで整理できます。メッセージを一度
に 1 つずつ削除したり、グループを選択して一度に全部削除したりできます。メッセージを同じアカウ
ントまたは別のアカウント内の別のメールボックスまたはフォルダに移動することもできます。
メッセージを削除する：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。

「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。

参考：Google アカウントの場合は、「アーカイブ」をタップします。メッセージは削除されるのではな
く、アカウントアーカイブに移動されます。
複数のメッセージを削除する：メッセージのリストが表示されているときに、「編集」をタップし、削除
したいメッセージを選択してから、「削除」をタップします。

メッセージを別のメールボックスまたはフォルダに移動する：メッセージが表示されているときに、
をタップしてから、メールボックスまたはフォルダを選択します。
別のアカウント用のメールボックスまたはフォルダを選択するときは、「アカウント」をタップします。
複数のメッセージを移動する：メッセージのリストが表示されているときに、「編集」をタップし、移動
したいメッセージを選択してから、「移動」をタップしてメールボックスまたはフォルダを選択します。
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メールを検索する
メールメッセージの「宛先」、「差出人」、および「件名」フィールドを検索できます。「メール」では、
現在開いているメールボックス内のダウンロード済みメッセージが検索されます。MobileMe アカウン
ト、Exchange アカウント、および一部の IMAP メールアカウントでは、サーバ上のメッセージも検索
できます。

メールメッセージを検索する：メールボックスを開き、一番上までスクロールし、検索フィールドにテキ
ストを入力します。「差出人」、「宛先」、「件名」、または「すべて」をタップして、検索するフィールド
を選択します。リストの一番上にある検索フィールドにすばやくスクロールするには、ステータスバー
をタップします。
入力すると、すでに

iPod touch にダウンロードされているメッセージの検索結果が自動的に表示され

ます。「検索」をタップすると、キーボードが消えて、さらに多くの結果が表示されます。
サーバ上のメッセージを検索する：検索結果の末尾にある「サーバで検索を続ける」をタップします。
参考：サーバ上のメッセージの検索結果は、アカウントのタイプによって異なる場合があります。サー
バによっては、完全に一致する単語だけが検索されます。
メールメッセージは、
ホーム画面からの検索の対象です。38 ページの「検索する」を参照してください。
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11

iPod touch 上の「Safari」では、コンピュータ上と同じように Web を閲覧したり Web ページを表
示したりできます。iPod touch でブックマークを作成し、ブックマークをコンピュータと同期させるこ
とができます。Web クリップを追加すると、よく使うサイトにホーム画面から直接すばやくアクセスで
きます。
「Safari」を使用するには、インターネットに接続された Wi-Fi ネットワークに

iPod touch が接続さ

れている必要があります。19 ページの「インターネットに接続する」を参照してください。

Web ページを表示する
Web ページは縦向きまたは横向きに表示できます。iPod touch を回転させると Web ページも回転
し、そのページが適切に表示されるように自動的に調整されます。
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Web ページを開く
Web ページを開く：アドレスフィールド（タイトルバーの左側にあります）をタップし、Web アドレス
を入力して「Go」をタップします。アドレスフィールドが表示されていない場合は、画面上部のステー
タスバーをタップすると Web ページ上部のアドレスフィールドまですばやくスクロールします。
入力するたびに、入力した文字で始まる Web アドレスが表示されます。これらはブックマークに追加
したページまたは最近開いたページです。アドレスをタップするとそのページに移動します。リストに
ない Web アドレスを入力したい場合は、入力を続けます。
アドレスフィールドのテキストを消去する：アドレスフィールドをタップして、

をタップします。

拡大する／スクロールする
拡大／縮小する：Web ページ上の列をダブルタップすると、その列が拡大されます。再びダブルタッ
プすると元のサイズに戻ります。

ピンチして手動で拡大／縮小することもできます。

Web ページをスクロールする

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。

Web ページ上のフレーム内をスクロールする

Web ページの一番上にすばやくスクロールする

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。
iPod touch 画面の上部にあるステータスバーをタップし
ます。
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Web ページをブラウズする
Web ページ上のリンクは通常、Web 上の別の場所に関連付けられています。
Web ページにあるリンクを開く：リンクをタップします。
Web リンクを使って、「マップ」で場所を表示したり、ストリーミングオーディオを再生したり、宛先が
あらかじめ入力されたメールメッセージを作成したりすることもできます。リンクから別の App を開い
た後に「Safari」に戻るときは、ホーム
ボタンを押して「Safari」をタップします。
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。

Web 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。
または

をタップします。

前または次のページに移動する

画面下部の

最近表示したページに戻る

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。

宛先があらかじめ入力されたメールメッセージを作成する

メールの Web リンクをタッチしたまましばらく待ってから、
「新規メッセージ」をタップします。

新しい連絡先を作成する／既存の連絡先に追加する

連絡先情報を含む Web リンクをタッチしたまましばらく
待ってから、「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。

Web ページの URL をメールで送信する

をタップしてから、「リンクをメールで送信」をタップし
ます。

画像または写真をフォトライブラリに保存する

イメージをタッチして押したまま、「画像を保存」をタップ
します。

複数のページを開く
一度に最大 8 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。中に数字が

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：
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をタップして、「新規ページ」をタップします。
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別のページに移動する：

をタップして、指で画面を左右にフリックします。表示したいページをタッ

プします。

ページを閉じる：

をタップして、

をタップします。

テキストを入力する／フォームに入力する
Web ページによっては、入力するためのテキストフィールドやフォームが用意されていることがありま
す。閲覧した Web サイトの名前とパスワードを記憶し、連絡先の情報が自動的にテキストフィールド
に入力されるように「Safari」を設定することができます。174 ページの「Safari」を参照してください。
キーボードを表示する
ほかのテキストフィールドに移動する

テキストフィールド内をタップします。
ほかのテキストフィールドをタップするか、「次へ」ボタン
または「前へ」ボタンをタップします。

フォームを送信する

フォームに入力し終えたら、「Go」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閉じる

「完了」をタップします。

「設定」で、
「Safari」＞「自動入力」と選択し、
自動入力を有効にして Web フォームでの入力を支援する：
以下のいずれかの操作を行います：
Â

連絡先の情報を使用するには、「連絡先の情報を使用」をオンにして、「自分の情報」を選択し、
使用したい連絡先を選択します。
「Safari」では、連絡先の情報が Web フォームの連絡先フィールドに自動的に入力されます。

Â

名前とパスワードの情報を使用するには、「ユーザ名とパスワード」をオンにします。
この機能がオンになっているときは、閲覧した Web サイトの名前とパスワードが記憶され、同じ

Web サイトにアクセスしたときに自動的に情報が入力されます。
Â
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すべての自動入力情報を削除するには、「すべてを消去」をタップします。
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検索する
Web 検索語句を入力するときは、検索フィールドを使用します。入力中に、検索履歴から推奨される
ものが表示されます。

Web を検索する：
1
2

検索フィールド（タイトルバーの右側にあります）をタップします。
「検索」をタッ
探したいビデオの単語もしくはフレーズを入力してから、リストから候補をタップするか、
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。
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。
別の検索エンジンを使って検索するように「Safari」を設定する：「設定」で「Safari」＞「検索エン
ジン」と選択してから、別の検索エンジンを選択します。

ブックマーク
後でまた参照したい Web ページをブックマークに追加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：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。
ブックマークを保存するときに、そのタイトルを編集できます。デフォルトでは、ブックマークは「ブッ
クマーク」の最上位に保存されます。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。

Mac で「Safari」を使っている場合、または Windows PC で「Safari」か Microsoft 社の「Internet
Explorer」を使っている場合は、ブックマークをコンピュータ上の Web ブラウザと同期できます。
ブックマークをコンピュータと同期する：

1 iPod touch をコンピュータに接続します。
2
3

「iTunes」の「デバイス」リストで、iPod

touch を選択します。

「その他」の「…ブックマークを同期」を選択し、
「適用」をクリッ
画面上部の「情報」をクリックして、
クします。

47 ページの「iTunes の iPod touch 設定パネル」を参照してください。
ブックマークを MobileMe と同期する：iPod

touch の「設定」で、MobileMe アカウントの「ブッ

クマーク」を選択します。20 ページの「MobileMe アカウントを設定する」を参照してください。
ブックマークに追加した Web ページを開く：

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：

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には、

Â

ブックマークまたはフォルダの位置を変えるときは、

Â

名前やアドレスを編集するとき、または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

をタップしてから、「削除」をタップします。
をドラッグします。

ルダをタップします。
完了したら、「完了」をタップします。

Web クリップ
Web クリップをホーム画面に追加して、よく使う Web ページにすばやくアクセスしましょう。Web ク
リップはホーム画面にアイコンとして表示され、
ほかのアイコンと一緒に並べることができます。27 ペー
ジの「ホーム画面をカスタマイズする」を参照してください。

Web クリップを追加する：Web 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 クリップを開くと、Web クリップを保存したときに表示されていた Web ページの領域まで自動
的に拡大／縮小およびスクロールされます。表示された領域は、その Web ページに独自のアイコン
がある場合を除いて、ホーム画面上に Web クリップのアイコンを作成するときにも使用されます。
Web クリップを追加するとき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 クリップはブックマークではないので、MobileMe または「iTunes」では同期されません。
Web クリップを削除する：
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1

ホーム画面上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、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

3

「削除」をタップしてからホーム
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をタップします。

ボタンを押すと、配置が保存されます。

カレンダー

12

「カレンダー」について
「カレンダー」からカレンダーやイベントにすばやくアクセスできます。カレンダーを個別に表示したり、
複数のカレンダーを同時に表示したりできます。イベントは日ごと、月ごと、あるいはリスト形式で表
示できます。イベントのタイトル、参加予定者、場所、およびメモを検索できます。連絡先の誕生日を
入力した場合は、誕生日を「カレンダー」に表示できます。

iPod touch をコンピュータ上のカレンダーや、MobileMe、Microsoft Exchange、Yahoo!、
Google などのサービスと同期できます。iPod touch 上で予定を作成、編集、またはキャンセルし
て、その予定をお使いのコンピュータやカレンダーアカウントと同期することもできます。MobileMe、
Microsoft Exchange、Google、Yahoo!、または CalDAV アカウントを設定している場合は、
iPod touch をコンピュータに接続しなくてもカレンダーを無線経由で同期できます。お使いのコン
ピュータから登録している MobileMe 共有カレンダーも iPod touch と同期されます。
読み出し専用の iCalendar（.ics）カレンダーを登録できます。カレンダー機能が有効な Microsoft

Exchange アカウント、またはサポートされている CalDAV アカウントを持っている場合は、会議の
参加依頼を受信して返信したり、予定したイベントにほかの人を招待したりできます。

カレンダーを同期する
カレンダーは、次のいずれかの方法で同期できます：
Â 「iTunes」の

iPod touch 「情報」パネルで、iPod touch をコンピュータに接続したときに、
Mac の場合は「iCal」または「Microsoft Entourage」、Windows PC の場合は「Microsoft
Outlook 2003」、「Microsoft Outlook 2007」、または「Microsoft Outlook 2010」と同期す
るように設定します。47 ページの「iTunes の iPod touch 設定パネル」を参照してください。

Â

iPod touch の「設定」で、MobileMe、Microsoft Exchange、Google、または Yahoo! ア
カウントの「カレンダー」を指定してカレンダー情報を無線で同期したり、CalDAV アカウントを設
定したり（会社や組織が対応している場合）できます。19 ページの「メール、連絡先、およびカレ
ンダーのアカウントを追加する」を参照してください。
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カレンダーを同期するには、インターネットに接続された Wi-Fi ネットワークに

iPod touch が接続

されている必要があります。19 ページの「インターネットに接続する」を参照してください。

カレンダーを表示する
1 つのカレンダーを表示したり、カレンダーを選択して表示したり、すべてのカレンダーを同時に表示
したりできます。
カレンダーを選択して表示する：「カレンダー」をタップしてから、表示したいカレンダーをタップして
選択します。すべてのカレンダーをすばやく選択または選択解除するときは、「すべてのカレンダーを
表示」または「すべてのカレンダーを隠す」をタップします。連絡先の誕生日を表示するときは、画面
の一番下にある「誕生日」をタップします。選択したカレンダーを表示するときは、
「完了」をタップし
ます。

iPod touch では、選択したすべてのカレンダーのイベントが 1 つのカレンダーに表示されます。カレ
ンダーのイベントは、リスト、日ごと、または月ごとに表示できます。
表示を切り替える：「リスト」、「日」、または「月」をタップします。
Â リスト表示：スクロール可能なリストにすべての予定とイベントが表示されます。
Â

日表示：上下にスクロールして 1 日のすべてのイベントを表示できます。 または

をタップすると、

前の日または次の日のイベントが表示されます。
Â

月表示：特定の日をタップすると、その日のイベントが表示されます。
前の月または次の月が表示されます。
イベントを追加する

点が付いている日に
は予定されたイベン
トがあります

選択された日の
イベント
カレンダー参加依頼に
応答する
今日に移動

表示を切り替える

イベントの詳細を表示する：イベントをタップします。
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または

をタップすると、

カレンダーを検索する
カレンダーでイベントのタイトル、参加予定者、場所、およびメモフィールドを検索できます。現在表
示中のカレンダーのイベントのみが検索されます。

イベントを検索する：リスト表示の検索フィールドにテキストを入力します。
入力に応じて検索結果が表示されます。「検索」をタップすると、キーボードが消えて、さらに多くの
結果が表示されます。
カレンダーイベントはホーム画面からの検索の対象です。38 ページの「検索する」を参照してください。

iPod touch でイベントを追加／アップデートする
カレンダーのイベントは

iPod touch 上で直接作成／アップデートできます。

カレンダー機能が有効な Microsoft

Exchange アカウント、またはサポートされている CalDAV アカ

ウントを持っている場合は、イベントまたは会議にほかの人を招待できます。
イベントを追加する：

をタップし、イベント情報を入力して、「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」をオンにします）

Â

繰り返し間隔̶なし、毎日、毎週、隔週、毎月、または毎年

Â

参加予定者（カレンダーサーバが対応している場合）

Â

通知時間̶イベントの 5 分前から 2 日前まで
通知を設定する場合は、予備の通知を設定するオプションが表示されます。通知の時間になると、

iPod touch にメッセージが表示されます。また、音が鳴るように iPod touch を設定することも
できます（110 ページの「通知音」を参照してください）。
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重要：そのため、旅行中は

iPod touch の通知が正しい現地時間で行われないことがあります。

手動で正しい時刻を設定するときは、164 ページの「日付と時刻」を参照してください。
Â

カレンダー
「デフォルトカレンダー」設定を使ってデフォルトカレンダーを変更できます。174 ページの「カレン
ダー」を参照してください。

Â メモ

イベントを読み出し専用カレンダーに割り当てることはできません。
「メール」メッセージで曜日、日付、または時刻をタップすることで、イベントを作成することもできます。

93 ページの「リンクや検出されたデータを使用する」を参照してください。
イベントをアップデートする：
「編集」をタップして、
イベント情報を変更します。完了したら、
「完了」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。

会議の参加依頼に返信する
カレンダー機能が有効な Microsoft

Exchange アカウント、またはサポートされている CalDAV アカ

ウントを持っている場合は、会社の会議参加依頼を受信、返信することが可能です。参加依頼を受け
取ると、カレンダーに会議が点線で囲まれて表示されます。画面右下にある

ボタンには、新着の

参加依頼の合計数が表示されます。合計数は、ホーム画面の「カレンダー」のアイコンにも表示され
ます。会議の参加依頼を受け取ってそれに返信するには、
インターネットに接続された Wi-Fi ネットワー
クに

iPod touch が接続されている必要があります。

会議の参加依頼の数
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カレンダー内の参加依頼に返信する：

1

カレンダーで会議の参加依頼をタップするか、

をタップして「イベント」画面を表示してから参加

依頼をタップします。

Â

会議主催者の連絡先情報を調べるには、「依頼元」をタップします。その主催者にメッセージを送
信するには、メールアドレスをタップします。

Â

ほかに会議への参加を依頼されている人を確認するには、「参加予定者」をタップします。参加者
の連絡先情報を調べるには、名前をタップします。その参加者にメッセージを送信するには、メー
ルアドレスをタップします。

Â
Â

会議の前に

iPod touch で通知が鳴るように設定するには、「通知」をタップします。

会議主催者に返信するメールにコメントを追加するには、「コメントを追加」をタップします。コメン
トは、自分の会議の「情報」画面にも表示されます。

「メモ」は、会議主催者によって作成されます。

2

「了解」、「仮承諾」、または「拒否」をタップします。
参加依頼を了解、仮承諾、または拒否すると、追加したコメントを含む返信メールが主催者に送られ
ます。
会議を了解または仮承諾した場合は、後で返事を変更することができます。コメントを変更したい場合
は、「コメントを追加」をタップします。
会議の参加依頼は、メールメッセージでも送られます。この場合は、「メール」で会議の「情報」画面
を開くことができます。
メールメッセージの会議参加依頼を開く：参加依頼をタップします。
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カレンダーを登録する
iCalendar（.ics）形式を使用するカレンダーを登録できます。Yahoo!、Google、および Mac OS
X の「iCal」アプリケーションなどの多くのカレンダーベースのサービスでは、カレンダーの登録がサポー
トされています。
登録したカレンダーは読み出し専用です。登録したカレンダーのイベントは

iPod touch で参照するこ

とはできますが、編集したり、新規のイベントを追加することはできません。
カレンダーを登録する：

1

「設定」で、「メール / 連絡先 / カレンダー」を選択し、「アカウントを追加」をタップします。

2

「その他」、「照会するカレンダーを追加」の順に選択します。

3

サーバ情報を入力し、「次へ」をタップして登録を確認します。

4

「保存」をタップします。

iPod touch で受け取ったメールメッセージのカレンダーへのリンクをタップすることで、Web 上に公
開されている iCal（またはほかの .ics）カレンダーを登録することもできます。

通知音
カレンダーの通知音を設定する：「設定」で、
「一般」＞「サウンド」と選択してから、「カレンダーの
通知音」を入にします。「カレンダーの通知音」をオフにした場合は、イベントの直前に音は鳴らず、

iPod touch にメッセージが表示されます。
「設定」で、
「メール / 連絡先 / カレンダー」を選択します。「カレンダー」
参加依頼の通知音を設定する：
で、「新規参加依頼の通知音」をタップしてオンにします。
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ビデオを検索、再生する
YouTube では、世界中の人々が投稿した短いビデオを見ることができます。iPod touch の一部の
機能は、YouTube アカウントへのサインインを求められたときにサインインしないと使用できません。
必要条件および YouTube アカウントを取得する方法については、www.youtube.jp を参照してくだ
さい。
参考：YouTube は一部の言語および地域で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された Wi-Fi ネットワークに

iPod touch が接

続されている必要があります。19 ページの「インターネットに接続する」を参照してください。
ビデオをブラウズする：
「おすすめ」、
「人気」、または「よく使う項目」をタップします。または、
「その他」
をタップして、「新着」「評価の高い動画」、「履歴」、「登録」、または「プレイリスト」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」をタップして今までで最も視聴さ
れたビデオを見るか、「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 よく使う項目：「よく使う項目」に追加したビデオが表示されます。YouTube アカウントにサインイ

ンすると、アカウントでよく使う項目が表示され、iPhone に追加されているよく使う項目をお使い
のアカウントに同期させることができます。
Â

新着： YouTube に送られた最新のビデオです。

Â

評価の高い動画： YouTube ユーザによって高い評価が付けられたビデオです。www.youtube.

jp でビデオの評価を付けることができます。
Â

履歴：最近見たビデオの履歴です。

Â

登録：登録した YouTube アカウントのビデオです。この機能を使うには、YouTube アカウントに
サインインする必要があります。

111

Â

プレイリスト：プレイリストに追加したビデオです。この機能を使うには、YouTube アカウントにサ
インインする必要があります。

画面の下にあるブラウズボタンを、自分が頻繁に使うボタンと置き換えることができます。115 ページ
の「ブラウズボタンを変更する」を参照してください。
ビデオを検索する：

1

「検索」をタップ（「検索」が表示されていない場合は、「その他」を最初にタップ）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。ビデオのタイトル、評価、
視聴回数、再生時間、およびそのビデオを投稿したアカウント名が一覧表示されます。
ビデオを再生する：ビデオをタップします。

iPod touch への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。
ビデオコントロールの表示／非表示を切り替える：画面をタップします。
再生ヘッド

ダウンロード進行状況

スクラブバー
拡大／縮小
再生／一時停止
次へ／早送り

メール
音量
ブックマーク

前へ／巻き戻し

ビデオを再生または一時停止する
音量を調節する

または

をタップします。

音量スライダをドラッグするか、iPod

touch の横にある

ボタンを使用します。
ビデオの最初から再生する
リスト内の次または前のビデオに移動する
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をタップします。
前のビデオに移動するときは、

を 2 回タップします。

次のビデオに移動するときは、

をタップします。

巻き戻し／早送り

または

ビデオの中の好きな場所に移動する
ビデオが最後まで再生される前にビデオを止める
ビデオをスクリーンに合わせる／ビデオ全体を表示する

を押したままにします。

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。
「完了」をタップするか、ホーム
ビデオをダブルタップします。
クリーンに合わせたり、

ボタンを押します。
をタップしてビデオをス

をタップしてビデオ全体を表

示したりする方法もあります。
ビデオの再生を開始して、

をタップします。

ビデオコントロールを使ってビデオへのリンクをメールで送 ビデオの再生を開始して、

をタップします。

ビデオコントロールを使って「よく使う項目」にビデオを
追加する

信する

ビデオを管理する
ビデオの横にある
ます。

をタップして、関連ビデオや、ビデオ管理用のそのほかのコントロールを表示し

ビデオを「よく使う項目」に追加する

「よく使う項目に追加」をタップします。

ビデオをプレイリストに追加する

「プレイリストに追加」をタップしてから、既存のプレイリ
ストを選択するか、

をタップして新しいプレイリストを作

成します。
ビデオへのリンクをメールで送信する
関連ビデオをブラウズして表示する

「動画を共有」をタップします。
関連ビデオのリストでビデオをタップして表示するか、ビデ
オの横にある
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をタップして詳細を表示します。
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詳細情報を見る
ビデオの横にある
されます。

をタップすると、ビデオのコメント、説明、追加日、およびその他の情報が表示

ビデオを評価する、コメントを書く

「詳細情報」画面で「評価、
コメント、
またはフラグ」をタッ
プして、「評価またはコメント」を選択します。この機能を
使うには、YouTube アカウントにサインインする必要があ
ります。

このアカウントのビデオをもっと見る

「詳細情報」画面で、「ほかの動画」をタップします。

この YouTube アカウントを登録する

「詳細情報」画面で「ほかの動画」をタップして、ビデオ
リストの下部にある「＜アカウント＞を登録」をタップしま
す。この機能を使うには、YouTube アカウントにサインイ
ンする必要があります。

YouTube アカウント機能を使う
YouTube アカウントがあれば、登録、コメント、評価、プレイリストなどのアカウント機能を使用でき
ます。YouTube アカウントを作成するには、www.youtube.jp にアクセスしてください。
アカウントに追加したよく使う項目を表示する：「よく使う項目」で「サインイン」をタップし、ユーザ
名とパスワードを入力して、お使いのアカウントのよく使う項目を表示します。すでに

iPod touch に

よく使う項目が追加されている場合は、サインインすれば、アカウントのよく使う項目と共にそれらを
管理できます。
よく使う項目を削除する：
「よく使う項目」で、
「編集」をタップし、ビデオの横にある
「削除」をタップします。

をタップして、

アカウントに追加した登録項目を表示する：
「登録」で「サインイン」をタップし、ユーザ名とパスワー
ドを入力して、お使いのアカウントの登録項目を表示します。リストでアカウントをタップすると、その
アカウントのビデオがすべて表示されます。
「登録」で、リスト内のアカウントをタップして、
「登録を解除」
YouTube アカウントの登録を解除する：
をタップします。
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プレイリストを表示する：「プレイリスト」でプレイリストをタップして、追加したビデオのリストを表示
します。プレイリスト内の任意のビデオをタップすると、その位置からビデオの再生が始まります。
プレイリストを編集する：
「プレイリスト」で「編集」をタップして、以下のいずれかの操作を行います：
Â

プレイリスト全体を削除するには、プレイリストの横にある

Â

プレイリストを新規に作成するには、 をタップして、プレイリストの名前を入力します。

ビデオをプレイリストに追加する：ビデオの横にある
プレイリストを選択します。

をタップして、
「削除」をタップします。

をタップし、
「プレイリストに追加」をタップして、

プレイリストからビデオを削除する：

1

「プレイリスト」でプレイリストをタップして、「編集」をタップします。

2

プレイリストの横にある

をタップして、「削除」をタップします。

ブラウズボタンを変更する
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、評価の高いビデオをよく見て、おすすめビデオはあまり見ない
場合は、「おすすめ」と「評価の高い動画」を置き換えることができます。
ブラウズボタンを変更する：「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、表示されていないブラウズボタンを使いたいときは、「その他」をタップ
します。
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株式相場を表示する
「株価」では、選択した銘柄、ファンド、および指標について、入手できる最新の取引値を確認できま
す。「株価」を使用するには、インターネットに接続された Wi-Fi ネットワークに

iPod touch が接続

されている必要があります。19 ページの「インターネットに接続する」を参照してください。
インターネットに接続されている状態で「株価」を開くと、そのたびに取引値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、またはそれ以上かかります（レポートサービスに
より異なります）。
株価リーダーに銘柄、ファンド、指数を追加する：

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、ファンド名、または指数を入力してから、「検索」をタップします。

3

検索結果から項目を選択して、「完了」をタップします。
チャートを横向きに表示する：iPod

touch を横に回転させます。株価リーダーに別のチャートを表示

するには、左または右にフリックします。
銘柄、ファンド、または指数の、時間経過に伴う推移を表示する：リストで銘柄、ファンド、または指
標をタップしてから、「1 日」、「1 週」、「1 月」、「3 月」、「6 月」、「1 年」、または「2 年」をタップ
します。チャートが調整されて、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。
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チャートを横向きに表示するときは、チャートをタッチして特定の時点における値を表示できます。

特定の期間における値の変化を見るには、2 本の指を使います。

銘柄を削除する：

をタップし、銘柄の横にある

リストの順序を変更する：

をタップしてから、「削除」をタップします。

をタップします。次に、銘柄の横にある

をリスト内の新しい場所にドラッ

グします。
変動率、変動額、または時価総額に表示を切り替える：画面の右側にある任意の値をタップします。
もう一度タップすると、別の表示に切り替わります。あるいは、 をタップし、
「％」、
「株価」、または「時
価総額」をタップして、次に「完了」をタップします。

詳細情報を見る
概要、グラフ、あるいは銘柄、ファンド、または指標に関するニュースのページを見る：リストで銘柄、ファ
ンド、
または指標を選択し、株価リーダーの下のページをフリックして、概要、
グラフ、
または最新のニュー
スページを表示します。
ニュースページでは、上下にスクロールして見出しを読んだり、見出しをタップして「Safari」で記事
を表示したりできます。

Yahoo.co.jp で詳細を見る：リストで銘柄、ファンド、または指標を選択して、
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をタップします。
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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、support.apple.com/ja_JP/

manuals/#ipodtouch の「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。
「マップ」では、世界のさまざまな国や地域の市街地図、航空写真、地図＋航空写真、およびストリー
トビューを表示できます。交通情報を確認したり、運転経路、公共交通機関の路線、または歩行路の
詳細を表示したりできます。おおよその現在位置を確認できるので、現在の場所から別の場所（また
はその逆）への運転経路を知ることもできます。
「マップ」を使用するには、インターネットに接続された Wi-Fi ネットワークに

iPod touch が接続さ

れている必要があります。19 ページの「インターネットに接続する」を参照してください。
重要：マップ、経路、およびロケーションベースの App は、データサービスに依存します。これらのデー
タサービスは変更される可能性があり、すべての地域で利用できるわけではないため、マップ、方向、
またはロケーションベースの情報が利用できなかったり、不正確であったり、不完全であったりする可
能性があります。iPod

touch で提供される情報と周囲の状況を比較し、違いがある場合は標識に従っ

てください。
「マップ」を開いたときに位置情報サービスがオフになっていると、オンにすることを求められる場合が
あります。
「マップ」は位置情報サービスをオンにしなくても使用できます。161 ページの「位置情報サー
ビス」を参照してください。
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場所を探して表示する
場所の検索、現在位置の取得、ドロップピンを使った位置の記録、および航空写真や Google ストリー
トビューの表示が行えます。

場所の検索
住所、交差点、地名、ランドマーク、ブックマーク、連絡先、郵便番号などから場所を検索できます。
場所を探して地図を表示する：

1

検索フィールドをタップして、キーボードを表示します。

2

住所やその他の検索情報を入力します。

3

「検索」をタップします。
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。

をタップすると、
位置情報を取得したり、
経路を表示したり、
ブックマークや連絡先リス
トにその場所を
追加したり、Google
マップへのリンクを
メールで送信したり
できます

場所には、「Google マップ」の「マイマップ」ユーザの興味によって追加された場所（ユーザが作
成したコンテンツ）が含まれることがあり、スポンサーリンクが特別なアイコン（

など）で表示され

ることがあります。
地図の一部分を拡大する

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。
地図をピンチします。または、2 本の指で地図をタップし

縮小する

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

上、下、左、または右方向にドラッグします。

連絡先リストに載っている人の住所を地図に表示する：検索フィールドで
絡先」をタップして連絡先を選択します。

をタップしてから、「連

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します。「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。
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現在位置を表示する
タップひとつでおおよその現在位置を表示できます。
現在位置を確認する：

をタップします。

現在位置は青色のマーカーで表示されます。正確に場所を特定できない場合は、マーカーの周囲に青
色の円も表示されます。円の大きさは、どれくらいの精度で現在地を決定できるかによって決まります
（円が小さいほど、精度が高くなります）。
地図をドラッグしてもう一度

をタップすると、iPod

touch の地図の中心がおおよその現在位置に

戻ります。

iPod touch では、位置情報サービスを使用して現在位置が特定されます。位置情報サービスでは、
地域の Wi-Fi ネットワーク（Wi-Fi がオンの場合）から収集できる情報が使用されます。位置情報サー
ビスを使用している App のステータスバーには、 が表示されます。位置情報サービスは一部の国
や地域では利用できないことがあります。
位置情報サービスがオフになっている場合は、オンにするように促すメッセージが表示されます。位置
情報サービスがオフの場合は、現在地を確認することはできません。161 ページの「位置情報サービ
ス」を参照してください。
バッテリー寿命を節約するには、サービスを使用していないときに「位置情報サービス」をオフにして
ください。「設定」で、「一般」＞「位置情報サービス」と選択します。
をタップします。iPod touch
現在位置に関する情報を取得する：青色のマーカーをタップして、
には、現在位置の住所が表示されます（利用可能な場合）。この情報を使用すると、次の操作を実行
できます。

120

Â

経路を表示する

Â

連絡先に場所を追加する

Â

住所をメールで送信する

Â

場所をブックマークに追加する
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ピンをドロップして場所を記録する
ドロップピンを使って、場所を直接記録できます。
場所を記録する：地図上の場所をタッチして押したままにします。
地図上のタッチしている位置にドロップピンが表示されます。
ドロップピンを移動する：タッチして押したまま、ピンを新しい場所にドラッグします。または、新しい
場所をタッチして押したままにしていると、前のピンに替わって新しいピンがドロップされます。

航空写真とストリートビュー
地図の航空写真を表示したり、航空写真と市街地図を組み合わせて表示したりできます。また、その
場所の Google ストリートビューを表示することもできます。

航空写真または地図＋写真を表示する：

をタップしてから、「航空写真」をタップすると航空写真だ

けが表示され、「地図＋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。

地図表示に戻るには、「マップ」をタップします。
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ある場所の Google ストリートビューを表示する：
をタップします。左または右にフリックして、
360°パノラマ表示にパンします。（内部のウインドウに現在の景色が表示されます。）矢印をタップして、
通りを移動します。地図表示に戻るには、右下にある縮小表示のマップをタップします。

タップして地図表示に戻ります

ストリートビューは、地域によっては利用できないことがあります。

経路を表示する
目的地までの運転経路、公共交通機関の路線、または歩行路を区間ごとに順番に表示できます。
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。iPod

touch では、現

をタップし、
「ブックマーク」
がデフォルトの出発場所になります。
在のおおよその場所（分かる場合）
（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。

が表示されていない場合は、
フィールドの内容を削除します。

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、

3

をタップします。

「ルート」をタップし（場所を自分で入力した場合）、運転経路（ ）、公共交通機関の路線（ ）、ま
たは歩行路（ ）を選択します。
利用可能なトラベルオプションはルートによって異なります。

4
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次のいずれかを行います：
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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。「ルートの概要」をタップして、概
要画面に戻ります。

Â

経路を区間ごとに表示していくときは、「出発」をタップしてから
示されます。戻るときは、

をタップすると、次の経路が表

をタップします。

運転中または歩行中に、画面上部におよその距離と所要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。
公共交通機関を利用している場合、概要画面に各区間および歩行を含むその移動手段が表示されます。
画面上部に、バスや電車の最初の停車地の時刻、予想到着時刻、および運賃の合計が表示されます。
をタップすると、出発地や到着時刻を設定したり、移動スケジュールを選択したりできます。バスや
電車の出発時刻を確認したり、交通機関の Web サイトや連絡先情報へのリンクを取得するときは、停
車地のアイコンをタップします。「開始」をタップしてルートをたどってゆくと、画面上部に各区間の詳
細な情報が表示されます。
をタップしてから、「ここ
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、
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。
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：

をタップします。

が表示されていない場合は、「編集」をタップします。
最近表示した経路を表示する：検索フィールドで
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渋滞状況を表示する
渋滞状況が利用できる場合は、主要な道路や高速道路の渋滞状況が地図上に表示されます。
渋滞状況を表示する／隠す：

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。
道路や高速道路は、渋滞状況で色分けされます：

灰色 = 現在データを入
手できません
緑色 = 標示制限速度

黄色 = 標示制限速度
以下

赤色 = 渋滞

渋滞状況が表示されない場合は、主要な道路が表示されるレベルまで縮小する必要があるかもしれま
せん。一部の地域では渋滞情報が利用できません。

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。
検索条件に一致する付近の住所にピンが表示されます。たとえばある市を地図に表示して「映画館」
と入力し、「検索」をタップすると、市内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：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：店舗・企業のピンをタップしてから、名前の横にある
プします。

をタッ

ここから、次の操作を行うことができます：
Â メールを送信するときはメールアドレスを、Web サイトを表示するときは Web アドレスをタップし

ます。
Â
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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。
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Â

店舗・企業を連絡先リストに追加するには、画面下部の「連絡先に追加」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。

Â メールで店舗・企業の場所を共有します。

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、その場所が表示されます。店舗・企業の横にある
の情報が表示されます。

をタップすると、そ

Web サイトに

アクセスします

経路を

表示します
をタップすると、

連絡先情報が表示されます

場所の情報を共有する
見つけた場所を連絡先リストに追加できます。Google マップの場所へのリンクをメールで送信するこ
ともできます。
場所を連絡先に追加する：場所を検索して、その場所を示すピンをタップし、名前または説明の横に
ある
をタップします。画面下部の「連絡先を追加」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。

Google マップの場所へのリンクをメールで送信する：場所を検索して、その場所を示すピンをタップし、
名前または説明の横にある
プします。

をタップします。画面下部の「場所を送信」をタップして、
「メール」をタッ

場所をブックマークに追加する
後でまた参照したい場所をブックマークに追加することができます。
場所をブックマークに追加する：場所を検索して、その場所を示すピンをタップし、名前または説明の
横にある

をタップしてから、「情報」画面下部にある「ブックマークを追加」をタップします。

ブックマークに追加した場所または最近表示した場所を表示する：検索フィールドで
から、「ブックマーク」または「履歴」をタップします。
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天気概況を見る
ホーム画面の「天気」をタップすると、世界中の 1 つまたは複数の都市の現在の気温と 6 日分の予
報を見ることができます。「天気」を使用するには、インターネットに接続された Wi-Fi ネットワークに

iPod touch が接続されている必要があります。19 ページの「インターネットに接続する」を参照して
ください。
今日の最高気温と最低気温

現在の状況
現在の気温

6 日分の予報

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

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）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。
都市を追加する：

1
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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。

別の都市に切り替える：左または右にフリックするか、点の列の左または右をタップします。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：

をタップしてから、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。
都市を削除する：

をタップし、都市の横にある

気温を華氏または摂氏で表示する：

をタップしてから、「削除」をタップします。

をタップしてから、「°F」または「°C」をタップします。

天気の詳細情報を見る
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。

Yahoo.com で都市に関する情報を見る：
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「メモ」について
iPod touch でメモを作成して、コンピュータ上のサポートされているアプリケーションやオンラインア
カウントと同期することができます。メモのリスト内でテキストを検索することもできます。

メモを同期する
メモは、次のいずれかの方法で同期できます：
Â 「iTunes」の「iPod

touch」設定パネルで、iPod touch をコンピュータに接続したときに、
Mac の場合は「Mail」、Windows PC の場合は「Microsoft Outlook 2003」、「Microsoft
Outlook 2007」、または「Microsoft Outlook 2010」と同期するように設定します。47 ページ
の「iTunes の iPod touch 設定パネル」を参照してください。

Â 「設定」で MobileMe、Google、Yahoo!、AOL、またはその他の IMAP アカウントをオンにす

ることで、それらのアカウントと無線経由（第 3 世代の iPod

touch 以降）で同期するように設定

します。19 ページの「メール、連絡先、およびカレンダーのアカウントを追加する」を参照してく
ださい。
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メモを書く／読む
「メモ」をコンピュータ上のアプリケーションまたはオンラインアカウントと同期するときは、
「アカウント」
画面に各アカウントが表示され、すべてのメモを 1 つのリストに表示するためのボタンも表示されます。
すべてのメモを見る：「すべてのメモ」をタップします。
特定のアカウントのメモを見る：アカウント名をタップします。

メモは、最終変更日の順に表示されます。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。iPod

touch を回転させると、メモが横向きで表示され、大

きなキーボードを使って入力できます。
メモを追加する：

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：メモをタップします。

または

をタップすると、次のメモまたは前のメモが表示され

ます。
メモを編集する：メモのどこかをタップして、キーボードを表示します。
メモを削除する：メモをタップしてから、
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メモを検索する
メモのテキストを検索できます。

メモを検索する：

1

ステータスバーをタップして、メモリストの一番上の検索フィールドまでスクロールします。

2

検索フィールドにテキストを入力します。
入力に応じて検索結果が表示されます。「検索」をタップすると、キーボードが消えて、さらに多くの
結果が表示されます。
メモは、ホーム画面からの検索の対象です。38 ページの「検索する」を参照してください。

メモをメールで送信する
メモをメールで送信する：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

iPod touch が設定されている必要がありま

す。90 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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世界時計
世界のほかの主要都市および時間帯の時刻を表示する時計を追加できます。
時計を表示する：「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。時計が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、フリックしてスクロールします。
時計を追加する：

1
2

「世界時計」をタップします。
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。

3

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

をタップして、
「削

時計を並べ替える：「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

をリ

スト内の新しい場所にドラッグします。
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アラーム
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：

1

「アラーム」をタップして、

2

次の設定を調整します：
Â

をタップします。

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

アラームの時刻に鳴らす着信音を選択するには、「サウンド」をタップします。

Â

アラームのスヌーズ機能をオン／オフにするには、
「スヌーズ」をオンまたはオフにします。
「スヌーズ」
がオンのときに、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。アラームが鳴ったときに、

iPod touch 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、オンになっている場合は、iPod
ステータスバーに

touch の画面上部の

が表示されます。

アラームをオンまたはオフにする：
「アラーム」をタップして、任意のアラームをオンまたはオフにします。
アラームがオフになっている場合は、もう一度オン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、自動的にオフになります。再び
オンにすると、有効にすることができます。
アラームの設定を変更する：「アラーム」をタップして、「編集」をタップし、変更したいアラームの横
にある

をタップします。

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

をタッ

ストップウォッチ
ストップウォッチで時間を計る：

1

「ストップウォッチ」をタップします。

2

「開始」を選択して、ストップウォッチを開始します。
Â

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。

Â

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。

Â

ストップウォッチをリセットするには、
ストップウォッチが一時停止のときに「リセット」をタップします。

ストップウォッチを開始して、別の App に切り替えても、ストップウォッチは動き続けます。
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タイマー
タイマーを設定する：「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。「開始」を選
択して、タイマーを開始します。
サウンドを選択する：「タイマー終了時」をタップします。
スリープタイマーを設定する：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、タイマーの終了時に、iPod

touch で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、iPod

第 18章
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touch の別の App に切り替えても、タイマーは動き続けます。
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計算機

計算機を使用する
「計算機」では、数字や演算子をタップすることで、通常の計算機と同じように計算することができます。
「＋」、「−」、「×」、「÷」をタップすると、ボタンが白い線で囲まれるので、どの計算を行っている
のかが分かります。iPod

touch を横向きにすれば、高度な関数電卓になります。

標準のメモリ機能
Â

C：タップすると、表示されている数字が消去されます。

Â

MC：タップすると、メモリに保存された数字が消去されます。

Â

M+：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に足されます。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。

Â
Â

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。
MR：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に置き換えられます。ボタン
が白い輪で囲まれている場合は、メモリに保存されている数字があります。

標準の計算機と関数電卓を切り替えても、メモリに保存されている数字は残ります。
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関数電卓のキー
iPod touch を横向きにすると、関数電卓が表示されます。

2nd

三角関数のボタン（sin、cos、tan、sinh、cosh、tanh）をそれぞれの逆関数（sin-1、cos-1、tan-1、

sinh-1、cosh-1、tanh-1）に変更します。また、ln を log2 に、ex を 2x に変更します。「2nd」をもう一度タッ
プすると、元の関数に戻ります。

(

括弧式を始めます。式は入れ子にすることができます。

)

括弧式を終えます。

%

百分率を計算し、値上を加算し、値引を減算します。百分率を計算するときは、乗算（×）キーを一緒に
使用します。たとえば、500 の 8% を計算するには、次のように入力します。

500 x 8 % =
結果は 40 になります。
値上を加算するとき、または値引を減算するときは、加算（＋）キーまたは減算（−）キーを一緒に使用
します。たとえば、総額 500 ドルの商品に 8% の売上税を加算するときは、次のように入力します。

500 + 8 % =
結果は 540 になります。
1/x

値の逆数を小数で返します。

x2

値を 2 乗します。

x

値を 3 乗します。

3

y

x

2 つの値の間をタップし、1 つ目の値を 2 つ目の値で累乗します。たとえば、34 を計算するには、次のよ
うに入力します。

3 yx 4 =
結果は 81 になります。
x!

値の階乗を計算します。

√

値の平方根を計算します。

√y

x
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2 つの値の間で使って、y の x 乗根を計算します。たとえば、4√81 を計算するには、次のように入力します。
81 x√y 4 =
結果は 3 になります。
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log

値の対数（10 を底）を返します。

sin

値の正弦を計算します。

sin-1

（「2nd」ボタンをタップしたときに利用できます。）
値の逆正弦を計算します。

cos

値の余弦を計算します。

cos

-1

（「2nd」ボタンをタップしたときに利用できます。）
値の逆余弦を計算します。

tan

値の正接を計算します。

tan

（「2nd」ボタンをタップしたときに利用できます。）
値の逆正接を計算します。

ln

値の自然対数を計算します。

log2

2 を底とする対数を計算します。（「2nd」ボタンをタップしたときに利用できます。）

sinh

値の双曲線正弦を計算します。

sinh

値の逆双曲線正弦を計算します。（「2nd」ボタンをタップしたときに利用できます。）

cosh

値の双曲線余弦を計算します。

cosh-1

値の逆双曲線余弦を計算します。（「2nd」ボタンをタップしたときに利用できます。）

tanh

値の双曲線正接を計算します。

tanh-1

値の逆双曲線正接を計算します。（「2nd」ボタンをタップしたときに利用できます。）

e

値を入力した後でタップし、定数

-1

-1

x

2

x

e

（2.718281828459045...）をその値で累乗します。

表示されている値で 2 を累乗します。たとえば、10

2x = と入力すると、結果は 1024 になります。（「2nd」

ボタンをタップしたときに利用できます。
）
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Rad

三角関数を弧度で表すモードに変更します。

Deg

三角関数を度で表すモードに変更します。

π

円周率の値（3.141592653589793...）を入力します。

EE

現在表示されている値に、次に入力した値で 10 を累乗した値を乗算します。

Rand

0 〜 1 の間のランダムな数字を返します。
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ボイスメモ

ボイスメモを録音する
「ボイスメモ」では、iPod

touch を携帯型の録音装置として使用できます。

第 4 世代の iPod

touch では、内蔵マイクが「ボイスメモ」で使用されます。第 2 世代の iPod
touch または 第 3 世代の iPod touch で「ボイスメモ」を使用するには、Apple Earphones with
Remote and Mic、またはマイクが付いた互換性のあるアクセサリを接続します。これには、アップ
ル社製のイアバッドや、
アップルの「Made for iPod」ロゴが付いた他社製のアクセサリが含まれます。
マイクを録音対象に近づけたり、遠ざけたりすると、録音レベルを調節できます。録音品質を良くする
には、レベルメーターの最大レベルを –3dB 〜 0

dB にする必要があります。

オーディオの
レベルメーター

ボイスメモに移動する

録音ボタン
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ボイスメモを録音する：

1

をタップして録音を開始します。 互換性のあるマイク内蔵の 3 ボタンヘッドセットの中央ボタンを押
すこともできます。

2

一時停止するには

をタップします。録音を終了するには

をタップします。 互換性のあるマイク内

蔵の 3 ボタンヘッドセットの中央ボタンを押して録音を中止することもできます。
お使いの外部マイクによって、モノラルまたはステレオのどちらかで録音できます。
音声録音を開始すると、iPod

touch で短いベル音が鳴ります。

ボイスメモの録音中にほかの App を使うには、iPod

touch をロックするか、ホーム

ボタンを押し

ます。
録音したボイスメモを再生する：

をタップします。

ボイスメモを聴く

再生ヘッド
スクラブバー

前回録音したボイスメモを再生する：

1

をタップします。
メモは日時の順に並んでおり、最近のメモが先頭に表示されます。

2

メモをタップしてから、

をタップします。

をタップして再生を一時停止し、

をタップして再開します。

ボイスメモ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。
内蔵スピーカーで聴く：「スピーカー」をタップします。
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ボイスメモを管理する
ボイスメモを削除する：リストでメモをタップして、「削除」をタップします。
をタップします。「情報」画面に長さと録音日時が表示され、
詳細情報を確認する：メモの横にある
追加の編集および共有機能を使用できます。

ボイスメモにラベルを追加する：「情報」画面で、 をタップして、「ラベル」画面のリストでラベルを
選択します。カスタムラベルを作成するには、リストの下部にある「カスタム」を選択してから、ラベ
ルの名前を入力します。

ボイスメモをトリミングする
ボイスメモの開始部分と終了部分をトリミングして、無音部分やノイズを消去できます。
ボイスメモをトリミングする：

1

「ボイスメモ」画面で、トリミングしたいメモの横にある

2

「メモをトリミング」をタップします。

3

タイムマーカーを目安にしてオーディオ領域の端をドラッグし、ボイスメモの開始部分と終了部分を調
整します。編集したデータをプレビューするには、
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をタップします。

をタップします。

4

「ボイスメモをトリミング」をタップします。
重要：ボイスメモの編集内容は、取り消すことができません。

ボイスメモを共有する
ボイスメモをメールメッセージの添付ファイルとして共有することができます。
ボイスメモを共有する：

1

「ボイスメモ」画面でボイスメモを選択して、「送信」をタップします。
ボイスメモの「情報」画面で「送信」をタップすることもできます。

2

「メール」を選択して、メモが添付された新規のメッセージを「メール」で開きます。
送信しようとしているファイルのサイズが大きすぎる場合は、メッセージが表示されます。

ボイスメモを同期させる
iPod touch をお使いのコンピュータに接続すると、ボイスメモが iTunes ライブラリに同期されます。
touch から削

これによって、ボイスメモをコンピュータで聴くことができ、さらにそれらのメモを iPod
除する場合のバックアップも作成できます。

ボイスメモは、「ボイスメモ」プレイリストと同期されます。このリストが存在しない場合は自動的に作
それらのメモは削除されるまで「ボイスメモ」
成されます。ボイスメモを「iTunes」と同期させる場合、

App 内に残ります。iPod touch からボイスメモを削除しても、「iTunes」の「ボイスメモ」プレイリ
ストからは削除されません。ただし、「iTunes」からボイスメモを削除した場合は、次に「iTunes」
と同期させたときにそのボイスメモが

iPod touch から削除されます。

「iTunes」の「ミュージック」パネルを使うと、「iTunes」の「ボイスメモ」プレイリストを

iPod touch 上の「ミュージック」 App と同期できます。
「ボイスメモ」プレイリストを iPod touch と同期する：

1 iPod touch をコンピュータに接続します。
2

「iTunes」の「デバイス」リストで、iPod

3

画面の上部で「ミュージック」を選択します。

4

「ボイスメモを含める」チェックボックスを選択し、「適用」をクリックします。
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iTunes Store について
iTunes Store で音楽、オーディオブック、テレビ番組、ムービー、およびミュージックビデオを検索、
touch に直接ダウンロードできます。iTunes Store を使って、オー
ディオ Podcast やビデオ Podcast をインターネットからストリーム再生したり、iPod touch に直接

ブラウズ、
プレビュー、購入し、iPod

ダウンロードして視聴したりできます。 また、お気に入りのアーティストや友達をフォローして、その
人たちが今聴いていたり話題にしている音楽、お気に入りのアーティストがいつツアーで近くに来て、
だれがそのコンサートに行く予定かなどを知ることができます。
参考：iTunes

Store は、すべての国や地域で利用できるわけではありません。iTunes Store のコン

テンツは国や地域によって異なる場合があります。

iTunes Store を使用するには、インターネットに接続された Wi-Fi ネットワークに iPod touch が接
続されている必要があります。19 ページの「インターネットに接続する」を参照してください。
商品を購入したり、レビューを書いたりするには、Apple アカウントが必要です。デフォルトでは、

iPod touch で Apple アカウント設定が「iTunes」から取り込まれます。Apple アカウントを持って
いない場合や、別の Apple アカウントから購入したい場合は、「設定」＞「Store」と選択します。

170 ページの「Store」を参照してください。
Podcast の再生やダウンロードに、Apple アカウントは必要ありません。
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音楽、ビデオ、その他のコンテンツを検索する
コンテンツをブラウズする：「ミュージック」、「ビデオ」など、画面下部にあるいずれかのコンテンツカ
テゴリをタップします。または、「その他」をタップしてほかのコンテンツをブラウズします。画面の一
番上で、ニューリリースやジャンルなどの並べ替えの方法を選択します（カテゴリは変更されることが
あります）。

コンテンツを検索する：
「検索」をタップ（「検索」が表示されていない場合は、
「その他」を最初にタッ
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。検索結果は、
「ムー
ビー」、「アルバム」、「Podcast」などでグループ分けされます。

リスト内の商品をタップすると、
「情報」画面に詳細が表示されます。レビューを読んだり、
自分でレビュー
を書いたり、商品に関するリンクをメールで友人に送ったりできます。商品によって、購入、ダウンロー
ド、またはレンタルができます。
参考：Starbucks の一部の店舗（米国のみ）の Starbucks Wi-Fi ネットワークに接続すると、画面
下部に「Starbucks」アイコンが表示されます。おすすめの Starbucks コレクションから、現在再生
中の曲やそれ以外の曲をプレビューして購入することができます。
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アーティストや友達のお勧めを調べる：お気に入りのアーティストの最新情報や、友達が注目している
「Ping」をタップ（「Ping」が表示されていない場合は、
「その他」を最初にタッ
音楽について知るには、
プ）します。詳しくは、次のセクション「アーティストおよび友達をフォローする」を参照してください。

アーティストおよび友達をフォローする
iTunes の Ping を使って、世界中の熱狂的な音楽ファンとつながることができます。お気に入りのアー
ティストをフォローして、ニューリリースや次回のコンサートやツアーを調べたり、写真やビデオを通し
て音楽業界の情報を入手したり、音楽界への影響について知ることができます。聴いている音楽に関
する友達のコメントを読んだり、友達が最近購入した曲や行く予定のコンサートについて知ることもで
きます。さらに、自分の音楽の好みを伝えたり、自分をフォローしている人たちにコメントを投稿した
りできます。
音楽上のつながりを作ったり調べたりするには、プロフィールを作成する必要があります。

iTunes の Ping のプロフィールを作成する：Mac または PC で「iTunes」アプリケーションを開き、
「Ping」をクリックして画面に表示される指示に従います。

iPod touch で iTunes の Ping を調べる：「iTunes」 App を開き、「Ping」をタップ（「Ping」が
表示されていない場合は、「その他」を最初にタップ）してから、次のように操作します：
Â

フォローしている人たちからの最新情報や、その人たちに関する最新情報を表示するには、
「アクティ
ビティ」をタップします。アップデートには、購入、レビュー、好み、コメント、投稿が含まれます。

Â

「ネットワーク」を
自分がフォローしている人たちや自分をフォローしている人たちを確認するには、
タップします。

Â

プロフィール情報を確認するには、「プロフィール」をタップします。

アーティストをフォローする：アルバムページで、
「アーティストプロフィール」をタップします。アーティ
ストのプロフィールページで、「フォロー」をタップします。
友達をフォローする：Mac または PC で「iTunes」を使用して自分のプロフィールを設定するときは、
最初の友達のグループを選びます。その後で、iPod

touch の Ping を使って、友達の友達をフォロー

できます。自分のプロフィールページに移動し、「フォローしている」をタップしてから名前をタップし
ます。フォローする相手のプロフィールが表示されたら、タップして、その人がだれをフォローしている
か、まただれがその人をフォローしているかを知ることができます。興味のある人が見つかったら、プ
ロフィールページの「フォロー」をタップします。
ある人をフォローしても、自動的に自分がその人にフォローされるわけではありません。プロフィール
内で、フォローリクエストが届いたときに承認するか拒否するかを選択できます。また、フォローリクエ
ストを確認せずにすぐに承認することもできます（デフォルトの設定）。
意見を共有する：アルバムや曲をブラウズしているときに、「投稿」をタップして音楽にコメントを付け
たり、
「いいね！」をタップしてその音楽を気に入っていることを伝えることができます。あなたの意見は、

iTunes の Ping のアクティビティフィードであなたの友達に知らされます。
コンサートの予定を共有する：プロフィールページの「コンサート」をタップして、フォローしているアー
ティストの次回の公演を調べたり、コンサートに行く予定の友達を確認したりできます。チケットを購
入するには、「チケット」をタップします。自分がそのコンサートに行くことを友達に知らせるには、「イ
ベントに参加」をタップします。
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音楽やオーディオブックを購入する
iTunes Store で気に入った曲、アルバム、またはオーディオブックが見つかったら、購入して
iPod touch にダウンロードできます。購入前に商品をプレビューして、中身を確認することができます。
曲またはオーディオブックをプレビューする：商品をタップします。
曲、アルバム、またはオーディオブック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。

2

必要に応じてアカウントにサインインしてから、「OK」をタップします。

Apple アカウントをまだ持っていない場合は、「新規アカウントを作成」をタップしてアカウントを設定
します。
購入すると、Apple 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。
「購入」をタップします。残りの曲を個々
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、
に購入したい場合は、「キャンセル」をタップします。
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、iPod

touch には直接ダウンロードされな

いものがあります。
「ダウンロード」画面に表示されます。147 ページの「ダ
商品を購入すると、ダウンロードが開始され、
ウンロード状況を確認する」を参照してください。
購入した曲は、iPod

touch 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、iTunes Store 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。
iTunes Card、オンラインギフトカード（印刷可能なギフトカード）、またはその他のプロモーションコー
ドを使って購入ができます。お使いのアカウントにサインインしているとき、ストアクレジットの残額は、
ほとんどの iTunes

Store 画面でアカウント情報と一緒に下部に表示されます。

「ミュージック」をタップ（「ミュージック」が表示されていない場合は、
「その他」
使うコードを入力する：
を最初にタップ）し、画面下部の「コードを使う」をタップしてから、画面に表示される指示に従います。

ビデオを購入またはレンタルする
iTunes Store では、ムービー、テレビ番組、およびミュージックビデオを購入してダウンロードするこ
とができます（一部の国や地域では利用できないことがあります）。ムービーやテレビ番組によっては、
レンタルできる期間が限られていることもあります。ビデオコンテンツは、標準解像度（SD、480p）
または高解像度（HD、720p）、あるいはその両方の形式で入手できます。
ビデオをプレビューする：「プレビュー」をタップします。
ビデオを購入またはレンタルする：

1

「購入」または「レント」をタップします。

2

必要に応じてアカウントにサインインしてから、「OK」をタップします。
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Apple アカウントをまだ持っていない場合は、「新規アカウントを作成」をタップしてアカウントを設定
します。購入すると、Apple 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。
「ダウンロード」画面に表示されます。147 ページの「ダ
商品を購入すると、ダウンロードが開始され、
ウンロード状況を確認する」を参照してください。
ダウンロードが完了するまで、レンタルしたムービーやテレビ番組の再生は開始されません。64 ペー
ジの「レンタルムービーやテレビ番組を視聴する」を参照してください。

iPod touch の「購入したもの」プレイリストに追加さ
れます。購入したコンテンツは、次回 iPod touch をコンピュータに接続するときに、「iTunes」内
の iPod touch の「購入したもの」プレイリストに同期されます。「購入したコンテンツを同期する」

ダウンロードが完了すると、購入したビデオが

を参照してください。
参考：第 3 世代の iPod

touch で HD ビデオを購入した場合、そのビデオは SD 形式でダウンロード

されます。
コンピュータ上の「iTunes」内の「購入したもの」プレイリストに含まれるビデオを表示または同期
するには、Apple アカウントにサインインする必要があります。
「iTunes」内の購入したビデオを同期する：iPod
バイス」リストで iPod

touch をコンピュータに接続します。「iTunes」の「デ

touch を選択し、該当するボタン（「ムービー」または「テレビ番組」、ミュージッ

クビデオの場合は「ミュージック」）をクリックし、同期したい項目を選択して「同期」をクリックします。

SD 形式または HD 形式を選択する：「iTunes」で、「HD-SD」マーク付きのビデオを Control キー
を押したままクリック（または右クリック）してから、
「バージョン」メニューから「標準解像度」または
「高解像度」を選択します。

iTunes Card、オンラインギフトカード（印刷可能なギフトカード）、またはその他のプロモーションコー
ドを使って購入ができます。お使いのアカウントにサインインしているとき、ストアクレジットの残額は、
ほとんどの iTunes

Store 画面でアカウント情報と一緒に下部に表示されます。

「ミュージック」をタップ（「ミュージック」が表示されていない場合は、
「その他」
使うコードを入力する：
を最初にタップ）し、画面下部の「コードを使う」をタップしてから、画面に表示される指示に従います。

Podcast をストリーム再生する／ダウンロードする
オーディオ Podcast やビデオ Podcast を、iTunes

Store から Wi-Fi インターネット接続経由でストリー
touch にダウンロードする
こともできます。iPod touch にダウンロードした Podcast は、iPod touch をコンピュータに接続す
るときに iTunes ライブラリと同期されます。
ム再生して視聴できます。オーディオ Podcast やビデオ Podcast を iPod

「Podcast」をタップ（「Podcast」が表示されていない場合は、「その他」を最初にタップ）し、
「Podcast」をタッ
iTunes Store 内の Podcast をブラウズします。エピソードのリストを表示するときは、
プします。ビデオ Podcast は、ビデオ

アイコンで示されます。

Podcast をストリーム再生する：Podcast のタイトルをタップします。
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「無料」ボタンをタップして、
「ダウンロード」をタップします。ダウンロー
Podcast をダウンロードする：
ドした Podcast が、「ミュージック」の Podcast リストに表示されます。
ダウンロードした Podcast を視聴する：「ミュージック」で、「Podcast」をタップ（「Podcast」が
表示されていない場合は、「その他」を最初にタップ）し、目的の Podcast をタップします。ビデオ

Podcast は、ビデオリストに表示されます。
ダウンロードした Podcast のエピソードをさらに入手する：「ミュージック」の Podcast リストで、

Podcast をタップして、「さらにエピソードを入手」をタップします。
Podcast を削除する：「ミュージック」の Podcast リストの項目上で、左また右に指をさっと動かしま
す。次に「削除」をタップします。

ダウンロード状況を確認する
「ダウンロード」画面を確認すると、進行中およびスケジュール済みのダウンロード（先行予約した購
入品を含む）の状況を見ることができます。
ダウンロード中の商品の状況を確認する：「ダウンロード」をタップ（「ダウンロード」が表示されてい
ない場合は、「その他」を最初にタップ）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。
ダウンロードを中断した場合は、次回

iPod touch をインターネットに接続したときにダウンロードが

再開されます。または、お使いのコンピュータで「iTunes」を開くと、「iTunes」が iTunes ライブラ
リへのダウンロードを完了します（お使いのコンピュータがインターネットに接続され、同じ Apple ア
カウントにサインインしている場合）。
先行予約した商品の状況を確認する：「ダウンロード」をタップ（「ダウンロード」が表示されていな
い場合は、「その他」を最初にタップ）します。
先行予約した商品は、商品の発売日までリストに表示されます。発売日情報を見るには商品をタップし
ます。アイテムがダウンロード可能になると、
アイテムの横にダウンロード
先行予約した商品をダウンロードする：アイテムをタップしてから、

アイコンが表示されます。

をタップします。

「ダウンロード」画面に戻って、
先行予約した商品は、発売されても自動的にはダウンロードされません。
ダウンロードを開始してください。
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購入したコンテンツを同期する
iPod touch をコンピュータに接続すると、iPod touch でダウンロードまたは購入したすべての商品
が、iTunes ライブラリに自動的に同期されます。これにより、ダウンロードしたものにコンピュータで
もアクセスでき、購入したコンテンツを iPod
購入したコンテンツは、「＜ iPod

touch から削除する場合のバックアップも作成できます。

touch の名前＞で購入」プレイリストに同期されます。このプレイ

リストが存在しない場合は自動的に作成されます。また、コンピュータで購入したもののために使用さ
れる「購入したもの」プレイリストがすでに存在し、iPod

touch と同期するように設定されている場

合は、このプレイリストにも同期されます。
ダウンロードした Podcast は、iTunes ライブラリ内の Podcast リストに同期されます。

ブラウズボタンを変更する
画面の下にある「ミュージック」、「Podcast」、「ビデオ」、「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、オーディオブックをよくダウンロードするが、ビデオはあまり
見ない場合は、「ビデオ」ボタンを「オーディオブック」に置き換えることができます。
ブラウズボタンを変更する：「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。
ブラウズするときに、表示されていないブラウズボタンを使いたいときは、「その他」をタップします。
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アカウント情報を表示する
Apple アカウント情報を iPod touch に表示するときは、アカウントをタップします（ほとんどの
iTunes Store 画面の下部にあります）。または、「設定」＞「Store」に移動してから「アカウントを
サインインが必要です。170 ページの「Store」
表示」をタップします。アカウント情報を表示するには、
を参照してください。

ダウンロードを確認する
お使いのコンピュータで「iTunes」を使って、iTunes

Store または App Store から購入したすべて
の音楽、ビデオ、App、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」＞「ダウンロード可能なものがあるか確認」と選択します。

3 Apple 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、購入した商品が表示されます。ただし、このリスト内の項目は追
加したり削除したりできるので、必ずしも正確とは限りません。購入したすべての商品を確認するには、
アカウントにサインインし、「Store」＞「マイアカウントを表示」と選択して、「購入履歴」をクリック
してください。
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App Store
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App Store について
App Store で App を検索、ブラウズ、レビュー、および購入して、iPod touch に直接ダウンロード
touch で App Store からダウンロードおよびインストールした App については、次
回 iPod touch をコンピュータと同期するときに、iTunes ライブラリにバックアップが作成されます。
iPod touch を同期するときに、iTunes Store から購入またはダウンロードした App をコンピュータ

できます。iPod

にインストールすることもできます。
参考：App

Store は、すべての国や地域で利用できるわけではありません。App Store のコンテン

ツは国や地域によって異なる場合があります。

App Store を使用するには、インターネットに接続された Wi-Fi ネットワークに iPod touch が接続
されている必要があります。19 ページの「インターネットに接続する」を参照してください。App を
ダウンロードするには、Apple アカウントも必要です（一部の国や地域では利用できないことがあり
ます）。デフォルトでは、iPod touch で Apple アカウント設定が「iTunes」から取り込まれます。
Apple アカウントを持っていない場合や、別の Apple アカウントから購入したい場合は、「設定」＞
「Store」と選択します。170 ページの「Store」を参照してください。
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ブラウズする／検索する
おすすめの App を見るにはおすすめのセレクションをブラウズします。また、
新しい App、注目の App、
最も人気のある App を見るにはトップ 25 をブラウズします。特定の App を探すときは、検索機能を
使います。

App をブラウズする：「おすすめ」、「カテゴリ」、または「トップ 25」をタップします。カテゴリを選
択するか、ブラウズするときの並べ替えの方法（New、What’s Hot、Genius、有料トップ、無料トッ
プなどのリスト別）を画面の一番上で選択します。

Genius を使用してブラウズする：お使いの App のコレクションにすでに含まれている内容に基づい
て、おすすめの App のリストを見るには「Genius」をタップします。「Genius」をオンにするには、
画面に表示される指示に従います。Genius は無料のサービスですが、Apple アカウントが必要です。
「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
App を検索する：
プします。

第 22章

App Store

151

「情報」画面
リストで App をタップすると、App の詳細情報（価格、
スクリーンショット、
レートなど）が表示されます。

その App がすでにインストールされている場合は、
「情報」画面で価格の代わりに「インストール済み」
と表示されます。

スクリーンショットを表示する：
「情報」画面の下部までスクロールします。追加のスクリーンショットペー
ジを表示するには、左または右にフリックします。拡大するには、ダブルタップします。
評価を確認し、レビューを読む：「情報」画面下部にある、「評価」をタップします。
「iTunes」内の App の「情報」ページへのリンクをメールで送信する：
「情報」画面下部にある、
「友
人に知らせる」をタップします。
問題を報告する：「情報」画面下部にある、「問題をレポート」をタップします。リストから問題を選択
するか、オプションのコメントを入力して、「レポート」をタップします。

App をほかの人にギフトとして送信する：「情報」画面下部にある「この App を贈る」をタップして、
画面に表示される指示に従います。

152

第 22章

App Store

App をダウンロードする
App Store で欲しい App を見つけたら、購入して iPod touch にダウンロードできます。その App
が無料の場合は、Apple アカウント情報の入力後、支払いなしでダウンロードできます。

App をダウンロードすると、すぐに iPod touch にインストールされます。
App を購入してダウンロードする：
1

価格（または「無料」）をタップして、「今すぐ購入」をタップします。

2

必要に応じてアカウントにサインインしてから、「OK」をタップします。

Apple アカウントをまだ持っていない場合は、「新規アカウントを作成」をタップしてアカウントを設定
します。
有料のダウンロードの場合は、Apple アカウントに請求が発生します。ダウンロード後 15 分以内は、
パスワードを入力せずに続けてダウンロードを行うことができます。
一部の App では、App 内で購入することができます。「設定」で、App 内での購入を制限できます。

163 ページの「機能制限」を参照してください。
一部の App は、App が動作していないときでも、プッシュ通知を使用して新しい情報についてユー
ザに通知します。通知は App によって異なりますが、テキストや音による通知や、ホーム画面上の

App のアイコンに数字付きのマークを表示する通知があります。158 ページの「通知」を参照してく
ださい。

iTunes Card、オンラインギフトカード（印刷可能なギフトカード）、またはその他のプロモーションコー
ドを使って購入ができます。お使いのアカウントにサインインしているとき、ストアクレジットの残額は、
ほとんどの App

Store 画面でアカウント情報と一緒に下部に表示されます。

使うコードを入力する：「おすすめ」画面下部の「コードを使う」をタップしてから、画面に表示され
る指示に従います。

App のダウンロード状況を表示する：App のダウンロードを開始すると、ホーム画面にその App の
アイコンが表示され、進行状況が示されます。

ダウンロードを中断した場合は、次回

iPod touch をインターネットに接続したときにダウンロードが

再開されます。または、お使いのコンピュータで「iTunes」を開くと、「iTunes」が iTunes ライブラ
リへのダウンロードを完了します（お使いのコンピュータがインターネットに接続され、同じ Apple ア
カウントにサインインしている場合）。
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App を削除する
App Store からインストールする App を削除できます。App を削除すると、その App を再インストー
iPod touch で利

ルしてバックアップからデータを復元しない限り、App に関連付けられたデータは
用できなくなります。
お使いのコンピュータの「iTunes」を使用して iPod

touch のバックアップを作成している場合は、
App を再インストールしてそのデータを復元できます。（コンピュータにバックアップが作成されていな
い App を削除しようとすると、警告メッセージが表示されます。）App のデータを取得するには、そ
のデータを含むバックアップから iPod touch を復元する必要があります。210 ページの「バックアッ

プから復元する」を参照してください。

1

App Store App を削除する：
ホーム画面上のいずれかの App 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 App の隅にある

3

「削除」をタップしてから、ホーム

をタップします。
ボタンを押します。

App を削除した場合、そのデータは iPod touch のユーザインターフェイスからはアクセスできなく
touch から消去されたわけではありません。すべてのコンテンツおよび設定の消去
について詳しくは、ページ 166 の「すべてのコンテンツと設定を消去」を参照してください。
なりますが、iPod

App Store から購入した App は、無料で再ダウンロードできます。
削除した App を置き換える：
Â
Â

iPod touch：もう一度 App を購入します（請求は発生しません）。
iTunes：iPod touch をコンピュータに接続し、「デバイス」リストで iPod touch を選択してから
「App」をクリックし、App の横のチェックボックスを選択して「適用」をクリックします。

レビューを書く
iPod touch で直接、使用している App のレビューを書いて送信できます。
レビューを書く：

1

「情報」画面下部にある、「評価」をタップします。

2

「レビュー」画面で、「レビューを書く」をタップします。

3 App の評価として星の数（1 〜 5）を選択し、ニックネーム、レビューのタイトル、およびオプション
のレビューコメントを入力します。以前にレビューを書いたことがある場合は、ニックネームが自動的
に入力されます。書いたことがない場合は、レビュー者のニックネームを作成するかどうかを確認され
ます。

4

「送信」をタップします。
レビューを送信するには、Apple アカウントにサインインする必要があります。また、その商品をダウ
ンロードしたことがある必要もあります。
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App をアップデートする
App Store にアクセスすると常に、インストール済みの App のアップデートが自動的に確認されま
Store」のアイコンに、利用可能な
App アップデートの合計数が表示されます。

す。1 週間おきにもアップデートが自動的に確認されます。「App

アップデートが利用可能な場合は、App

Store にアクセスするとすぐに「アップデート」画面が表示

されます。App のアップデートがダウンロードされます。アップデートすることを選択すると、
ダウンロー
ド後に自動的にインストールされます。

App のアップグレードはニューリリース扱いになり、iPod touch で App Store から、またはコンピュー
Store から、購入またはダウンロードできます。

タで iTunes

App をアップデートする：
1

画面下部の「アップデート」をタップします。

2

アップデートの詳細を確認するには、App をタップします。

3

「アップデート」をタップします。
すべての App をアップデートする：画面下部の「アップデート」をタップして、「すべてをアップデート」
をタップします。
アップデートする App が別の Apple アカウントで購入されていた場合は、アップデートをダウンロー
ドするために、そのアカウントの ID とパスワードの入力を求められます。

購入した App を同期する
iPod touch をコンピュータに接続すると、iPod touch でダウンロードまたは購入した App が、
「iTunes」によって iTunes ライブラリに同期されます。これにより、
ダウンロードしたものにコンピュー
タでもアクセスでき、さらに App を iPod

touch から削除する場合のバックアップも作成できます。

ダウンロードした App は、次回「iTunes」に同期するときにバックアップが作成されます。それ以降は、
「iTunes」に同期するときに App データのバックアップだけが作成されます。

App は、iTunes ライブラリの「App」リストに同期されます。このリストが存在しない場合は自動的
に作成されます。
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「設定」で、iPod

touch の App をカスタマイズしたり、日付と時刻を設定したり、ネットワーク接続
touch のその他の環境設定を入力したりできます。

を構成したり、iPod

機内モード
機内モードでは、航空機の運航およびその他の電気機器の動作を妨げる可能性を抑えるために、

iPod touch の無線機能が無効になります。
機内モードをオンにする：「設定」をタップして、機内モードをオンにします。
が画面上部のステータスバーに表示されます。Wi-Fi または
Bluetooth の信号が iPod touch から送信されず、iPod touch の機能の多くが無効になります。
機内モードがオンのときは、

次の操作ができなくなります：
Â

FaceTime ビデオコールをかける／ FaceTime ビデオコールに出る

Â メールを送受信する
Â

インターネットをブラウズする

Â

連絡先、カレンダー、またはブックマーク（MobileMe のみ）を MobileMe または Microsoft

Exchange と同期する
Â

YouTube ビデオを見る

Â

株価情報をチェックする

Â

地図上の位置を確認する

Â

天気予報を見る

Â

iTunes Store または App Store を利用する

Â

Game Center を使用する

航空会社および関連法規によって許可されている場合は、引き続き iPod
を行うことができます：
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Â

音楽やビデオを視聴する

Â

カレンダーを確認する

touch を使用して次の操作

Â

写真やビデオを撮るまたは表示する（第 4 世代の iPod

Â

アラームを聞く

Â

ストップウォッチまたはタイマーを使用する

Â

計算機を使用する

touch 以降）

Â メモを取る
Â

ボイスメモを録音する

Â

iPod touch に保存されているメールメッセージを読む

Wi-Fi を利用できて、航空会社および関係法規によって許可されている場合は、Wi-Fi をオンに戻して
次の操作ができます：
Â

FaceTime ビデオコールをかける／ FaceTime ビデオコールに出る

Â メールを送受信する
Â

インターネットをブラウズする

Â

FaceTime ビデオコールをかける

Â

連絡先、カレンダー、およびブックマーク（MobileMe のみ）を MobileMe および Microsoft

Exchange と同期する
Â

YouTube ビデオを見る

Â

株価情報をチェックする

Â

地図上の位置を確認する

Â

天気予報を見る

Â

iTunes Store または App Store を利用する

Â

Game Center を使用する

iPod touch の Bluetooth をオンにして Bluetooth デバイスを使用することが許可される場合もあ
ります。

Wi-Fi
Wi-Fi 設定によって、iPod touch からインターネットに接続するときに地域の Wi-Fi ネットワークを使
用するかどうかが決まります。

Wi-Fi 接続のオン／オフを切り替える：「Wi-Fi」を選択し、Wi-Fi をオンまたはオフにします。
Wi-Fi ネットワークに接続する：Wi-Fi ネットワークを選択し、iPod touch 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
iPod touch 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、iPod touch で最後に使用したネットワークに接続されます。

に
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iPod touch 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」を選択し、「参
iPod touch 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する：
加を確認」をオンまたはオフにします。
「Safari」や「メール」などを使ってインターネットにアクセスしようとするときに、前回使用した Wi-Fi ネッ
トワークの通信圏内にいない場合は、このオプションによって iPod
ように設定されます。iPod

touch は別のネットワークを探す

touch 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。）「接続を確認」がオフになっている場合に、前回使用したネットワークが利用できないときは、
手動でネットワークに接続してインターネットに接続する必要があります。
接続したネットワークを破棄して、iPod touch 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：「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
次に、「このネットワークを破棄」をタップします。

をタップします。

公開されていない Wi-Fi ネットワークに接続する：Wi-Fi ネットワークのリストに表示されない Wi-Fi ネッ
トワークに接続するときは、
「Wi-Fi」＞「その他」と選択して、
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
の種類をタップして、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整する：「Wi-Fi」を選択し、ネットワークの横にある
プします。

をタッ

VPN
この設定は、iPod

touch 上に VPN を構成しているときに表示され、VPN のオン／オフを切り替え

ることができます。160 ページの「ネットワーク」を参照してください。

通知
この設定は、アップルのプッシュ通知サービスを使用するアプリケーション（「Game

Center」など）

を開くと表示されます。
プッシュ通知により、App が動作していないときでも新しい情報がユーザに通知されます。通知は

App によって異なりますが、テキストや音による通知や、ホーム画面上の App のアイコンに数字付き
のマークを表示する通知があります。
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通知を受けたくない場合、またはバッテリーを節約したい場合は、通知をオフにすることができます。
すべての通知をオン／オフにする：「通知」をタップして、通知のオン／オフを切り替えます。
特定の App の音、通知、またはマークのオン／オフを切り替える：「通知」をタップして、リストから

App を選択し、オンまたはオフにしたい通知のタイプを選択します。

サウンド
通知音の音量を調整する：「サウンド」を選択し、スライダをドラッグします。曲またはビデオを再生し
ていない場合は、iPod

touch の側面にある音量ボタンを使用します。

FaceTime の着信音を設定する：「サウンド」＞「着信音」と選択します。
通知音と効果音を設定する：「サウンド」を選択して、項目のオン／オフを切り替えます。
次の状態のときに、常に音が鳴るように

iPod touch を設定できます：

Â メールメッセージを受信したとき
Â メールメッセージを送信したとき
Â

カレンダーのイベント通知を受信したとき

Â

iPod touch をロックするとき

Â

キーボードを使って入力したとき

明るさ
画面の明るさはバッテリー寿命に影響します。iPod

touch を充電するまでの時間を延ばすときは、画

面を暗くします。そうでないときは、「明るさの自動調節」を使用します。
画面の明るさを調整する：「明るさ」を選択し、スライダをドラッグします。

iPod touch 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：「明るさ」を選択し、「明るさ
の自動調節」をオンまたはオフにします。「明るさの自動調節」をオンにすると、iPod touch 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。

壁紙
「壁紙」設定では、イメージまたは写真をロック画面の壁紙として設定できます。第 3 世代の iPod

touch 以降では、ホーム画面の壁紙を設定することもできます。30 ページの「壁紙を追加する」を
参照してください。

一般
「一般」設定には、ネットワーク、共有、セキュリティなどの iOS 設定が含まれています。iPod
に関する情報を見たり、iPod
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touch のさまざまな設定をリセットしたりすることもできます。
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情報
「一般」＞「情報」と選択して、iPod
Â

曲、ビデオ、写真の数

Â

合計保存容量

Â

空き領域

touch に関する情報を見ます。次の項目が表示されます：

Â ソフトウェアのバージョン
Â

機種番号とシリアル番号

Â

Wi-Fi と Bluetooth のアドレス

Â

法的情報

Â

規制に関する情報

ネットワーク
「ネットワーク」設定を使用して、VPN（Virtual

Private Network）接続を構成したり、Wi-Fi 設定

にアクセスします。
「一般」＞「ネットワーク」＞「VPN」＞「VPN 構成を追加」と選択します。
新しい VPN 構成を追加する：
組織の内部で VPN を使用するように構成することで、プライベートネットワークでないネットワークの
ときにも機密情報を安全に送受信することができます。たとえば、iPod

touch 上で職場のメールにア

クセスするときに、VPN の構成が必要になります。

iPod touch からは、L2TP、PPTP、または Cisco IPSec プロトコルを使用する VPN に接続できます。
どの設定を使用するかについては、ネットワーク管理者に問い合わせてください。ほとんどの場合、コ
ンピュータ上に構成している VPN 設定を、iPod

touch でも使用できます。

VPN 設定を入力すると、「設定」メニューに VPN スイッチが表示されるので、これを使って VPN のオ
ン／オフを切り替えることができます。

VPN は、構成プロファイルによって自動的に設定されることもあります。19 ページの「インターネット
に接続する」を参照してください。
「一般」＞「ネットワーク」＞「VPN」と選択して、
アップデートしたい構成をタッ
VPN 構成を変更する：
プします。

VPN のオン／オフを切り替える：「VPN」を選択してから、「VPN」をタップしてオン／オフを切り替
えます。

VPN 構成を削除する：「一般」＞「ネットワーク」＞「VPN」と選択して、構成名の横にある青い矢
印をタップしてから、構成画面の下部にある「VPN を削除」をタップします。

Bluetooth
iPod touch は、音楽を聴くために Bluetooth ヘッドフォンデバイスを無線接続することができます。
40 ページの「Bluetooth デバイス」を参照してください。
Bluetooth 経由で Apple Wireless Keyboard を接続することもできます。37 ページの「Apple
Wireless Keyboard を使用する」を参照してください。
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Bluetooth のオン／オフを切り替える：「一般」＞「Bluetooth」と選択して、Bluetooth の
オン／オフを切り替えます。

位置情報サービス
位置情報サービスを利用することで、「マップ」などの App や他社製のロケーションベースの App で
自分がどこにいるかを示すデータを収集して、それらを使用することができます。アップルが収集する
位置データは、個人を識別できる形式では収集されません。現在のおおよその位置は、地域の Wi-Fi ネッ
トワーク（Wi-Fi を入にしている場合）から収集できる情報を使って判断されます。
位置情報サービスを使用している App のステータスバーには、

が表示されます。

位置情報サービスを利用するすべての App が「位置情報サービス」設定画面に表示され、その App
の位置情報サービスがオンになっているかどうかが分かります。過去 24 時間以内に位置情報を要求し
た App には、

が表示されます。位置情報サービスを使用したくない場合は、一部またはすべての

App でオフにできます。位置情報サービスをオフにした場合は、次回 App でこの機能を使用しようと
するときに、もう一度オンにすることを求められます。
すべての App の位置情報サービスのオン／オフを切り替える：「一般」＞「位置情報サービス」と選
択し、位置情報サービスのオン／オフを切り替えます。
一部の App の位置情報サービスのオン／オフを切り替える：App ごとに位置情報サービスのオン／
オフを切り替えます。
位置情報サービスを利用する他社製の App が

iPod touch 上にある場合は、その会社の利用規約と

プライバシーポリシーを確認して、App で位置情報サービスがどのように使用されるかを把握してくだ
さい。
バッテリー寿命を節約するには、サービスを使用していないときに「位置情報サービス」をオフにして
ください。

ホームボタン
「ホームボタン」設定（第 2 世代の iPod

touch のみ）では、ホームボタンをダブルクリックしたと

きのアクションを指定できます。以下で説明する「「Spotlight 検索」」設定は、第 2 世代の iPod

touch の「ホームボタン」にも適用できます。
ホームボタンをダブルクリックしたときのアクションを設定する：
「一般」＞「ホームボタン」と選択して、
アクションを設定します。ホームボタンのダブルクリックで次の場所に移動するように設定できます：
Â

ホーム画面

Â 「検索」画面
Â

iPod App

音楽の再生中にホームボタンをダブルクリックして iPod コントロールが表示されるようにするかどうか
を設定する：「一般」＞「ホームボタン」と選択し、スイッチをタップして iPod コントロールのオン／
オフを切り替えます。この機能は、ホームボタンのダブルクリックのアクションよりも優先され、ディス
プレイがオフになっているときまたは
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iPod touch がロックされているときにも適用されます。
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Spotlight 検索
「Spotlight 検索」設定では、「検索」の検索対象にするコンテンツ領域を指定し、結果の順序を変
更することができます。
「検索」の検索対象にするコンテンツ領域を設定する：

1

「一般」＞「Spotlight 検索」と選択します（第 2 世代の iPod

touch では、「一般」＞

「ホーム」＞「Spotlight 検索」と選択します）。

2

タップして項目を選択または選択解除します。
デフォルトでは、すべての検索カテゴリが選択されています。
検索結果のカテゴリの順序を設定する：

1

「一般」＞「Spotlight 検索」と選択します（第 2 世代の iPod

touch では、「一般」＞

「ホーム」＞「Spotlight 検索」と選択します）。

2

項目の横にある

にタッチして、上または下にドラッグします。

自動ロック
iPod touch 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
iPod touch の操作を防ぐことができます。

iPod touch がロックするまでの時間を設定する：「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、iPod touch のロックを解除するためにパスコードを入力する必要はありません。
第 3 世代の iPod

touch 以降では、パスコードを設定することでデータを保護できます。42 ページの「セ

キュリティ機能」を参照してください。
重要：第 3 世代の iPod

touch では、データ保護を有効にするために iOS ソフトウェアを復元する必
要もあります。209 ページの「iPod touch の復元」を参照してください。
パスコードを設定する：「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てから、
確認のためにそのパスコードをもう一度入力します。iPod

touch から、パスコードを入力してロック

を解除するか、パスコードロックの設定を表示するように求められます。
パスコードロックをオフにする：
「一般」＞「パスコードロック」と選択し、パスコードを入力してから「パ
スコードをオフにする」をタップして、パスコードを再入力します。
パスコードを変更する：
「一般」＞「パスコードロック」と選択し、パスコードを入力してから、
「パスコー
ドを変更」をタップします。パスコードを再入力してから、新しいパスワ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、iPod
ジの「iPod

touch ソフトウェアを復元する必要があります。209 ペー
touch 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。

パスコードを要求するまでの時間を設定する：
「一般」＞「パスコードロック」と選択してから、パスコー
ドを入力します。「パスコードを要求」をタップしてから、iPod

touch のロック状態がどのくらい継続

したらロック解除するためのパスワードの入力を要求するかを選択します。
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簡単なパスコードのオン／オフを切り替える：「一般」＞「パスコードロック」と選択して、「簡単なパ
スコード」のオン／オフを切り替えます。
「簡単なパスコード」を無効にして、
簡単なパスコードは 4 桁の数字です。セキュリティを強化するには、
数字、文字、句読点、特殊文字を組み合わせた長いパスコードを使用します。
パスコードの入力に 10 回失敗したらデータを消去する：「一般」＞「パスコードロック」と選択し、
パスコードを入力してから、「データを消去」をタップしてオンにします。
パスコードの入力に 10 回失敗すると、設定がデフォルトにリセットされ、すべての情報とメディアが次
の方法で消去されます：
Â

第 3 世代の iPod touch 以降：256 ビット AES 暗号化を使用して暗号化されたデータに対する暗
号化鍵の削除

Â

第 2 世代の iPod touch：データの上書き

重要：データが上書きされているときに、iPod

touch は使用できません。この処理には、
iPod touch のモデルおよび記憶領域の容量によって異なりますが、最長で 4 時間、またはそれ以上
かかることがあります。（第 3 世代の iPod touch 以降では、暗号化鍵がすぐに削除されます。）
機能制限
iPod touch での一部の App の使用および iPod コンテンツに、制限を設定することができます。た
とえば親の場合は、不適切な音楽がプレイリストで視聴されることを制限したり、YouTube へのアク
セスを完全に無効にしたりできます。
機能制限をオンにする

1

「一般」＞「機能制限」と選択してから、「機能制限を設定」をタップします。

2 4 桁のパスコードを入力します。
3

パスコードを再入力します。
機能制限をオフにする：「一般」＞「機能制限」と選択してから、パスコードを入力します。「機能制
限を解除」をタップして、パスコードを再入力します。
重要：パスコードを忘れてしまった場合は、「iTunes」から iPod
があります。209 ページの「iPod

touch ソフトウェアを復元する必要

touch 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。

App の機能制限を設定する：各コントロールをタップしてオン／オフを切り替えることで、目的の機能
すべてのコントロールがオンになっています
（制限されていません）。
制限を設定します。デフォルトでは、
特定の項目をオフにして使用を制限するときは、その項目をタップします。
「Safari」が無効になり、アイコンがホーム画面から削除されます。「Safari」で Web をブラウズしたり、

Web クリップにアクセスしたりすることができません。「Safari」を無効にしても、ほかの他社製の App
で Web のブラウズができる場合があります。

YouTube が無効になり、アイコンがホーム画面から削除されます。
iTunes Store が無効になり、アイコンがホーム画面から削除されます。コンテンツをプレビュー、購入、
およびダウンロードできません。
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App Store が無効になり、アイコンがホーム画面から削除されます。iPod touch に App をインストー
ルすることはできません。
「カメラ」が無効になり、アイコンがホーム画面から削除されます。写真を撮ることはできません。

FaceTime ビデオコールを発信／受信できません（第 4 世代の iPod touch のみ）。
現在の位置情報サービスの設定がロックされ、変更できません。

App での購入を制限する：「App 内での購入」をオフにします。この機能を有効にすると、App
Store からダウンロードした App を使って、追加コンテンツまたは追加機能を購入できるようになり
ます。
コンテンツ制限を設定する：「レートの対象」をタップして、リストから該当する国を選択します。以
下のコンテンツのカテゴリに対して、その国のレートシステムを使って機能制限を設定することができ
ます：
Â

音楽と Podcast

Â

ムービー

Â

テレビ番組

Â

App

たとえば米国の場合、
「PG」以下にレートされた映画のみを許可するには、
「ムービー」をタップして、
リストから「PG」を選択します。
制限したコンテンツは

iPod touch に表示されません。

参考：レートシステムがない国や地域もあります。
マルチプレーヤーゲームを制限するには：「マルチプレーヤーゲーム」をオフにします。
「マルチプレーヤーゲーム」がオフの場合、対戦を要求したり、参加依頼を送信／受信したりし
て、「Game

Center」でゲームをプレイしたり、友達を追加したりすることはできません。「Game
Center」に追加済みの友達は引き続き表示され、その情報を見ることもできますが、友達を追加した

り、友達とゲームをプレイしたりすることはできません。

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、および世界時計とカレンダーに適用
されます。

iPod touch 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：「一般」＞「日付
と時刻」を選択して、「24 時間表示」のオン／オフを切り替えます。（「24 時間表示」は一部の国や
地域では利用できないことがあります。）
日付と時刻を設定する：「一般」＞「日付と時刻」と選択します。「時間帯」をタップして、その時間
帯に含まれる主要都市の名前を入力します。「日付と時刻」に戻るボタンをタップしてから、「日付と時
刻を設定」をタップして日付と時刻を入力します。

164

第 23章

設定

キーボード
自動大文字入力のオン／オフを切り替える：「一般」＞「キーボード」と選択し、「自動大文字入力」
のオン／オフを切り替えます。

iPod touch では、文の終わりを示す句読点や改行文字を入力した後に入力した単語の先頭は、デフォ
ルトで大文字に変換されるようになっています。
自動修正のオン／オフを切り替える：「一般」＞「キーボード」と選択し、「自動修正」のオン／オフ
を切り替えます。
通常、指定された言語のデフォルトのキーボードに辞書が設定されている場合、キーボードからの入
力に応じて修正と補完の候補が

iPod touch に表示されます。

Caps Lock のオン／オフを切り替える：「一般」＞「キーボード」と選択して、「Caps Lock の使用」
のオン／オフを切り替えます。

Caps Lock 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。Caps Lock が入のときは、Shift キーが青色で表示されます。
ピリオドの簡易入力のオン／オフを切り替える：「一般」＞「キーボード」と選択し、「ピリオドの簡易
入力」のオン／オフを切り替えます。
ピリオドの簡易入力をオンにすると、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オンになっています。
各国のキーボードを追加する：

1

「一般」＞「キーボード」＞「各国のキーボード」と選択します。
アクティブになっているキーボードの数が右矢印の前に表示されます。

2

「新規キーボードを追加」をタップしてから、キーボードを選択します。
キーボードは好きな数だけ追加できます。各国のキーボードの使用方法については、34 ページの「各
国のキーボード」を参照してください。
キーボードリストを編集する：
「一般」＞「キーボード」＞「各国のキーボード」と選択してから、「編
集」をタップし、以下のいずれかを実行します。
Â

キーボードを削除するには、

をタップしてから、「削除」をタップします。

Â リストを並べ替えるには、キーボードの横にある

をリスト内の新しい位置までドラッグします。

キーボードのレイアウトを変更する：「設定」で、「一般」＞「キーボード」＞「各国のキーボード」
と選択し、キーボードを選択します。言語ごとにオンスクリーン・ソフトウェア・キーボードと外部ハー
ドウェアキーボードの両方を別々に選択できます。
ソフトウェアキーボードのレイアウトによって、iPod

touch 画面に表示されるキーボードのレイアウ
touch に接続された Apple

トが決まります。ハードウェアキーボードのレイアウトによって、iPod

Wireless Keyboard のレイアウトが決まります。
言語環境
「言語環境」設定を使って、iPod

touch で使用する言語、ほかの言語のキーボードのオン／オフ、お

よびお住まいの国または地域の日付、時刻、電話番号の書式を設定します。
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iPod touch で使用する言語を設定する：「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。
「一般」＞「言語環境」＞「音声コントロール」
iPod touch で使用する音声コントロールを設定する：
touch 以降）。

と選択し、使用したい言語を選択します（第 3 世代の iPod
各国のキーボードを追加する：

1

「一般」＞「言語環境」＞「キーボード」と選択します。
アクティブになっているキーボードの数が右矢印の横に表示されます。

2

「新規キーボードを追加」をタップしてから、キーボードを選択します。
キーボードは好きな数だけ追加できます。各国のキーボードの使用方法については、34 ページの「各
国のキーボード」を参照してください。
キーボードリストを編集する：
「一般」＞「言語環境」＞「キーボード」と選択してから、
「編集」をタッ
プし、以下のいずれかを実行します：
Â

キーボードを削除するには、

をタップしてから、「削除」をタップします。

Â リストを並べ替えるには、キーボードの横にある

をリスト内の新しい位置までドラッグします。

キーボードのレイアウトを変更する：「設定」で、「一般」＞「言語環境」＞「キーボード」と選択し、
キーボードを選択します。言語ごとにオンスクリーン・ソフトウェア・キーボードと外部ハードウェアキー
ボードの両方を別々に選択できます。
ソフトウェアキーボードのレイアウトによって、iPod

touch 画面に表示されるキーボードのレイアウ
トが決まります。ハードウェアキーボードのレイアウトによって、iPod touch に接続される Apple
Wireless Keyboard の仮想配列が決まります。
日付、時刻、および電話番号の書式を設定する：「一般」＞「言語環境」＞「書式」と選択して、お
住まいの地域を選びます。
「書式」の設定は、iPod

touch のネイティブ App で使われる曜日と月名の言語を決定するときにも

利用されます。
カレンダーの書式を設定する：
「一般」＞「言語環境」＞「カレンダー」と選択して、書式を選びます。

アクセシビリティ
アクセシビリティ機能（第 3 世代の iPod

touch 以降）をオンにするには、「アクセシビリティ」を選
27 章「アクセシビリティ」を参照してください。

択して、必要な機能を選択します。192 ページの第

プロファイル
この設定は、1 つ以上のプロファイルを iPod touch にインストールしている場合に表示されます。「プ
ロファイル」をタップして、インストールしたプロファイルの情報を表示します。

iPod touch をリセットする
すべての設定をリセットする：
「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。情報（連絡先やカレンダーなど）とメディア（曲やビデ
オなど）は影響を受けません。
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すべてのコンテンツと設定を消去する：iPod

touch をコンピュータまたは電源アダプタに接続します。

「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。
これによってすべての設定がデフォルトにリセットされ、すべての情報とメディアが次の方法で消去され
ます：
Â

第 3 世代の iPod touch 以降：256 ビット AES 暗号化を使用して暗号化されたデータに対する暗
号化鍵の削除

Â

第 2 世代の iPod touch：データの上書き

重要：データが上書きされているときに、iPod

touch は使用できません。この処理には、
iPod touch のモデルおよび記憶領域の容量によって異なりますが、最長で 4 時間、またはそれ以上
かかることがあります。（第 3 世代の iPod touch 以降では、暗号化鍵がすぐに削除されます。）
ネットワーク設定をリセットする：「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と VPN 設定（構成プロファ
イルによってインストールされたものではないもの）が削除されます。Wi-Fi がいったんオフになり、
接続していたネットワークから接続解除されてから、オンに戻ります。Wi-Fi および「参加を確認」の
設定は入のままです。
「設定」＞「一般」＞「プロファ
構成プロファイルによってインストールされた VPN 設定を削除するには、
イル」と選択し、構成プロファイルを選択して、「削除」をタップします。
キーボード辞書をリセットする：
「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

iPod touch 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。
ホーム画面のレイアウトをリセットする：
「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。
「一般」＞「リセット」と選択して、
「位置情報の警告をリセット」をタッ
位置情報の警告をリセットする：
プします。
位置情報の警告とは、「マップ」などの App によって行われる、位置情報サービスを使用する要求の
ことです。iPod

touch では、App が位置情報サービスを使用する要求をはじめて行うときに、その
App に関する警告を表示します。この要求に対して「キャンセル」をタップすると、それ以降は要求
が表示されません。各 App の要求を再度表示するために位置情報の警告をリセットするには、「位置
情報の警告をリセット」をタップします。

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。
「シェイクでシャッフル」のオン／オフを切り替える：
「ミュージック」を選択してから、「シェイクでシャッ
フル」のオン／オフを切り替えます。「シェイクでシャッフル」がオンのときは、iPod

touch をシェイ

クしてシャッフルし、再生中の曲を即座に変更することができます。
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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、Mac の場合は
「iTunes」＞「環境設定」を、
PC の場合は「編集」＞「設定」を選択します。「再生」をクリックして、
「サウンドチェック」を選択します。
「iTunes」の音量設定（音量の自動調整）を使用するように iPod touch を設定する：
「ミュージック」
を選択して、「音量の自動調整」を入にします。
イコライザを使って、iPod touch の音声をカスタマイズする：「ミュージック」＞「イコライザ」と選
択して、設定を選びます。
音楽およびビデオの音量制限を設定する：「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。
警告：聴覚の損傷を避けるための重要な情報については、support.apple.com/ja_JP/

manuals/#ipodtouch の「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。
曲の歌詞と Podcast 情報を表示する：「ミュージック」を選択して、「歌詞 /Podcast 情報」をオンに
します。

ビデオ
レンタルムービーやテレビ番組を含むビデオコンテンツには、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オン／オフの切り
替え、およびテレビでビデオを見るための

iPod touch の設定ができます。

再生開始位置を設定する：「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オン／オフを切り替える：「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。
参考：ビデオコンテンツの中には、字幕を表示できるようにエンコードされていないものもあります。

テレビ出力
これらの設定を使って、iPod

touch のビデオをテレビで見るときの表示方法を制御します。

ワイドスクリーンのオン／オフを切り替える：「ビデオ」を選択して、「ワイドスクリーン」のオン／オフ
を切り替えます。
テレビ信号を NTSC または PAL に設定する：「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。iPod touch は、コンポーネントケーブルを使って
テレビに接続した場合は NTSC 480p ／ PAL 576p、コンポジットケーブルを使って接続した場合は
NTSC 480i ／ PAL 576i で表示されます。お使いのテレビは、購入した地域によって、NTSC または
PAL 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。
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iPod touch を使ってテレビでビデオを見る方法について詳しくは、65 ページの「ビデオをテレビで
見る」を参照してください。

写真
「スライドショー」設定を使って、スライドショーで写真を表示する方法を指定します。
「写真」＞「各スライドの再生時間」と選択して、時間を選びます。
各スライドの表示時間を設定する：
トランジションエフェクトを設定する：「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。
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：「写真」を選択して、「リピート」のオン／オ
フを切り替えます。
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：「写真」を選択して、「シャッフル」のオ
ン／オフを切り替えます。

FaceTime
「FaceTime」設定を使用して、FaceTime のオン／オフを切り替えたり、FaceTime にサインインし
たり、FaceTime からサインアウトしたり、アカウント情報を表示または変更したりできます。

FaceTime のオン／オフを切り替える：「FaceTime」を選択し、まだサインインしていない場合はサ
インインして、「オン」または「オフ」をタップします。
「FaceTime」を選択し、名前とパスワードを入力して、
「サインイン」をタッ
FaceTime にサインインする：
プします。

FaceTime で使用する新しい Apple アカウントを作成する：「FaceTime」を選択して「新規アカウ
ントを作成」をタップし、画面に表示される指示に従います。「新規アカウントを作成」ボタンが表示
されない場合は、すでにサインインしている可能性があります。サインアウトしてから、もう一度やり
直してください。
アカウント情報を表示する：
「FaceTime」を選択し、「アカウント」をタップして、「アカウントを表示」
をタップします。
別のメールアドレスを追加する：「FaceTime」を選択し、「別のメールを追加」をタップして、メール
アドレスを入力します。そのアドレス宛に確認メールが送られます。確認メールに記載されている指示
に従って処理を完了します。
アドレスを削除する：
「FaceTime」を選択し、目的のアドレスをタップして、
「このメールを削除」をタッ
プします。アドレスが 1 つも表示されない場合は、FaceTime にサインインしてから、もう一度やり直
してください。
「FaceTime」を選択し、
「アカウント」をタップして、
「サインアウト」
FaceTime からサインアウトする：
をタップします。
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Store
「Store」設定を使って、Apple アカウントの変更または作成が可能です。デフォルトでは、

iPod touch をコンピュータと同期するときにサインインした Apple アカウントが「Store」設定に表
示されます。iPod touch のアカウントを変更して、別のアカウントから音楽や App を購入することが
できます。Apple アカウントがない場合は、「Store」設定で作成できます。iTunes Store の規約に
ついては、www.apple.com/legal/itunes/ww/ を参照してください。
アカウントにサインインする：「Store」を選択して「サインイン」をタップし、ユーザ名とパスワード
を入力します。

Apple アカウント情報を表示する：「Store」を選択して「アカウントを表示」をタップし、パスワード
を入力して画面に表示される指示に従います。
「Store」を選択して「サインアウト」をタップし、
ユーザ名とパスワー
別のアカウントにサインインする：
ドを入力します。
新しいアカウントを作成する：「Store」を選択して「新規アカウントを作成」をタップし、画面に表示
される指示に従います。

メール、連絡先、カレンダー
「メール / 連絡先 / カレンダー」設定を使用して、iPod

touch のアカウントを設定し、特定のアカウ

ントサービス（メール、連絡先、カレンダー、ブックマーク、メモなど）をオンにします：
Â

Microsoft Exchange（メール、連絡先、およびカレンダー）

Â

MobileMe（メール、連絡先、カレンダー、ブックマーク、メモ、および「iPod touch を探す」）

Â

Google（メール、連絡先、およびメモ）

Â

Yahoo!（メール、カレンダー、およびメモ）

Â

AOL（メールおよびメモ）

Â

その他の POP および IMAP メールシステム

Â

連絡先の LDAP アカウントまたは CardDAV アカウント

Â

カレンダーの CalDAV アカウントまたは iCalendar（.ics）アカウント

アカウント
「アカウント」セクションでは、iPod

touch のアカウントを設定できます。表示される設定は、設定し

ているアカウントの種類によって異なります。入力する必要のある情報については、ご利用のサービス
プロバイダまたはシステム管理者に問い合わせてください。
詳しくは、以下を参照してください。
Â

19 ページの「メール、連絡先、およびカレンダーのアカウントを追加する」

Â

177 ページの「連絡先を追加する」

Â

110 ページの「カレンダーを登録する」

アカウントの設定を変更する：「メール / 連絡先 / カレンダー」を選択し、アカウントを選択してから、
必要な変更を行います。
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iPod touch でアカウントの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
touch のアカウントを構成できます。

ピュータのアカウント設定に影響を与えずに、iPod

アカウントサービスの使用を停止する：「メール / 連絡先 / カレンダー」を選択し、アカウントを選択し
てから、アカウントサービス（「メール」、「カレンダー」、「メモ」など）をオフにします。
アカウントサービスがオフになっている場合は、オンに戻すまでは、iPod

touch にそのアカウントサー

ビスは表示されず、情報がそのアカウントサービスと同期されることはありません。
詳細設定を調整する：「メール / 連絡先 / カレンダー」を選択し、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 iPod

touch に保存する場合は、iPod touch 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

「詳細」をタッ
iPod touch の「メール」からメッセージを完全に削除するまでの時間を設定するには、
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 カ月後」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

「詳細」をタップします。正しい設定については、
ネットワー
SSL とパスワードの設定を調整するには、
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。

アカウントを iPod touch から削除する：「メール / 連絡先 / カレンダー」を選択し、アカウントを選
択してから、下方向にスクロールして「アカウントを削除」をタップします。
アカウントを削除すると、それ以降は

iPod touch からそのアカウントにアクセスできなくなります。

そのアカウントに同期されているすべてのメール、および連絡先、カレンダー、ブックマークの情報は、

iPod touch から削除されます。ただし、アカウントを削除しても、そのアカウントまたはアカウントに
関連付けられている情報はコンピュータから削除されません。

新しいデータを取得する
この設定を使って、MobileMe、Microsoft

Exchange、Yahoo!、あるいは iPod touch に設定さ

れているその他のプッシュアカウントで、
プッシュによるデータ取得を行うかどうかを指定します。
プッシュ
アカウントでは、サーバが新しい情報で更新されるたびに、それらが

iPod touch に配布されます（少

し遅れる可能性があります）。プッシュされたデータを取得または同期するには、インターネットに接続
された Wi-Fi ネットワークに

iPod touch が接続されている必要があります。メールやそのほかの情

報の配布を中断したいとき、またはバッテリーを節約したいときは、「プッシュ」をオフにすることをお
勧めします。
「プッシュ」がオフのときやアカウントがプッシュに対応していないときでも、データを取得することはで
きます。つまり、サーバに新しい情報があるかどうかを iPod

touch から確認することができます。ど

のくらいの頻度でデータを要求するかを決定するときは、
「データの取得方法」設定を使用します。バッ
テリー寿命を最適化したい場合は、あまり頻繁に取得しないでください。
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「プッシュ」をオンにする：
「メール / 連絡先 / カレンダー」＞「データの取得方法」と選択し、
「プッシュ」
をタップしてオンにします。
データを取得する間隔を設定する：「メール / 連絡先 / カレンダー」＞「データの取得方法」と選択し
てから、すべてのアカウントのデータ取得頻度を選択します。
バッテリー寿命を節約したい場合は、取得頻度を低くします。
「プッシュ」を「オフ」に設定する（または「データの取得方法」画面で「フェッチ」を「手動」に設
定する）と、これらの設定は各アカウントの設定より優先されます。

メール
「メール」設定は、特に説明がある場合を除いて、iPod

touch 上に設定したすべてのアカウントに適

用されます。
新しいメールが届いたことまたはメールが送信されたことを通知する音の入／切を切り替えるには、
「一般」＞「サウンド」の設定を使用します。

iPod touch に表示するメッセージの数を設定する：「メール / 連絡先 / カレンダー」＞「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します。「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、「さらにメッ
セージを読み込む」をタップします。
参考：Microsoft

Exchange アカウントの場合は、「メール / 連絡先 / カレンダー」を選択し、
Exchange アカウントを選択します。「同期するメール日付」をタップし、サーバと同期したいメール
の日数を選択します。
メッセージリストに表示するメッセージ行数を設定する：
「メール / 連絡先 / カレンダー」＞「プレビュー」
と選択してから、設定を選択します。
最大でメッセージの 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：「メール / 連絡先 / カレンダー」＞「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。

iPod touch 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：「メール / 連絡
先 / カレンダー」を選択してから、「宛先 /Cc ラベルを表示」のオン／オフを切り替えます。
「宛先 /Cc ラベルを表示」がオンになっている場合は、リストの各メッセージの横にある To または
Cc を見れば、自分に直接送信されたメッセージなのかコピーを受信し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 iPod touch を設定する：「メール / 連絡先 / カレン
ダー」を選択し、「メール」設定で「削除前に確認」のオン／オフを切り替えます。

iPod touch が自動的にリモート画像を読み込むかどうかを設定する：「メール / 連絡先 / カレンダー」
を選択して、「リモート画像を読み込む」のオン／オフを切り替えます。
メールメッセージをスレッドにまとめるかどうかを設定する：
「メール / 連絡先 / カレンダー」を選択して、
「スレッドにまとめる」のオン／オフを切り替えます。
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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 iPod touch を設定する：「メール /
連絡先 / カレンダー」を選択してから、「常に Bcc に自分を含める」のオン／オフを切り替えます。
メッセージに署名を追加する：「メール / 連絡先 / カレンダー」＞「署名」と選択してから、署名を入
力します。
よく使う引用句、自分の名前、役職、電話番号などの署名を、iPod

touch から送信するすべてのメッ

セージの下部に追加するように設定できます。
デフォルトのメールアカウントを設定する：「メール / 連絡先 / カレンダー」＞「デフォルトアカウント」
と選択してから、アカウントを選択します。
この設定によって、別の

iPod touch App からメッセージを作成するとき（「写真」から写真を送信する、

「マップ」で店舗・企業のメールアドレスをタップするなど）に、どのアカウントからメールメッセージ
が送信されるかが決まります。別のアカウントからメッセージを送信するときは、
メッセージの「差出人」
フィールドをタップして、別のアカウントを選びます。

連絡先
連絡先の並べ替え方法を設定する：「メール / 連絡先 / カレンダー」を選択してから、「連絡先」の下
にある「並べ替え順序」をタップして、次のいずれかの操作を行います：
Â

名で並べ替えるときは、「名 , 姓」をタップします。

Â

姓で並べ替えるときは、「姓 , 名」をタップします。

連絡先の表示方法を設定する：「メール / 連絡先 / カレンダー」を選択してから、「連絡先」の下にあ
る「表示順序」をタップして、次のいずれかの操作を行います：
Â

名を最初に表示するときは、「名 , 姓」をタップします。

Â

姓を最初に表示するときは、「姓 , 名」をタップします。
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カレンダー
会議の参加依頼を受け取ったときに通知音が鳴るように設定する：「メール / 連絡先 / カレンダー」を
選択して、「カレンダー」の下にある「新規参加依頼の通知音」をタップしてオンにします。

iPod touch にどれくらい過去にさかのぼってカレンダーイベントを表示するかを設定する：「メール /
連絡先 / カレンダー」＞「同期」と選択してから、期間を選択します。
「カレンダー」の時間帯サポートをオンにする：「メール / 連絡先 / カレンダー」＞「時間帯サポート」
と選択してから、「時間帯サポート」をオンにします。カレンダーの時間帯を選択するには、「時間帯」
をタップして主要都市の名前を入力します。
「時間帯サポート」が入のときは、カレンダーのイベントの日付と時刻が、選択した都市の時間帯で表
示されます。「時間帯サポート」がオフのときは、カレンダーのイベントが、ネットワーク時間合わせで
決定される現在の場所の時間帯で表示されます。
デフォルトカレンダーを設定する：「メール / 連絡先 / カレンダー」を選択し、「カレンダー」の下にあ
る「デフォルトカレンダー」をタップして、新規イベントのデフォルトカレンダーを選択します。この設
定は、複数のカレンダーを iPod

touch と同期しているときに表示されます。

重要：旅行中は、正しい現地時間に

iPod touch のイベントが表示されなかったり、通知音が鳴らな

かったりする場合があります。手動で正しい時刻を設定するときは、164 ページの「日付と時刻」を
参照してください。

メモ
「デフォルトアカウント」設定は、メモを同期するアカウントを複数設定した場合に表示されます。
新しいメモを割り当てるアカウントを設定する：「メール / 連絡先 / カレンダー」を選択し、「メモ」の
下の「デフォルトアカウント」をタップしてから、アカウントを選択します。

Safari
「Safari」設定では、インターネット検索エンジンを選択したり、セキュリティオプションを設定したり、
デベロッパの場合はデバッグをオンにしたりできます。

一般
「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。
検索エンジンを選択する：
連絡先、または前回入力した名前とパスワード、あるいはそれら両方を使って Web フォームが自動的
に入力されるように、「Safari」を設定することができます。
自動入力を有効にする：「Safari」＞「自動入力」と選択し、以下のいずれかの操作を行います：
Â

連絡先の情報を使用するには、「連絡先の情報を使用」をオンにして、「自分の情報」を選択し、
使用したい連絡先を選択します。
「Safari」では、連絡先の情報が Web フォームの連絡先フィールドに自動的に入力されます。

Â

名前とパスワードの情報を使用するには、「ユーザ名とパスワード」をオンにします。
この機能がオンになっているときは、閲覧した Web サイトの名前とパスワードが記憶され、同じ

Web サイトにアクセスしたときに自動的に情報が入力されます。
Â

174

すべての自動入力情報を削除するには、「すべてを消去」をタップします。
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セキュリティ
「Safari」では、ムービー、アニメーション、Web

App などの 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 iPod touch を守るた
めに、セキュリティ設定を変更することができます。
セキュリティ設定を変更する：「Safari」を選択して、次のいずれかを実行します：
Â

詐欺の可能性がある Web サイトを訪問するときに警告するかどうかを設定するには、「詐欺サイト
の警告」をオンまたはオフにします。
詐欺サイトの警告によって、ユーザは詐欺の可能性があるインターネットサイトから保護されます。
疑わしいサイトを訪問すると、「Safari」に疑わしい内容に関する警告が表示され、そのページが
読み込まれません。

Â

JavaScript を有効または無効にするには、「JavaScript」のオン／オフを切り替えます。
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

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」のオン／オフを切り替えます。
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。リンクをタップ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。

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 iPod touch 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

iPod touch を設定しないと、正しく機能しないこ

とがあります。
Â

データベースを消去するには、
「データベース」をタップしてから、
「編集」をタップします。データベー
スの横にある
一部の Web

Â

をタップして、「削除」をタップします。

App では、App 情報を iPod touch に保存するためにデータベースが使用されます。

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。
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デベロッパ
「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。オンの場合は、

Web ページのエラーが起きたときにコンソールが表示されます。
デバッグコンソールのオン／オフを切り替える：
「Safari」＞「デベロッパ」と選択し、
「デバッグコンソー
ル」のオン／オフを切り替えます。

Nike + iPod
「Nike

+ iPod」 App を有効にして設定を調整するときは、「Nike + iPod」設定を使用します。182
25 章「Nike + iPod」を参照してください。

ページの第
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連絡先

連絡先について
「連絡先」を使うと、簡単に友人や知り合いと連絡を取ることができます。連絡先は、直接

iPod touch に追加したり、コンピュータ上のアプリケーションから同期したりできます。「連絡先」が
有効になっている MobileMe または Microsoft Exchange アカウント、あるいはサポートされる
CardDAV アカウントを持っている場合は、iPod touch をコンピュータに接続しなくても無線経由で
連絡先を同期できます。

連絡先を追加する
次の方法で、iPod
Â

touch に連絡先を追加できます：
「iTunes」で、Google または Yahoo! から連絡先を同期するか、お使いのコンピュータ上のアプ
リケーションと連絡先を同期します（47 ページの「iTunes の iPod touch 設定パネル」を参照し
てください）

Â

Â

iPod touch で MobileMe または Microsoft Exchange アカウントを設定して、「連絡先」を有
効にします（20 ページの「MobileMe アカウントを設定する」または 20 ページの「Microsoft
Exchange アカウントの設定」を参照してください）
Exchange アカウントを設定するプロファイルをインストールして、「連絡先」を有効にします
（www.apple.com/jp/iphone/business を参照してください）

Â

iPod touch で LDAP または CardDAV アカウントを設定します

Â

iPod touch で直接、連絡先を入力します

追加できる連絡先の数は、iPod

touch 上のメモリ量でのみ制限されます。
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1

LDAP または CardDAV アカウントを設定する：
「設定」で、「メール / 連絡先 / カレンダー」を選択し、「アカウントを追加」をタップします。

2

「その他」をタップし、
「LDAP アカウントを追加」または「CardDAV アカウントを追加」をタップします。

3

アカウント情報を入力し、「次へ」をタップしてアカウントを確認します。

4

「保存」をタップします。

LDAP アカウントを設定すると、会社や組織の LDAP サーバ上にある連絡先を表示および検索できま
す。サーバは「連絡先」の新規グループとして表示されます。LDAP の連絡先は iPod touch にダウ
ンロードされないため、表示するにはインターネットに接続する必要があります。特定のアカウント設
定やそのほかの要件（VPN など）が必要かどうかをシステム管理者に確認してください。

CardDAV アカウントを設定すると、アカウントの連絡先が無線経由で iPod touch と同期されます。
会社や組織の CardDAV サーバ上にある連絡先を検索することもできます（サポートされている場合）。

連絡先を検索する
iPod touch の連絡先で名、姓、および会社名を検索できます。iPod touch で Microsoft
Exchange アカウントを設定した場合は、会社のグローバルアドレス一覧（GAL）で組織内の連
絡先を検索できることもあります。iPod touch に LDAP アカウントが設定されている場合は、組
織の LDAP サーバ上にある連絡先を検索できます。CardDAV アカウントを持っている場合は、
iPod touch に同期されている連絡先、またはサポートされている CardDAV サーバ上の検索可能な
連絡先を検索できます。
名、姓、および会社名のフィールド内を検索できます。検索フィールドに入力していくと、入力中の内
容に一致する検索結果がすぐに表示されます。
連絡先を検索する：「連絡先」で、連絡先リストの上部にある検索フィールドをタップし、検索情報を
入力します。（リストの一番上まですばやくスクロールし、ステータスバーをタップします。）

GAL を検索する：「グループ」をタップし、リストの下部にある「ディレクトリ」をタップして、検索情
報を入力します。

GAL の連絡先は、編集したり iPod touch に保存したりできません。
LDAP サーバを検索する：「グループ」をタップし、LDAP サーバ名をタップしてから、検索情報を入
力します。

LDAP の連絡先は、編集したり iPod touch に保存したりできません。
「グループ」をタップし、
リストの下部にある検索可能な CardDAV グルー
CardDAV サーバを検索する：
プをタップして、検索内容を入力します。
サーバ上にある検索可能な CardDAV 連絡先は編集できませんが、同期した

iPod touch 上の

CardDAV 連絡先は編集できます。
連絡先はホーム画面からの検索の対象です。38 ページの「検索する」を参照してください。
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iPod touch で連絡先を管理する
iPod touch で連絡先を追加する：「連絡先」をタップし、
連絡先を削除する

をタップします。

「連絡先」で、連絡先を選択して、
「編集」をタップします。
「連絡先を削除」をタップします。
下方向にスクロールして、
をタップし、「一時停止」をタップします。番号を保

番号にポーズを入れる

存すると、ポーズはカンマで表示されます。

連絡先情報を編集する：連絡先を選択して、「編集」をタップします。
Â

情報を追加する：空白のフィールドに入力します。

Â

住所を追加する：

Â

表示されていないフィールドを追加する：

Â

連絡先の着信音を変更する：着信音のフィールドをタップしてから、着信音を選択します。「サウンド」

「新規住所を追加」をタップします。
「フィールドを追加」をタップします。

設定に指定されているデフォルトの着信音を使用するには、「デフォルト」を選択します。
Â

項目を削除する：

をタップしてから、「削除」をタップします。

ラベルをタップして別のラベルを選択することで、フィールドのラベルを変更できます。カスタムラベル
を作成するには、リストの一番下までスクロールして、「カスタムラベルを追加」をタップします。
連絡先を無線経由でコンピュータと同期する場合は、複数の連絡先をリンクして、1 つの統合された連
絡先を作成できます。
連絡先をリンクする：編集モードで、

「連絡先をリンク」をタップして、連絡先を選択します。

180 ページの「統合された連絡先」を参照してください。
写真を連絡先に割り当てる：

1

「連絡先」をタップし、連絡先を選択します。

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

「既存の写真を選択」をタップして写真を選択します。

4

写真をドラッグしてサイズを調整します。

5

「写真を使用」（新しい写真の場合）または「選択」（既存の写真の場合）をタップします。

連絡先情報を使用する
連絡先の「情報」画面にある情報を使用して、次の操作を実行できます：
Â 「メール」で連絡先宛てのメールメッセージを作成する
Â 「Safari」で連絡先のホームページを開く
Â 「マップ」で連絡先の住所を検索し、経路を表示する
Â

連絡先の情報をほかの人と共有する

Â

連絡先の電話番号をよく使う項目リストに追加する
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「連絡先」をタップし、連絡先を選択します。次に、項目をタップします。
連絡先の情報画面を使用する：

メールを送信します

Web サイトにアクセ
スします
地図で経路を表示
します

FaceTimeビデオ
コールをかけます

が「FaceTime」ボタン上に表示されるのは、以前にその連絡先に FaceTime ビデオコールをか
けたことがある場合です。

統合された連絡先
連絡先を複数のアカウントと同期する場合、同じ人の項目が複数のアカウントに含まれていることがあ
ります。重複する連絡先が

iPod touch の「すべての連絡先」リストに表示されないようにするため、

名と姓が同じで、異なる敬称（前）、敬称（後）、またはミドルネームのない連絡先はリンクされて、1
つの「統合された連絡先」としてリストに表示されます。統合された連絡先を表示すると、画面の上
部に「統合された情報」というタイトルが表示されます。統合された連絡先は、「すべての連絡先」リ
ストのみに表示されます。
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統合された連絡先のソースアカウントが、画面下部の「リンク済みのカード」の下に表示されます。

ソースアカウントの連絡先情報を表示する：いずれかのソースアカウントをタップします。
連絡先のリンクを解除する：「編集」をタップし、
連絡先をリンクする：「編集」をタップし、

をタップしてから、「リンク解除」をタップします。

をタップして、連絡先を選択します。

新しい連絡先を、名または姓の異なる統合された連絡先にリンクすると、新しい名前がカンマに続い
て名前のフィールドに追加されます。たとえば、Elizabeth という名前の追加の連絡先を Betty の統
合された連絡先にリンクすると、名のフィールドには「Betty, Elizabeth」と表示されます。
リンクされた連絡先はまとめられません。統合された連絡先を編集しない限り、ソースアカウントで別
個の連絡先は別個のままになり、変更されません。統合された連絡先の情報を変更すると、その情報
がすでに存在する各ソースアカウントに変更内容がコピーされます。統合された連絡先に情報を追加
すると、その情報がすべてのソースアカウントに追加されます。
リンクされた連絡先情報は、個別の連絡先の「情報」画面を（「すべての連絡先」リストではなく）特
その画面の下部にも表示されます。これにより、
「統合された情報」
定のアカウントから表示した場合に、
画面と、リンクされたほかの各連絡先を見ることができます。
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Nike + iPod

25

「Nike + iPod」を有効にする
「Nike

+ iPod」 App は、「設定」で有効にするとホーム画面に表示されます（第 2 世代の iPod
touch 以降）。Nike + iPod センサー（別売）を使うと、ランニングやウォーキング中に「Nike +
iPod」 App で速度、距離、経過時間、消費カロリーのフィードバックが音声で提供されます。また、ワー
クアウト情報を nikeplus.com に送信できます。ここで、ワークアウト状況を追跡したり、目標を設定

したり、チャレンジに参加したりできます。

「Nike + iPod」のオン／オフを切り替える：「設定」で「Nike

+ iPod」を選択して、「Nike +
iPod」のオン／オフを切り替えます。「Nike + iPod」がオンのときは、その App アイコンがホーム
画面に表示されます。

「Nike
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+ iPod」の設定と使用について詳しくは、Nike + iPod の製品ドキュメントを参照してください。

センサーをリンクする
はじめてワークアウトを開始するときに、センサーを有効にするように促すメッセージが表示されます。

iPod touch にリンクされます。「Nike + iPod」設定
touch にリンクすることもできます。

センサーを有効にすると、自動的にセンサーが
を使って、センサーを iPod
「Nike

「Nike
+ iPod」が一度にリンクできるセンサーは 1 つだけです。別のセンサーを使用するには、
+ iPod」設定を使って新しいセンサーにリンクします。

センサーを iPod touch にリンクする：

1 Nike + iPod センサーを靴に取り付けます。
2 iPod touch の「設定」で、「Nike + iPod」＞「センサー」と選択します。
3

「リンクを新規実行」をタップし、指示に従って歩きます。

4

センサーがリンクしたら「完了」をタップします。

「Nike + iPod」を使ってワークアウトを行う
「Nike

「Nike
+ iPod」を有効にして、Nike + iPod センサーを Nike+ 対応のシューズに挿入すると、
+ iPod」をワークアウトに使用できます。

「Nike + iPod」をワークアウトに使用する：
「Nike + iPod」の「ワークアウト」をタップし、ワークアウトのタイプを選択します。
1 iPod touch で、

2

ワークアウトによっては、時間、距離、カロリー目標を設定する必要があります。

3

プレイリストまたはその他のオーディオを選択してから、ワークアウトを開始します。

4

ワークアウトが完了したら、「ワークアウト終了」をタップします。
音声フィードバックをオンにしたり、ほかのオプションを設定したりする方法については、185 ページの
「「Nike
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Nikeplus.com にワークアウトを送信する
ワークアウト後にはじめて iPod

touch を「iTunes」に接続すると、iPod touch を同期するときにワー

クアウトを Nike+ に自動的に送信するかどうか尋ねられます。現在のワークアウトを nikeplus.com
に送信し、iPod

touch を「iTunes」と同期するときに、次回以降のワークアウトを自動的に送信す
るように「iTunes」を設定する場合は、「送信」をクリックします。
「送信しない」をクリックした場合は、「iTunes」の自動送信を後で設定できます。

iPod touch を「iTunes」と同期するときにワークアウトを nikeplus.com に自動的に送信するよう
に「iTunes」を設定する：

1 iPod touch をコンピュータに接続します。
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ことを確認します。

2

「iTunes」で、画面の上部にある「Nike

+ iPod」をクリックし、「ワークアウトデータを nikeplus.

com に自動的に送信」を選択します。
3

「nikeplus.com にアクセス」をクリックするか、表示されるダイアログで「アクセスする」をクリック
します。

4

「ワークアウトを保存」をクリックしてログインするか、登録を行います（まだ登録していない場合）。
ワークアウトデータを iPod touch から nikeplus.com に無線で送信する：

1 iPod touch の「Nike + iPod」で、「履歴」をタップします。
iPod touch 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

「Nike+ に送信」をタップします。

3

メールアドレスと nikeplus.com アカウントのパスワードを入力してから、
「Nike

+ にログイン」をタッ

プします。

nikeplus.com のアカウントをまだ持っていない場合は、「Join Nike+」をタップしてアカウントを設
定します。

nikeplus.com で自分のワークアウトを確認するには、アカウントにログインして、画面に表示される
指示に従います。

「Nike + iPod」を調整する
完了したばかりのワークアウトを使って「Nike

+ iPod」を調整します。調整には、1/4 マイル以上の

ワークアウトだけを使用できます。

iPod touch を調整する：
1

距離の分かっているコースをランニングまたはウォーキングして、「ワークアウト終了」をタップします。

2

「調整」をタップし、距離を入力して、「完了」をタップします。
「Nike + iPod」をリセットして調整をデフォルトに戻す：
「設定」で、「Nike
「調整をリセット」をタップします。
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+ iPod」を選択してから

「Nike + iPod」設定
「設定」で「Nike

+ iPod」を選択して、「Nike + iPod」 App の設定を有効にして調整します。

PowerSong を選択する：「PowerSong」を選択して、音楽ライブラリから曲を選びます。
音声フィードバックのオン／オフを切り替える：「音声フィードバック」を選択して、ワークアウト中に聞
こえる声を「男性」または「女性」から選択するか、または「オフ」を選択して音声フィードバックを
オフにします。
「距離」を選択し、ワークアウトの距離を測定するための単位を「マイル」
距離の環境設定を設定する：
または「キロメートル」から選択します。
体重を設定する：「体重」を選択してから、フリックして体重を入力します。
画面の向きを設定する：「画面をロック」を選択して、画面の向きの環境設定を選択します。

Nike + iPod センサーを設定する：「センサー」を選択して、画面の指示に従ってセンサー（別売）
を有効にします。

Nike+ 対応のリモコン（別売）を使うと、Nike + iPod をワイヤレスで操作できます。はじめてリモコ
touch でリモコンを設定する必要があります。

ンを使用する前に、iPod

Nike + iPod リモコンを設定する：「Remote」を選択して、画面の指示に従ってリモコン（別売の
他社製品）を設定します。
「Nike + iPod」をリセットして調整をデフォルトに戻す：「調整をリセット」をタップします。
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「iBooks」について
「iBooks」はブックを購入して読むための便利なツールです。無料の iBooks

App を App Store か

らダウンロードして、App からアクセスできる iBookstore で古典の名作からベストセラーまで数多く
のブックを入手してください。ブックをダウンロードすると、本棚に表示されます。
「iTunes」を使って ePub ブックや PDF ブックを本棚に追加することもできます。次にブックをタップ
して読み始めます。「iBooks」は現在の位置を記憶しているので、簡単に前回の続きから読書を再開
できます。快適な読書ができるようにさまざまな表示オプションが用意されています。
参考： 言語や地域によっては「iBooks」 App や iBookstore が利用できない場合があります。

iBookstoreで入手できます。
ブックは入手できない場合もあります。

「iBooks」 App をダウンロードして iBookstore を利用するためには、インターネットに接続されて
いる必要があります。また、Apple アカウントが必要です。Apple アカウントを持っていない場合や、
「設定」＞「Store」
と選択します。170 ページの「Store」
別の Apple アカウントから購入したい場合は、
を参照してください。
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ブックや PDF を同期する
iPod touch とコンピュータの間でブックや PDF を同期するには、「iTunes」を使います。
iPod touch がコンピュータに接続されているときに「ブック」パネルを使って同期する項目を選択で
きます。

iBookstore からダウンロードまたは購入したブックを同期できます。DRM フリーの ePub ブックや、
パスワードで保護されていない PDF 書類も iTunes ライブラリに追加できます。ePub ブックは Web
サイトから提供されています。

ePub ブックまたは PDF ファイルを iPod touch に同期する：コンピュータを使ってブックまたは
PDF ファイルをダウンロードします。次に、「iTunes」で「ファイル」＞「ライブラリ」と選択しま
す。iPod touch をコンピュータに接続して、iTunes の「ブック」パネルでブックを選択してから
iPod touch との同期を実行します。
PDF ファイルが「ブック」パネルに表示されない場合は、「iTunes」でその種類を変更する必要があ
ります。iTunes ライブラリ内で PDF ファイルを検索して選択してから、「ファイル」＞「情報を見る」
と選択します。ファイル情報ウインドウの「オプション」セクションで、「メディアの種類」ポップアップ
メニューの「ブック」を選択して、「OK」をクリックします。

iBookstore を利用する
「iBooks」 App で「Store」をタップして iBookstore を開きます。iBookstore ではおすすめのブッ
クやベストセラーブックなどがチェックでき、また作者別やトピック別のブラウズが可能です。お好みの
ブックが見つかったら、購入して iPod

touch へダウンロードできます。

参考：iBookstore の一部の機能は、地域によっては利用できない場合があります。
詳しい情報を見る：ブックの表紙をタップすると詳しい情報を見ることができます。また、「Get

Sample」をタップするとブックのサンプル部分をダウンロードできます。また、ブックのレビューを読
んだり、購入したブックのレビューを書いたり、ブックへのリンクをお友達にメールで送信したりでき
ます。
ブックを購入する：お好みのブックが見つかったら価格をタップして、「Buy

Now」をタップします。
Apple アカウントへサインインして「OK」をタップします。一部のブックは無料でダウンロード可能です。
購入すると、Apple アカウントに請求が発生します。その後 15 分以内に次の購入を行う場合は、パ

スワードを再度入力する必要はありません。
購入済みのブックを再ダウンロードしたい場合は、iBookstore で「購入アイテム」をタップしてリスト
からそのブックを探します。次に、「再ダウンロード」をタップしてブックを iPod

touch にダウンロー

ドします。

iPod touch をコンピュータと同期したときに iTunes ライブラリへ同期され
touch からブックを削除してもブックは失われませ
ん。削除したブックが必要なときは、同期して iPod touch に戻します。
購入したブックは、次に

ます。これによってバックアップが作成され、iPod
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ブックを読む
ブックを読む方法は簡単です。本棚に移動して、
「ブック」をタップします。読みたいブックを見つけてタッ
プしてください。

ページをめくる：ページの右または左の余白付近をタップするか、左または右にフリックします。左の
「設定」＞「iBooks」と移動します。
余白をタップしたときにページがめくられる方向を変更するには、
特定のページへ移動する：現在のページの中央付近をタップするとコントロールが表示されます。画面
下部のページ・ナビゲーション・コントロールを、見たいページまでドラッグして放します。
目次を表示する：現在のページの中央付近をタップしてコントロールを表示し、

をタップします。項

目をタップするとその位置にジャンプできます。「再開」をタップすると現在のページに戻ります。
ブックマークを追加、削除する：リボンボタンをタップしてブックマークを設定します。ブックマークを
削除するには、ブックマークをタップします。「iBooks」は開いていた場所を記憶し、次にブックを
開いたときはその場所が表示されるため、ブックを閉じるときにブックマークを設定する必要はありま
せん。
ハイライトを追加、削除する：単語が選択されるまでタッチしたままにします。グラブポイントを使って
選択範囲を調整してから、「ハイライト」をタップします。ハイライトを削除するには、ハイライトされ
ているテキストをタップし、「ハイライトを削除」をタップします。
ハイライトの色を変更する：ハイライトされているテキストをタップしてから
「カラー」をタップし、
メニュー
から色を選択します。
メモを追加する／削除する／編集する：単語が選択されるまでタッチしたままにします。グラブポイント
を使って選択範囲を調整してから、「メモ」をタップします。テキストを入力し、「終了」ボタンをタップ
します。メモを表示するには、ハイライトしたテキスト付近の余白にあるマークをタップします。メモを
削除するには、ハイライトされているテキストをタップするとメニューが表示されるので、そこで「メモ
を削除」を選択します。
すべてのブックマーク、ハイライト、メモを表示する：追加したブックマーク、ハイライト、およびメモ
を表示するには、

をタップしてから、「ブックマーク」をタップします。メモを表示するには、メモの

マークをタップします。メモを閉じるには、「終了」をタップします。
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イメージを拡大する：イメージをダブルタップして拡大します。拡大したイメージを閉じて読書を続ける
には、「完了」をタップします。
ブックマークの同期がオンになっている場合は、ブックを閉じたときに、ブックマーク、ハイライト、メモ、
および現在のページの情報が Apple アカウントに保存されます。複数のデバイスで同じ Apple アカ
ウントを使って「iBooks」を使用すると、すべてのブックの詳細が常に同期されます。
横になって読書するときは、縦向きロックを使って、iPod

touch を回転したときに iPod touch の画

面が回転しないようにできます。26 ページの「縦向きまたは横向きで表示する」を参照してください。

PDF を表示する
「iBooks」を使って PDF 書類を表示することができます。本棚に移動し、「PDF」をタップしてから、
書類をタップして開きます。
ページをめくる：人差し指で画面を右、または左にフリックします。
ページを拡大する：ピンチしてページを拡大し、スクロールして見たい部分を表示します。
特定のページへ移動する：現在のページの中央付近をタップしてコントロールを表示し、見たいページ
が表示されるまでページ下部のページナビゲーションコントロールをドラッグするか、サムネールをタッ
プしてそのページまでジャンプします。
目次を表示する：現在のページの中央付近をタップしてコントロールを表示し、

をタップします。項

目をタップするとその位置にジャンプできます。「再開」をタップすると現在のページに戻ります。作者
が目次を定義していない場合は、代わりに任意のページをタップできます。

PDF 書類では、ブックマーク、メモ、およびブックマークの同期は利用できません。

ブックの表示方法を変更する
ブックの表示方法を変更するには、ページ中央付近をタップしてコントロールを表示します。
文字のフォントとサイズを変更する：

をタップして、表示されるリストから

または

をタップし

て文字のサイズを変更します。フォントを変更するときは、「フォント」をタップして、リストからフォン
トを選択します。フォントとサイズを変更すると、テキストフォーマットも変更されます。
明るさを変更する：

をタップして、明るさを調整します。設定は「iBooks」内にのみ適用されます。

ページと文字の色を変更する：

をタップし、「セピア」オプションをオンにして、ページと文字の色

を変更します。
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ブックを検索する
ブックのタイトルまたは作者を検索して、本棚の中でブックをすばやく見つけることができます。ブック
の内容を検索して特定の単語やフレーズが使用されている場所をすべてリストアップしたり、検索情報
を Wikipedia または Google に送信してほかの関連資料を探すこともできます。
ブックを検索する：本棚に移動し、ステータスバーをタップして画面の一番上までスクロールしてから、
拡大鏡をタップします。ブックのタイトルに表示されている単語、または作者名を入力して、「検索」を
タップします。一致するブックが本棚に表示されます。
ブックの内容を検索する：ブックを開いてページの中央付近をタップし、コントロールを表示します。
拡大鏡をタップして検索したい言葉を入力し、「検索」をタップします。検索結果をタップすると、その
ページへジャンプします。
特定の単語をすばやく検索したいときは、その単語にタッチしたまま「検索」をタップします。
同じ言葉で Google や Wikipedia を検索するには「Google で検索」または「Wikipedia で検索」
をタップします。「Safari」が開いて検索結果が表示されます。

単語の定義を調べる
辞書を使って単語の定義を調べることができます。
単語を調べる：ブック内で単語を選択してから、表示されるメニューの「辞書」をタップします。辞書は、
言語によっては利用できない場合があります。

ブックを読み上げる
ブックを視覚的に読むことが困難な状況では、VoiceOver 機能を使ってブックを読み上げさせること
ができます。193 ページの「VoiceOver」を参照してください。
一部のブックは VoiceOver に対応していません。

本棚を整理する
本棚を使って、ブックや PDF をブラウズして整理することができます。ブックや PDF を切り替えるとき
は、ブックや PDF をタップするか、左または右に指をさっと動かします。
本棚の内容を並べ替える：本棚に移動し、ステータスバーをタップして画面の一番上までスクロールし
てから、

をタップして並べ替えの方法を選択します。

が表示されていない場合は、本棚の上端

より上までスクロールします。
項目を並べ替える：ブックまたは PDF 書類にタッチして押したままにし、本棚内の新しい場所にドラッ
グします。
「編集」をタップして、削除したいブックまたは PDF 書類の横にある
本棚から項目を削除する：
プします。削除が完了したら、「編集」をタップするか、ホームボタンを押します。

をタッ

iPod touch をコンピュータに同期してある場合は、削除された項目は iTunes ライブラリに残ってい
ます。購入したブックを削除した場合は、iBookstore の「購入アイテム」で再ダウンロードできます。
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ブックマークとメモの同期
「iBooks」では、
ブックマーク、
メモ、
および現在のページの情報が Apple アカウントに保存されるため、
それらの情報が常に最新に保たれ、複数のデバイスでシームレスにブックを読むことができます。
ブックマークの同期のオン／オフを切り替える：
「設定」＞「iBooks」と選択して、
「ブックマークを同期」
のオン／オフを切り替えます。
設定を同期するにはインターネットに接続されている必要があります。「iBooks」を開いたときと閉じ
たときに、
すべてのブックのブックマーク、
メモ、および現在のページの情報が同期されます。個別のブッ
クを開いたときと閉じたときにも、ブックが同期されます。
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ユニバーサルアクセス機能
iPod touch を使用できるようにする数多くの機能に加えて、視覚、聴覚などの身体
的な障害を持つユーザがより簡単に iPod touch を使用できるように設計されたアクセシビリティ機能
が装備されています（第 3 世代の iPod touch 以降）。これらのアクセシビリティ機能は次の通りです：
Â VoiceOver
だれでも簡単に

Â

ズーム機能

Â

テキストを大きな文字で表示

Â

黒地に白

Â

モノラルオーディオ

Â

自動テキスト読み上げ

Â

点字ディスプレイのサポート

VoiceOver を除き、これらのアクセシビリティ機能は、App Store からダウンロードした他社製の
App を含むすべての iPod touch App で動作します。VoiceOver は、iPod touch に事前にインス
トールされたすべての App、および多数の他社製 App で動作します。
iPod touch のアクセシビリティ機能について詳しくは、www.apple.com/jp/accessibility を参照
してください。
各アクセシビリティ機能は、iPod

touch の「アクセシビリティ」設定でオン／オフを切り替えることが
iPod touch が接続されている場合は、「iTunes」でもア

できます。また、お使いのコンピュータに

クセシビリティ機能のオン／オフを切り替えることができます。
「iTunes」でアクセシビリティ機能のオン／オフを切り替える：
1 iPod touch をコンピュータに接続します。
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2

「iTunes」の「デバイス」リストで、iPod

touch を選択します。

3

「概要」パネルの「オプション」セクションで、「ユニバーサルアクセスを設定」をクリックします。

4

使用したいアクセシビリティ機能を選択して、「OK」をクリックします。

テキストを大きな文字で表示する機能は、iPod

touch の設定のみでオン／オフを切り替えることがで

きます。205 ページの「テキストを大きな文字で表示」を参照してください。
「ビデオ」設定で、クローズドキャプションのオン／オフを切り替えることができます。62 ページの「ビ
デオ」を参照してください。

VoiceOver
VoiceOver では画面の表示項目が音声で説明されるため、画面を見なくても iPod touch を使用で
きます。VoiceOver は「言語環境」で指定された言語で読み上げられます。この言語は、「書式」設
定の影響を受ける場合があります。
参考：VoiceOver は多くの言語に対応しますが、サポートされない言語も一部あります。
画面上の各要素を選択すると、VoiceOver がその要素について説明します。要素を選択すると、その
要素が黒い長方形で囲まれ（画面を見ることができるユーザ向け）、VoiceOver はその名前を読み上
げ、その項目について説明します。囲んでいる長方形は、VoiceOver カーソルといいます。テキスト
を選択すると、VoiceOver はそのテキストを読み上げます。コントロール（ボタンやスイッチなど）を
選択すると、読み上げのヒントがオンになっている場合は、VoiceOver が項目のアクションについて
説明したり、「ダブルタップして開きます」のように指示したりすることがあります。
新しい画面に移動すると、VoiceOver はサウンドを再生し、画面の最初の要素（一般に左上隅の項
目）を選択して、読み上げます。また、VoiceOver は画面が縦向きまたは横向きに変更されたときや、
画面がロックまたはロック解除されたときにもユーザにそのことを知らせます。

VoiceOver を設定する
重要：VoiceOver では、iPod

touch の制御に使用するジェスチャが変更されます。VoiceOver を
touch を操作する必要があります（標準の
操作を再開するために VoiceOver をオフにする場合も当てはまります）。

オンにしたら、VoiceOver のジェスチャを使用して iPod
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このセクションでは、VoiceOver がオフのときに VoiceOver の設定を変更する方法について説明し
ます。VoiceOver がオンのときに項目の選択、タップ、スライダの調整などの操作を実行する方法に
ついては、198 ページの「VoiceOver を使用する」を参照してください。
「設定」で、
「一般」＞「アクセシビリティ」＞「VoiceOver」
VoiceOver のオン／オフを切り替える：
と選択し、VoiceOver のオン／オフスイッチをタップします。

VoiceOver のオン／オフを切り替えるために「ホームをトリプルクリック」を設定することもできます。
205 ページの「ホームをトリプルクリック」を参照してください。
参考：VoiceOver と「ズーム機能」は同時に使用できません。
音声ヒントのオン／オフを切り替える：「設定」で、「一般」＞「アクセシビリティ」＞「VoiceOver」
と選択し、読み上げのヒントのオン／オフスイッチをタップします。読み上げのヒントがオンになってい
る場合は、VoiceOver が項目のアクションについて説明したり、「ダブルタップして開きます」のよう
に指示したりすることがあります。読み上げのヒントはデフォルトでオンになっています。

VoiceOver の話す速さを設定する：「設定」で、「一般」＞「アクセシビリティ」＞「VoiceOver」
と選択し、話す速さのスライダを調節します。
入力時のフィードバックの種類を選択できます。文字、単語、またはその両方を読み上げるように、あ
るいは何も読み上げないように VoiceOver を設定できます。文字と単語の両方を読み上げるように
選択した場合、VoiceOver は各文字を入力したときにその文字を読み上げ、スペースや句読点を入
力して入力を終了したときに単語全体を読み上げます。
「設定」で「一般」＞「アクセシビリティ」＞「VoiceOver」＞「入
入力のフィードバックを選択する：
「文字」、
「単語」、
「文字と単語」、または「なし」を選択します。
力のフィードバック」と選択してから、
「設定」で、
「一般」＞「アクセシビリティ」＞「VoiceOver」

欧文通話表を使用

と選択し、「欧文通話表を使用」スイッチをタップしてオン
にします。
この機能は、文字を入力するか、1 文字ずつ読み上げると
きに、どの文字が読まれたのかを分かりやすくするために
使用します。「欧文通話表を使用」をオンにすると、最初
に文字が読み上げられ、続いてその文字で始まる単語が
読み上げられます。たとえば文字「f」を入力すると、「f」
と読み上げられてから、少し間を開けて「foxtrot」と読
み上げられます。
「設定」で、
「一般」＞「アクセシビリティ」＞「VoiceOver」

ピッチ変更を使用

と選択し、「ピッチ変更を使用」スイッチをタップしてオン
にします。
文字を入力しているときには高い声、文字を削除している
ときには低い声で読み上げられます。また、グループ（リ
ストや表など）の最初の項目が読み上げられるときは高い
声、グループの最後の項目が読み上げられるときは低い
声が使用されます。

デフォルトでは、iPod

touch 用に設定された言語が VoiceOver で使用されます。VoiceOver 用に

別の言語を設定することもできます。
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iPod touch で使用する言語を設定する：「設定」で、「一般」＞「言語環境」＞「言語」と選択し、
「OK」をタップします。一部の言語は、
「書式」設定の影響を受ける場合があります。
言語を選択して、
「設定」で、「一般」＞「言語環境」＞「書式」と選択し、書式を選択します。

VoiceOver で使用する言語を設定する：「設定」で、「一般」＞「言語環境」＞「音声コントロール」
と選択し、言語を選択します。

iPod touch で使用する言語を変更した場合は、VoiceOver で使用する言語の再設定が必要になる
ことがあります。

Web ブラウズ用のローターオプションを設定する：「設定」で、「一般」＞「アクセシビリティ」＞
「VoiceOver」＞「Web ローター」と選択します。タップしてオプションを選択または選択解除します。
リスト内での項目の位置を変更するには、項目の横にある

にタッチして、上または下にドラッグし

ます。
言語ローターで使用できる言語を選択する：「設定」で、「一般」＞「アクセシビリティ」＞
「VoiceOver」＞「言語ローター」と選択し、言語ローターに表示したい 1 つ以上の言語をタップし
て選択します。リスト内での言語の位置を変更するには、言語の横にある

にタッチして、上または

下にドラッグします。
言語ローターは、複数の言語を選択した場合に常に利用できます。

VoiceOver のジェスチャ
VoiceOver をオンにすると、標準のタッチスクリーンジェスチャを使っても異なる効果になります。こ
こで示すようないくつかの追加のジェスチャを使って、画面内を移動したり、各要素を選択したときの
動作を制御したりできます。VoiceOver のジェスチャには、2 本および 3 本の指でのタップやフリック
などがあります。2 本および 3 本の指を使用したジェスチャで最適な結果を得るには、リラックスし、
指の間隔をある程度空けて画面に触れます。
画面をダブルタップしたあと押したままにすることで、VoiceOver がオンになっているときに標準のジェ
スチャを使うことができます。一連の音が鳴り、通常のジェスチャが有効になっていることが示されます。
指を離すまで、通常のジェスチャは有効になったままです。その後に、VoiceOver のジェスチャが再
度有効になります。
さまざまなテクニックを使用して、VoiceOver のジェスチャを入力できます。たとえば、2 本指のタッ
プを入力するときは、片手で 2 本の指を使用するか、それぞれの手で 1 本ずつの指を使用します。親
指を使用してもかまいません。多くの人が、「スプリットタップ」ジェスチャが特に効果的だと感じてい
ます：項目を選択してダブルタップする代わりに、1 本の指で項目にタッチしたまま、別の指で画面をタッ
プします。さまざまなテクニックを試して、最適な方法を見つけてください。
特にダブルタップやフリックによるジェスチャなど、ジェスチャが機能しない場合は、より速い操作を試
します。フリックするには、1 本または複数の指ですばやく画面を払うように動かします。VoiceOver
をオンにすると「VoiceOver の操作練習」ボタンが表示されるので、ここで VoiceOver ジェスチャ
を練習してから先に進むこともできます。
操作練習：「設定」で、「一般」＞「アクセシビリティ」＞「VoiceOver」と選択し、「VoiceOver
の操作練習」をタップします。操作練習が完了したら、「完了」をタップします。
「VoiceOver の操作練習」ボタンが表示されない場合は、VoiceOver をオンにしてください。
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重要な VoiceOver のジェスチャの一部を以下で簡単に紹介します。
移動と読み上げ
Â

タップ：項目を読み上げます。

Â

右または左にフリック：次または前の項目を選択します。

Â

「ローターコントロール」設定によって異なります。196 ページの「ローター
上または下にフリック：
コントロール」を参照してください。

Â

2 本の指でタップ：現在の項目の読み上げを停止します。

Â

2 本の指で上にフリック：画面の一番上からすべての項目を読み上げます。

Â

2 本の指で下にフリック：現在の位置からすべての項目を読み上げます。

Â

：2 本の指を前後にすばやく 3 回動かして（z を描きます）、通知を消したり、
2 本の指で「スクラブ」
前の画面に戻ったりします。

Â
Â

3 本の指で上または下にフリック：一度に 1 ページ分をスクロールします。
3 本の指で右または左にフリック：次または前のページ（ホーム画面、「株価」、「Safari」など）
に移動します。

Â

3 本の指でタップ：スクロールステータス（ページまたは行が表示される）を読み上げます。

Â

4 本の指で上にフリック：画面上の最初の要素を選択します。

Â

4 本の指で下にフリック：画面上の最後の要素を選択します。

有効にする
Â

ダブルタップ：選択した項目を有効にします。

Â トリプルタップ：項目をダブルタップします。
Â

スプリットタップ：項目を選択してダブルタップする操作に代わる方法として、1 本の指で項目にタッ
チしたまま、別の指で画面をタップします。

Â

1 本の指で項目をタッチし、別の指で画面をタップ（「スプリットタップ」）：項目を有効にします。

Â

ダブルタップして押したまま（1 秒間）にし、標準のジェスチャ：標準のジェスチャを使用します。
ダブルタップして押したままにするジェスチャは、以降のジェスチャを標準のジェスチャと解釈するよ
うに

iPod touch に指示します。たとえば、ダブルタップして押したままにして、指を離さずにドラッ

グしてスイッチをスライドします。
Â

2 本の指でダブルタップ：再生したり、一時停止したりします（「ミュージック」、「YouTube」、「ボ
イスメモ」、「写真」）。ボイスメモでは、録音を開始したり、一時停止したりします。ストップウォッ
チでは、計測を開始または停止します。

Â

3 本の指でダブルタップ：VoiceOver を消音にしたり、消音を解除したりします。

Â

3 本の指でトリプルタップ：スクリーンカーテンのオン／オフを切り替えます。

ローターコントロール
ローターコントロールは、VoiceOver をオンに切り替えたときの上下のフリックジェスチャの結果を変
更するときに使用できる仮想ダイヤルです。
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ローターを操作する：iPod

touch の画面上で 2 本の指を回転すると、オプションを選択できるように

ダイヤルが切り替わります。
現在の設定が画面に表示され、読み上げられます。
ローターの効果は、操作によって異なります。たとえば、受信したメールでテキストを読むときにローター
を使うと、上または下にフリックしたときにテキストを 1 単語ずつ聞くのか、1 文字ずつ聞くのかを切
り替えることができます。Web ページをブラウズしているときにローター設定を使うと、すべてのテキ
ストを聞いたり（1 単語ずつまたは 1 文字ずつ）、特定のタイプの要素（ヘッダやリンクなど）に移動
したりできます。
次のリストは、操作する内容に応じて、使用できるローターオプションを示しています。
テキストを読む
テキストを選択して読み上げるときの単位：
Â

文字

Â

単語

Â

行

Web ページをブラウズする
テキストを選択して読み上げるときの単位：
Â

文字

Â

単語

Â

行

Â

ヘッダ

Â リンク
Â

フォームコントロール

Â

表

Â リスト
Â

ランドマーク

Â

訪問済みリンク

Â

未訪問リンク

Â

イメージ

Â

静的テキスト

拡大／縮小する
テキストを入力する
挿入ポイントを移動してテキストを読み上げるときの単位：
Â

文字

Â

単語

Â

行
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編集機能を選択する
言語を選択する
コントロール（「時計」の時間を設定するときに使用するスピナーなど）を使用する
値を選択して聞くときの単位：
Â

文字

Â

単語

Â

行

コントロールオブジェクトの値を調整する
読み上げ（Apple Wireless Keyboard の使用時にのみ利用可能）

VoiceOver の読み上げで調整できる項目：
Â

音量

Â

速度

Â

エコーを入力中

Â

ピッチ変更を使用

Â

欧文通話表を使用

201 ページの「Apple Wireless Keyboard を使用して VoiceOver を制御する」を参照してください。
Web ブラウズ用のローターオプションを選択し、それらを並べ替えることができます。193 ページの
「VoiceOver を設定する」を参照してください。

VoiceOver を使用する
画面上の項目を選択する：画面上を指でドラッグします。指で触れると、VoiceOver は各要素を識別
します。1 本の指で左または右にフリックして、要素間を移動することもできます。要素は左から右、
上から下に選択されます。次の要素に進むときは右にフリックし、前の要素に戻るときは左にフリック
します。
画面上の最初または最後の項目を選択するときは、4 本の指でのジェスチャを使用します。
Â

画面上の最初の要素を選択する：4 本の指で上にフリックします。

Â

画面上の最後の要素を選択する：4 本の指で下にフリックします。

VoiceOver がオンになっているときに、選択された項目を「タップ」する：画面上の任意の場所をダ
ブルタップします。

VoiceOver がオンになっているときに、選択された項目を「ダブルタップ」する：画面上の任意の場
所をトリプルタップします。
要素のテキストを 1 文字ずつ、または 1 単語ずつ読み上げる：要素が選択された状態で、1 本の指
で上または下にフリックします。次の文字を読み上げるときは下にフリックし、前の文字を読み上げる
ときは上にフリックします。欧文通話表を使用すると、読み上げている文字で始まる単語も読み上げら
れます。193 ページの「VoiceOver を設定する」を参照してください。

1 単語ずつ読み上げるときは、ローターコントロールを回します。
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スライダを調節する：1 本の指で、設定を大きくするときは上にフリックし、設定を小さくするときは下
にフリックします。設定を調節すると、VoiceOver はその設定を知らせます。
画面のリストまたは領域をスクロールする

3 本の指で上または下にフリックします。下へフリックする
とリストまたは画面内の 1 ページ下へ、上へフリックする
と 1 ページ上へスクロールします。リスト内でページを移
動すると、VoiceOver は表示された項目の範囲（たとえば
「行 5 〜 10 を表示中」）を読み上げます。
ページを移動する代わりに、リスト内をスクロールで移動
し続けることもできます。ダブルタップしたあと押さえたま
まにします。一連の音が鳴ったら、指を上または下に動か
してリストをスクロールできます。指を離すと、スクロール
が停止します。

リストのインデックスを使用する

リスト表示のときに、右側に五十音順・アルファベット順
の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
の選択を、要素間のフリックによって行うことはできません。
インデックスを選択するには、そのインデックスを直接タッ
チする必要があります。インデックスが選択された状態で、
インデックスに沿って上または下にフリックします。ダブル
タップしてから指を上下にスライドすることもできます。

リストを並べ替える

「電話」の「よく使う項目」や、「アクセシビリティ」設定
の「Web ローター」や「言語ローター」など、一部のリ
ストは並べ替えができます。項目の右側にある
を選択
し、ダブルタップして音が聞こえるまで押したままにして、
上または下にドラッグします。ドラッグの方向に応じて項目
が上または下に移動し、その項目が読み上げられます。

iPod touch のロックを解除する：ロック解除スイッチを選択してから、画面をダブルタップします。
ホーム画面を並べ替える：ホーム画面で、移動するアイコンを選択します。ダブルタップしたあと押さ
えたままで、アイコンをドラッグします。アイコンをドラッグする間、VoiceOver によってその行および
列の位置が読み上げられます。アイコンが目的の位置に達したら、アイコンを放します。別のアイコン
をドラッグできます。ホーム画面の別のページへと項目を移動するには、画面の左隅または右隅へと項
目をドラッグします。完了したら、ホーム

VoiceOver を消音にする

ボタンを押します。

3 本の指でダブルタップします。音声をオンに戻すには、
再度 3 本の指でダブルタップします。VoiceOver の音声
のみをオフに切り替えるには、着信／サイレントスイッチを
サイレントに設定します。
外部キーボードを接続している場合は、キーボードの

Control キーを押して VoiceOver を消音にしたり消音を
解除したりすることもできます。
項目の読み上げを停止する

2 本の指で 1 回タップします。読み上げを再開するには、
2 本の指で再度タップします。別の項目を選択すると、自
動的に読み上げが再開されます。

スクリーンカーテンのオン／オフを切り替える

3 本の指でトリプルタップします。スクリーンカーテンがオ
ンの場合、ディスプレイがオフのときでも画面のコンテン
ツはアクティブです。

先頭から画面全体を読み上げる
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2 本の指で上にフリックします。
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現在の項目から画面の一番下まで読み上げる

画面の上端にタッチすると、iPod

2 本の指で下にフリックします。

touch のステータス情報が読み上げられます。この情報には、時間、

バッテリーの寿命、Wi-Fi 信号の強さなどが含まれます。

テキストを入力および編集する
編集可能なテキストフィールドに移動したときは、オンスクリーンキーボードまたは

iPod touch に接

続した外部キーボードを使ってテキストを入力できます。

VoiceOver でテキストを入力する方法は 2 つあります。標準入力と、「タッチタイプ」です。標準入力
では、キーを選択してから画面をダブルタップして文字を入力します。タッチタイプでは、キーにタッチ
するとキーが選択され、指を離すと文字が自動的に入力されます。タッチタイプの方がすばやく入力で
きる可能性がありますが、標準入力よりも多くの練習が必要な場合があります。

VoiceOver では、iPod touch の編集機能を使って、テキストフィールド内でカット、コピー、または
ペーストを行うこともできます。
テキストを入力する：

1

テキストフィールドを選択して、オンスクリーンキーボードを表示します。
キーボードが自動的に表示されない場合は、ダブルタップして表示する必要があります。テキストフィー
ルドが「編集中」か、「編集するためにダブルタップ」する必要があるかが VoiceOver によって通知
されます。
フィールドにすでにテキストが含まれている場合、そのテキストの先頭または末尾に挿入ポイントが配
置されます。挿入ポイントをその反対の位置に移動するには、ダブルタップします。VoiceOver によっ
て、挿入ポイントの位置が説明されます。

2

キーボードを使って文字を入力する：
Â

標準入力：左または右にフリックしてキーボードのキーを選択してから、文字をダブルタップして入
力します。または、キーボードの中で指を動かしてキーを選択し、1 本の指でそのキーにタッチした
まま、別の指で画面をタップして文字を入力します。キーを選択するとそのキーを読み上げられ、文
字を入力したときに再度読み上げられます。

Â

タッチタイプ：キーボードのキーにタッチして選択し、指を離して文字を入力します。間違ったキー
をタッチした場合は、使用したいキーを選択できるまでキーボード上で指を動かします。各キーにタッ
チしたときに文字が読み上げられますが、指を離すまでは文字が入力されません。
参考：タッチタイプは、実際にテキストを入力するキーのみで使用できます。Shift、Delete、

Return などのその他のキーでは、標準入力を使用します。
単語にスペルミスがあると判断されると VoiceOver によって通知されます。
標準入力またはタッチタイプを選択する：VoiceOver がオンでキーボードのキーを選択した状態で、
ローターを使って「入力モード」を選択してから、上または下にフリックします。
挿入ポイントを移動する：ローターを使って、挿入ポイントを 1 文字ずつ移動するのか、1 単語ずつ移
動するのか、1 行ずつ移動するのかを選択します。デフォルトでは、挿入ポイントは 1 文字ずつ移動し
ます。
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挿入ポイントをテキストの前または後ろに移動するには、上または下にフリックします。挿入ポイントを
移動すると音が鳴り、挿入ポイントの移動先にある文字が読み上げられます。
挿入ポイントを 1 単語ずつ移動すると、各単語を通過したときにその単語が読み上げられます。前進
しているときは、通過した単語の末尾（その単語の後ろにあるスペースまたは句読点の前）に挿入ポ
イントが配置されます。後退しているときは、通過した単語の前にある単語の末尾（その単語の後ろ
にあるスペースまたは句読点の前）に挿入ポイントが移動します。移動ポイントを単語または文の末
尾にある句読点よりも後ろに移動するには、ローターを使って文字モードに戻します。
挿入ポイントを 1 行ずつ移動すると、挿入ポイントが各行を通過したときにその行が読み上げられます。
前進しているときは、次の行の先頭に挿入ポイントが配置されます（段落の最後の行に達したときを
除きます。その場合は、読み上げられた行の末尾に挿入ポイントが移動します）。後退しているときは、
読み上げられた行の先頭に挿入ポイントが配置されます。
文字を削除する：

を選択し、ダブルタップまたはスプリットタップします。この操作はタッチタイプ

中でも必要です。複数の文字を削除するには、削除キーにタッチしたまま、削除したい 1 文字につき

1 回別の指で画面をタップします。文字を削除すると、その文字が読み上げられます。「ピッチ変更を
仕様」をオンにしている場合は、削除した文字が低い声で読み上げられます。
テキストを選択する：ローターを「編集」に設定し、上または下にフリックして「選択」または「全選
択」を選択し、ダブルタップします。「選択」を選択した場合、ダブルタップしたときに挿入ポイントに
最も近い単語が選択されます。「全選択」を選択した場合、テキスト全体が選択されます。
選択範囲を広くしたり狭くしたりするには、ピンチ（2 本の指で押し開くまたは閉じる）します。
カット、コピー、ペースト：ローターが「編集」に設定されていることを確認します。テキストが選択
された状態で、上または下にフリックしてカット、コピー、またはペーストするよう選択し、ダブルタッ
プします。
取り消す：iPod

touch をシェイクし、左または右にフリックして取り消す操作を選択してから、ダブル

タップします。
アクセント記号付きの文字を入力する：標準入力モードで、アクセント記号なしの文字を選択し、ダブ
ルタップして、代替文字が表示されたことを示す音が鳴るまで押したままにします。左または右にドラッ
グして文字を選択すると、選択した文字が読み上げられます。指を離すと、現在選択している文字が
入力されます。
入力している言語を変更する：ローターを「言語」に設定し、上または下にフリックします。言語環境
設定で指定した言語を使用するときは、「デフォルトの言語」を選択します。
参考：言語ローターは、VoiceOver の「言語ローター」設定で複数の言語を選択した場合にのみ表
示されます。193 ページの「VoiceOver を設定する」を参照してください。

Apple Wireless Keyboard を使用して VoiceOver を制御する
iPod touch に登録した Apple Wireless Keyboard を使って、VoiceOver を制御できます。37 ペー
Keyboard を使用する」を参照してください。

ジの「Apple Wireless

VoiceOver のキーボードコマンドを使って、画面の移動、項目の選択、画面のコンテンツの読み上げ、
ローターの調整、およびその他の VoiceOver の操作を実行できます。すべてのキーボードコマンドに
は Control ＋ Option キーが含まれます（1 つの例外を除く）。次の表では、Control ＋ Option キー
を「VO」と省略しています。
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「VoiceOver ヘルプ」を使用すると、キーやキーボードコマンドが入力に合わせて読み上げられます。
「VoiceOver ヘルプ」では、キーの配置や、キーの組み合わせに関連付けられた動作について説明
されています。

VoiceOver のキーボードコマンド
VO ＝ Control ＋ Option
現在の位置から始めて、すべてを読み上げる

VO ＋ A

先頭から読み上げる

VO ＋ B

ステータスバーに移動する

VO ＋ M

ホームボタンを押す

VO ＋ H

次／前の項目を選択する

VO ＋→、VO ＋←

項目をタップする

VO ＋スペースバー

2 本の指でダブルタップする

VO ＋「-」

次／前のローター項目を選択する

VO ＋↑、VO ＋↓

次／前の読み上げローターの項目を選択する

VO ＋コマンド＋←、VO ＋コマンド＋→

読み上げローターの項目を調整する

VO ＋コマンド＋↑、VO ＋コマンド＋↓

VoiceOver を消音する／消音解除する

VO ＋ S

スクリーンカーテンのオン／オフを切り替える

VO ＋ Shift ＋ S

「VoiceOver ヘルプ」をオンにする
前の画面に戻る／「VoiceOver ヘルプ」をオフにする

VO ＋ K
Esc

クイックナビゲーション
クイックナビゲーションをオンにします。
クイックナビゲー
矢印キーを使って VoiceOver を制御するには、
ションはデフォルトではオフです。
クイックナビゲーションのオン／オフを切り替える

←＋→

次／前の項目を選択する

→、←

ローター設定で指定された次／前の項目を選択する

↑、↓

最初／最後の項目を選択する

Control ＋↑、Control ＋↓

項目を「タップ」する

↑＋↓

上／下／左／右にスクロールする

Option ＋↑、Option ＋↓、Option ＋←、Option ＋
→

ローターを変更する
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↑＋←、↑＋→

マップを使用する
VoiceOver を使用すると、拡大／縮小、ピンの選択、および場所に関する情報の取得ができます。
拡大／縮小する：ローターを使用して拡大／縮小モードを選択し、上または下にフリックして拡大また
は縮小します。
ピンを選択する：ピンをタッチするか、
ある項目から別の項目へと移動します。
左または右にフリックして、
位置に関する情報を取得する：ピンが選択された状態で、ダブルタップして情報フラグを表示します。
左または右にフリックしてフラグを選択し、ダブルタップして情報ページを表示します。

ボイスメモを編集する
VoiceOver ジェスチャを使用して、ボイスメモの録音をトリミングできます。
ボイスメモをトリミングする：「ボイスメモ」画面で、トリミングするメモの右側にあるボタンを選択し、
ダブルタップします。次に、「メモをトリミング」を選択してダブルタップします。トリミング用ツールの
開始部分または終了部分を選択します。上にフリックして右にドラッグするか、下にフリックして左にド
ラッグします。VoiceOver によって、現在位置でトリミングされる時間が通知されます。トリミングを
実行するには、「ボイスメモをトリミング」を選択してダブルタップします。

VoiceOver と共に点字ディスプレイを使用する
点字ディスプレイを設定する
更新式 Bluetooth 点字ディスプレイを使って、VoiceOver の出力を点字で読み上げることができます。
また、入力キーやほかのコントロール付きの点字ディスプレイを使用して、VoiceOver がオンのとき
に

iPod touch を制御することもできます。iPod touch では、一般的なワイヤレス点字ディスプレイ

の多くを利用できます。サポートされる点字ディスプレイのリストについては、www.apple.com/jp/

accessibility を参照してください。
点字ディスプレイを設定する：

1

点字ディスプレイをオンにします。

2 iPod touch で Bluetooth をオンにします。
「設定」で、「一般」＞「Bluetooth」と選択して、「Bluetooth」スイッチをタップします。

3

「設定」で、「一般」＞「アクセシビリティ」＞「VoiceOver」＞「点字」と選択し、点字ディスプ
レイを選択します。
「設定」で、
「一般」＞「アクセシビリティ」＞「VoiceOver」
2 級英語点字のオン／オフを切り替える：
＞「点字」と選択し、「2 級英語点字」スイッチをタップします。
言語を選択する
これは、
点字ディスプレイでは、音声コントロール用に設定された言語が使用されます。デフォルトでは、
「設定」＞「言語環境」＞「言語」で iPod

touch 用に設定した言語です。VoiceOver の言語設定を使っ

て、VoiceOver および点字ディスプレイ用に別の言語を設定できます。

VoiceOver で使用する言語を設定する：「設定」で、「一般」＞「言語環境」＞「音声コントロール」
と選択し、言語を選択します。

iPod touch で使用する言語を変更した場合は、VoiceOver と点字ディスプレイで使用する言語の再
設定が必要になることがあります。
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点字ディスプレイで VoiceOver を制御する
次のようなシステムステータスなどの情報が点字ディスプレイの左端または右端のセルに表示されるよ
うに設定することができます：
Â

通知の履歴に未開封メッセージがあります

Â

通知の履歴の最新メッセージが未開封です

Â

VoiceOver が消音になっています

Â

iPod touch のバッテリー残量が少なくなっています（残量率 20% 未満）

Â

iPod touch が横向きです

Â

画面表示がオフになっています

Â

現在の行の左側にさらにテキストがあります

Â

現在の行の右側にさらにテキストがあります

左端または右端のセルにステータス情報が表示されるように設定する：「設定」で、「一般」＞「アク
セシビリティ」＞「VoiceOver」＞「点字」＞「状況セル」と選択し、「左揃え」または「右揃え」
をタップします。
状況セルの詳細説明を表示する：点字ディスプレイで、状況セルのルーターボタンを押します。

ズーム機能
多くの

iPod touch App では、特定の要素を拡大したり、縮小したりできます。たとえば、「Safari」

ではダブルタップするか、つまむジェスチャを使うと、Web ページの列を拡大できます。
「ズーム機能」も、使用中の App で画面イメージ全体を拡大することができる特別なアクセシビリティ
機能であり、ディスプレイ上にあるものを見るときに役立ちます。
「ズーム機能」のオン／オフを切り替える：「設定」で、「一般」＞「アクセシビリティ」＞「ズーム機
能」と選択し、「ズーム機能」のオン／オフスイッチをタップします。
参考：VoiceOver と「ズーム機能」は同時に使用できません。
拡大／縮小する：3 本の指で画面をダブルタップします。デフォルトでは、画面は 200％で拡大されま
す。手動で iPod

touch の拡大率を変更した場合（以下で説明するタップ・アンド・ドラッグのジェスチャ

を使用）、3 本の指でダブルタップして拡大すると自動的にこの拡大率に戻ります。
拡大率を上げる：拡大率を上げるには、3 本の指で画面の上方向にタップ・アンド・ドラッグし、拡大
率を下げるには画面の下方向にタップ・アンド・ドラッグします。タップ・アンド・ドラッグのジェスチャは、

2 回目のタップで指を離さない以外はダブルタップと同様です（代わりに、画面上で指をドラッグします）。
ドラッグを開始したら、1 本の指でドラッグできます。
画面内を移動する：拡大する場合は、3 本の指で画面をドラッグまたはフリックします。ドラッグを開始
したら、1 本の指でドラッグできるため、画面のより多くの部分を見ることができます。画面イメージの
端までパンするには、ディスプレイの端あたりを 1 本の指で押さえます。さらにすばやくパンするには、
「ズーム機能」は常に画面の一番上の中央に移動します。
指を端により近づけます。新しい画面を開くと、
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テキストを大きな文字で表示
「テキストを大きな文字で表示」を選択すると、通知、
「連絡先」、
「メール」、
「メッセージ」、および「メ
モ」のテキストを拡大できます。20 ポイント、24 ポイント、32 ポイント、40 ポイント、48 ポイント、
または 56 ポイントのテキストを選択できます。
テキストのサイズを設定する：「設定」で、「一般」＞「アクセシビリティ」と選択し、「テキストを大
きな文字で表示」をタップして、希望するテキストのサイズをタップします。

黒地に白
「黒地に白」を使用すると、iPod

touch の画面の色が反転するため、画面が読みやすくなります。「黒

地に白」をオンにすると、画面が写真のネガのように表示されます。
「設定」で、
「一般」＞「アクセシビリティ」と選択し、
「黒地に白」スイッチをタッ
画面の色を反転する：
プします。

モノラルオーディオ
「モノラルオーディオ」は、左右のチャンネルの音をモノラル信号に結合して両側で再生されるようにし
ます。これにより、片方の耳に聴覚障害を持つユーザでも、もう一方の耳で完全な音響信号を聞くこ
とができます。
「モノラルオーディオ」のオン／オフを切り替える：
「設定」で、
「一般」＞「アクセシビリティ」と選択し、
「モノラルオーディオ」スイッチをタップします。

自動テキスト読み上げ
「自動テキスト読み上げ」機能は、ユーザの入力時に

iPod touch が作成するテキストの修正と候補

を読み上げます。
「自動テキスト読み上げ」のオン／オフを切り替える：
「設定」で、
「一般」＞「アクセシビリティ」と選択し、
「自動テキスト読み上げ」スイッチをタップします。
「自動テキスト読み上げ」は、VoiceOver または「ズーム機能」と同時に利用できます。

ホームをトリプルクリック
「ホームをトリプルクリック」を使用すると、ホーム

ボタンをすばやく 3 回押すことによって、一

部のアクセシビリティ機能を簡単にオンまたはオフにできます。「ホームをトリプルクリック」によって

VoiceOver のオン／オフを切り替える、「黒地に白」のオン／オフを切り替える、または次のオプショ
ンを表示するように設定できます：
Â

VoiceOver のオン／オフを切り替える

Â 「ズーム機能」のオン／オフを切り替える
Â 「黒地に白」のオン／オフを切り替える

「ホームをトリプルクリック」は、デフォルトではオフになっています。
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「ホームをトリプルクリック」機能を設定する：「設定」で、「一般」＞「アクセシビリティ」＞「ホー
ムをトリプルクリック」と選択し、目的の機能を選択します。

クローズドキャプションおよびそのほかの便利な機能
iPod touch の多くの機能によって、視覚や聴覚に障害のあるユーザを含むすべてのユーザが
iPod touch にアクセスできるようになります。
クローズドキャプション
「ミュージック」の設定で、ビデオのクローズドキャプションをオンにできます。168 ページの「ビデオ」
を参照してください。
参考：ビデオコンテンツの中には、字幕を表示できるようにエンコードされていないものもあります。

音声コントロール
音声コントロール（第 3 世代の iPod

touch 以降）を使用すると、音声コマンドを使って「ミュージック」
の音楽再生を制御できます。57 ページの「iPod で音声コントロールを使用する：」を参照してください。
ワイド画面のキーボード
次の App では、より大きいキーボードが使用できるように、入力時に iPod touch を回転できます：
Â メール
Â

Safari

Â メモ
Â

連絡先

インスタントメッセージング（IM）チャット
App Store には、iPod touch 用に最適化された数多くのインスタントメッセージング（IM）App
（AIM、BeejiveIM、ICQ、Yahoo! Messenger など）が用意されています。
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。172 ページの「メール」を参照してください。

Mac OS X のユニバーサルアクセス
「iTunes」を使って iPod
ときに、Mac

touch に「iTunes」の情報や iTunes ライブラリのコンテンツを同期する
OS X 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。

iPod touch と Mac OS X のアクセシビリティ機能について詳しくは、
www.apple.com/jp/accessibility を参照してください。
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付録

サポートおよびその他の情報

アップルの iPod touch サポートサイト
総合的なサポート情報は、www.apple.com/jp/support/ipodtouch からオンラインで参照でき
ます。

iPod touch を再起動する／リセットする
機能が正しく動作しない場合は

iPod touch を再起動したり、App を強制終了したり、iPod touch

をリセットしてみたりします。

iPod touch を再起動する：スリープ／スリープ解除のオン／オフボタンを赤いスライダが表示され
touch の電源を切ります。もう一度
iPod touch の電源を入れるときは、スリープ／スリープ解除のオン／オフボタンを Apple ロゴが表

るまで押したままにします。指でスライダをスライドして、iPod
示されるまで押したままにします。

iPod touch の電源を切ることができない場合や、問題が解決しない場合は、iPod touch のリセッ
touch の電源を切って入れ直しても問題が解決しな

トが必要な場合があります。 リセットは、iPod
い場合にのみ実施してください。

App を強制終了する：スリープ／スリープ解除のオン／オフボタンを数秒間、赤いスライダが表示さ
れるまで押したままにします。次に、App が終了するまでホームボタンを押したままにします。第 3 世
代の iPod touch 以降では、履歴リストから App を削除して強制的に終了させることもできます。23
ページの「App を開いて切り替える」を参照してください。
iPod touch をリセットする：スリープ／スリープ解除のオン／オフボタンとホームボタンを、Apple
ロゴが表示されるまで同時に 10 秒以上押したままにします。

iPod touch のバックアップを作成する
「iTunes」では、iPod

touch 上の設定、ダウンロードした App とデータ、およびその他の情報のバッ
touch ソフトウェアの復元後にこれらの項目
を復元したり、情報を別の iPod touch に転送したりできます。209 ページの「iPod touch ソフトウェ

クアップが作成されます。バックアップを使用して、iPod
アをアップデートする／復元する」を参照してください。

207

iPod touch のバックアップ作成またはバックアップからの復元は、コンテンツおよびその他の項目
（「iTunes」を使ってダウンロードした音楽、Podcast、写真、ビデオ、App など）を iTunes ライ
ブラリと同期する操作とは異なります。バックアップには、iPod

touch 上の設定、ダウンロードした
App とデータ、およびその他の情報が含まれます。iPod touch を復元した後、音楽、ビデオ、写真、
App などのコンテンツを iPod touch に戻すために再度同期する必要があります。210 ページの「バッ

クアップから復元する」を参照してください。

App Store からダウンロードした App は、次回「iTunes」に同期するときにバックアップが作成さ
れます。それ以降は、「iTunes」に同期するときに App データのバックアップだけが作成されます。
バックアップを作成する
「iTunes」では、次の場合に

iPod touch のバックアップが作成されます：

Â 「iTunes」と同期する

デフォルトでは、iPod

touch をコンピュータに接続するたびに「iTunes」が iPod touch の同期

を実行します。46 ページの「iTunes と同期する」を参照してください。そのコンピュータと同期す

iPod touch のバックアップは、自動的には作成されません。「iTunes」
の「同期」をクリックして手動で同期することもできます。バックアップは、iPod touch が接続さ
れるたびに 1 回だけ、最初の同期が行われる前に作成されます。もう一度同期しても、「iTunes」

るように構成されていない

は別のバックアップを作成しません。
Â

iPod touch をアップデートする
「iTunes」では、iPod

touch をアップデートする前に、そのコンピュータ上の「iTunes」と同期
iPod touch でもバックアップが作成されます。

するように構成されていない
Â

iPod touch を復元する（バックアップの作成を選択した場合）
iPod touch を復元する前にバックアップを作成するかどうかが確認されます。

設定やバックアップに保存される情報など、バックアップの詳しい情報については

support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=ja_JP を参照してください。
バックアップを削除
「iTunes」では、iPod

touch のバックアップのリストからバックアップを削除することができます。こ

れは、ほかの人のコンピュータにバックアップを作成してしまった場合などに便利です。
バックアップを削除する：

1

「iTunes」で、「iTunes」の環境設定を開きます。
Â

Windows：「編集」＞「設定」と選択します。

Â

Mac：「iTunes」＞「環境設定」と選択します。

2

「デバイス」をクリックします（iPod

3

削除したいバックアップを選択して、「バックアップを削除」をクリックします。

4

touch を接続する必要はありません）。

選択したバックアップを取り除いてよいかどうかを確認するメッセージが表示されたら、「バックアップ
を削除」をクリックします。

5
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「OK」をクリックして、「iTunes」の「環境設定」ウインドウを閉じます。
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iPod touch ソフトウェアをアップデートする／復元する
「iTunes」を使って iPod
Â

touch ソフトウェアのアップデートと復元が行えます。
アップデートを実行すると、iPod touch ソフトウェアがアップデートされます。ダウンロードした
App、設定、およびデータに影響はありません。
参考：場合によっては、アップデートに

Â

iPod touch の復元が伴うこともあります。

iPod touch ソフトウェアが再インストールされ、設定がデフォ
touch に保存されたデータ（ダウンロードした App、曲、ビデオ、連絡
先、写真、カレンダー情報など）が削除されます。お使いのコンピュータの「iTunes」を使用して
iPod touch をバックアップしていた場合、復元処理の最後にそのバックアップからデータを復元で
復元を行う場合は、最新バージョンの

ルトに復元されて、iPod

きます。

iPod touch のユーザインターフェイスからはアクセスできなくなりますが、
iPod touch から消去されたわけではありません。すべてのコンテンツおよび設定を消去する方法に
ついては、166 ページの「iPod touch をリセットする」を参照してください。
削除されたデータは

iPod touch で Bluetooth ヘッドセットを使用している場合に設定を復元したときは、Bluetooth デ
バイスを使用する前にデバイスを iPod touch に登録し直す必要があります。
iPod touch ソフトウェアのアップデートと復元について詳しくは、support.apple.com/kb/
HT1414?viewlocale=ja_JP を参照してください。

iPod touch のアップデート
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、および最新バージョンの「iTunes」
（www.apple.com/jp/itunes からダウンロードできます）がインストールされていることを確認し
ます。

iPod touch をアップデートする：
1 iPod touch をコンピュータに接続します。
2

「iTunes」の「デバイス」リストで iPod

touch を選択してから、画面上部の「概要」をクリックします。

3

「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

iPod touch 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。

4

「アップデート」（Mac

OS X 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。

iPod touch の復元
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、および最新バージョンの「iTunes」
（www.apple.com/jp/itunes からダウンロードできます）がインストールされていることを確認し
ます。
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iPod touch を復元する：
1 iPod touch をコンピュータに接続します。
2

「iTunes」の「デバイス」リストで iPod

touch を選択してから、画面上部の「概要」をクリックします。

3

「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

iPod touch 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。

4

「復元」をクリックします。画面の説明に従って復元操作を完了します。復元を実行する場合、指示に
従って iPod

touch をバックアップすることが推奨されます。

iPod touch ソフトウェアが復元されると、これを新しい iPod touch として設定するか、または音楽
やビデオ、App データなどの情報をバックアップから復元するかを選択できます。
バックアップからの復元後、以前のデータは
きなくなりますが、iPod

iPod touch のユーザインターフェイスからはアクセスで

touch から消去されたわけではありません。すべてのコンテンツおよび設定
touch をリセットする」を参照してください。

を消去する方法については、166 ページの「iPod

バックアップから復元する
およびそのほかの情報をバックアップから復元できます。また、
この機能を利用して、
設定、App データ、
これらの項目を別の iPod touch に転送することもできます。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、および最新バージョンの「iTunes」（www.apple.com/jp/itunes からダウ
ンロードできます）がインストールされていることを確認します。
重要：バックアップからの復元は、「iTunes」の「概要」パネルからの

iPod touch の復元とは異な

る作業です。209 ページの「iPod

touch の復元」を参照してください。バックアップからの復元では、
iPod touch ソフトウェアは完全には復元されません。また、バックアップから iPod touch を復元す
ると、App データを含むバックアップ中のすべてのデータが復元されます。古いバックアップを選択し
た場合、そのバックアップから復元すると、App のデータが現在のものではないデータで置き換えら
れてしまう可能性があります。
ほかの iPhone または iPod

touch のバックアップから iPod touch を復元した場合、一部のパ

スワードや設定が復元されない可能性があります。（バックアップが暗号化されている場合は、より
多くのパスワードと設定が復元される可能性がありますが、それでもすべて復元されるわけではあ
りません。）設定やバックアップに保存される情報について詳しくは、support.apple.com/kb/

HT1766?viewlocale=ja_JP を参照してください。
バックアップから iPod touch を復元する：

1

普段同期しているコンピュータに

iPod touch を接続します。

2

「iTunes」の「デバイス」リストで、Control キーを押したまま iPod

touch をクリックし、表示さ

れるメニューから「バックアップから復元」を選択します。

3

ポップアップメニューから、復元するバックアップを選択し、「復元」をクリックします。
バックアップが暗号化されている場合は、パスワードを入力します。
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安全性、ソフトウェア、およびサービスに関する情報
次の表に、iPod

touch の安全性、ソフトウェア、およびサービスに関する詳しい情報の参照先を示し

ます。
知りたい内容

手順

iPod touch 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については、

support.apple.com/ja_JP/manuals/#ipodtouch の
「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。

iPod touch のサービスとサポート情報、使いかたのヒ

www.apple.com/jp/support/ipodtouch を参照して

ント、フォーラム、およびアップルのソフトウェアダウン

ください。

ロード

iPod touch の最新情報
「iTunes」を使用する

www.apple.com/jp/ipodtouch を参照してください。
「iTunes」を開いて「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
の国や地域では利用できないことがあります）については、

www.apple.com/jp/support/itunes にアクセスしてく
ださい。

MobileMe
Mac OS X で「iPhoto」を使用する

www.me.com にアクセスしてください。
「iPhoto」を開き、「ヘルプ」＞「iPhoto ヘルプ」と選
択します。

Mac OS X 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。

Mac OS X で「iCal」を使用する

「iCal」を開き、
「ヘルプ」＞「iCal ヘルプ」と選択します。

Microsoft Outlook、Windows アドレス帳、または
Adobe Photoshop Elements

各 App に付属のマニュアルを参照してください。

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。www.apple.com/jp/

support を参照するか、support.apple.com/ja_JP/
manuals/#ipodtouch の「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。
バッテリー交換サービス

www.apple.com/jp/support/ipod/service/battery
を参照してください。

iPod touch をエンタープライズ環境で使用する
次のような iPod

touch のエンタープライズ機能については、www.apple.com/jp/iphone/
business を参照してください：
Â Microsoft Exchange
Â

構成プロファイルをインストールする

Â

CalDAV

Â

CardDAV
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Â

IMAP

Â

LDAP

Â

VPN

廃棄とリサイクルに関する情報
お使いの iPod を廃棄する際は、地域法および条例に従って適切に処分してください。この製品には
バッテリーが内蔵されているため、家庭廃棄物とは分けて廃棄する必要があります。お使いの iPod が
製品寿命に達した場合は、リサイクルの方法についてアップルまたは地方自治体にお問い合わせくだ
さい。
アップルのリサイクルプログラムについては、次の Web サイトを参照してください：

www.apple.com/jp/environment/recycling
Deutschland: Dieses Gerät enthält Batterien.Bitte nicht in den Hausmüll werfen.
Entsorgen Sie dieses Gerätes am Ende seines Lebenszyklus entsprechend der
maßgeblichen gesetzlichen Regelungen.
Nederlands: Gebruikte batterijen kunnen worden ingeleverd bij de chemokar of in een
speciale batterijcontainer voor klein chemisch afval (kca) worden gedeponeerd.
Türkiye: EEE yönetmeliğine (Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının
Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik) uygundur.

Taiwan:

バッテリー交換：iPod

touch の充電式バッテリーの交換は、必ずアップルまたはアップル正規サー

ビスプロバイダに依頼してください。バッテリー交換サービスについては、www.apple.com/jp/

support/ipod/service/battery を参照してください
European Union̶Disposal Information:

This symbol means that according to local laws and regulations your product should
be disposed of separately from household waste.When this product reaches its end of
life, take it to a collection point designated by local authorities. Some collection points
accept products for free. The separate collection and recycling of your product at the
time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a
manner that protects human health and the environment.
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Brasil̶Informações sobre descarte e reciclagem

O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no
lixo doméstico.Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de
acordo com as leis e diretrizes ambientais locais.Para informações sobre o programa
de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.
com/br/environment.

環境向上への取り組み
アップルでは、事業活動および製品が環境に与える影響をできる限り小さくするよう取り組んでいます。
詳しくは、次の Web サイトを参照してください：www.apple.com/jp/environment
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Bluetooth® のワードマークとロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所
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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、
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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

App Store および MobileMe は、Apple Inc. のサービスマーク

誤記がないことを保証するものではありません。

です。

IOS は米国その他の国における Cisco の商標または登録商標であ
り、ライセンス許諾を受けて使用されています。

Nike + iPod Sport Kit は、単独で使用するときにも Nike +
iPod 対応の iPod メディアプレーヤー以降と一緒に使用すると
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