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MacBook を紹介します
MacBook は、究極のポータブルデバイスです。どこにでも持ち運べるように作られています。

まずは見てみる。 MacBook の機能紹介を見てみませんか？ ツアーを開始するにアクセスしてください。

使い始める。 電源ボタンを押すと始まります。設定のヒントについては、 設定するを参照してください。

できることを確認する。 ファイルをプリント／共有したり、音楽を再生したり、いろいろなことができます。 
どれほど簡単にできるかを  MacBook を使う で確認してください。

楽しむ。 MacBook に付属のアプリケーションを紹介します。 アプリケーションについてにアクセスすると、 
今すぐ使ってみたくなるはずです。

ようこそ
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ツアーを開始する
MacBook には、次の機能が内蔵されています：

USB-C

 • USB-C ポート：バッテリーを充電したり、データを転送したり、HDMI または VGA ディスプレイを接続したりし
ます。

ヘッドフォン

デュアルマイク

 • ヘッドフォンポート：スピーカーまたはヘッドフォンを接続します。

 • デュアルマイク：友達と会話したり、オーディオを録音したりします。

電源ボタンFaceTimeカメラ

感圧タッチトラックパッド

 • FaceTime カメラ：FaceTime ビデオ通話をかけたり、写真やビデオを撮ったりします。ライトが点灯している
場合、カメラは入になっています。 

 • 電源ボタン：MacBook の電源をオン／オフしたり、スリープ状態にしたりします。

 • 感圧タッチトラックパッド ：MacBook をジェスチャで制御します。トラックパッドの表面全体がボタンとして機能
するため、好きな場所で簡単にクリックできます。ジェスチャの使用について詳しくは、 トラックパッドを参照して
ください。

MacBook の概要

74% resize factor



 第 2 章    MacBook の概要 6

付属品
MacBook を使うには、同梱されている 2 つのシンプルなアクセサリが必要です：

USB-C 充電ケーブル（2m）：一方の端を MacBook に、もう一方の端を USB-C 電源
アダプタに接続します。

29W USB-C 電源アダプタ：電源プラグが電源アダプタにしっかりと接続されていて、電
源プラグの先端が完全に出ている状態であることを確認してください。アダプタを AC 電
源コンセントに接続して、MacBook を充電します。

使用できるその他のアクセサリについては、 アクセサリを参照してください。

トラックパッド
シンプルなトラックパッドジェスチャを使って、Web ページをスクロールしたり、書類を拡大表示したり、写真を回
転したりなど多くのことを MacBook で実行できます。感圧式の感圧タッチトラックパッドによって、画期的な新しい
操作性が実現されています。

トラックパッドが押された強さを感知するため、タッチに多彩なオプションと詳細な制御が提供されます。フィードバッ
クも提供されます。たとえば、オブジェクトをドラッグまたは回転してそれらの位置がそろったときにわずかな振動を
感じることで、精度の高い操作が可能になります。

一般的なジェスチャをいくつか紹介します：

クリック：トラックパッド上のいずれかの場所を押します。または、「トラックパッド」 
環境設定で「タップでクリック」を有効にして、単純にタップします。

強めのクリック：クリックしてから深く押します。強めにクリックすることで詳しい情報を表
示できます。単語の場合は定義が表示され、住所の場合は「マップ」でプレビューが表
示されます。

副ボタンのクリック（右クリック）：2 本指でクリックすると、ショートカットメニューが開き
ます。「タップでクリック」が有効な場合は、2 本指でタップします。

2 本指でスクロール：2 本指で上下にスライドすると、スクロールします。

ピンチでズーム：親指とほかの指でピンチオープンまたはクローズすると、写真や Web 
ページが拡大または縮小します。

スワイプでページめくり：2 本指で左右にスワイプすると、Web ページや書類などが本
のページのようにめくられます。

Launchpad を開く：Launchpad でアプリケーションをすばやく開きます。4 本指また
は 5 本指でピンチクローズしてから、アプリケーションをクリックして開きます。

アプリケーション間をスワイプ：フルスクリーンアプリケーション間で切り替えるには、 
3 本指または 4 本指で左または右にスワイプします。
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 第 2 章    MacBook の概要 7

ジェスチャをカスタマイズする。 アップルメニュー（）＞「システム環境設定」と選択するか、または Dock の 
「システム環境設定」のアイコンをクリックしてから、「トラックパッド」をクリックします。

「トラックパッド」環境設定で、各ジェスチャについて詳しく学習したり、使用したい圧力を設定したり、感圧機能を
使用するかどうかを選択したり、その他のトラックパッド機能をカスタマイズしたりしてみてください。

キーボード
電源ボタン

ファンクション（fn）キー

 • ファンクション（Fn）キー：このキーを押したままファンクションキー（F1 ～ F12）を押すと、ファンクションキー
に割り当てられたアクションが実行されます。ファンクションキーをカスタマイズする方法については、メニュー
バーの「ヘルプ」メニューをクリックしてから、「Mac ヘルプ」で「ファンクションキー」を検索してください。

 • 輝度キー（F1、F2）：  または  を押すと、画面の輝度が調整されます。
 • Mission Control キー（F3）：  を押すと、MacBook で実行されているもの（すべての操作スペースと開
いているウインドウを含みます）が表示されます。

 • Launchpad キー（F4）：  を押すと、MacBook 上のすべてのアプリケーションが瞬時に表示されます。 
アプリケーションをクリックすると開きます。

 • キーボード照明キー（F5、F6）：  または  を押すと、キーボードの輝度が調整されます。

 • メディアキー（F7、F8、F9）：  を押すと曲、ムービー、またはスライドショーが巻き戻され、  を押すと
再生または一時停止し、  を押すと早送りされます。

 • 消音キー（F10）：  を押すと、内蔵スピーカーおよびヘッドフォンポートからのサウンドが消音します。

 • 音量キー（F11、F12）：  または  を押すと、内蔵スピーカーまたはヘッドフォンポートからのサウンドの音
量が調整されます。

 • 電源ボタン：  を 3 秒間押したままにすると、MacBook の電源が入または切になります。  を押すと、
MacBook がスリープ状態になります。
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アクセサリ
MacBook を電源に接続したりほかのデバイスやディスプレイと一緒に使用したりするときに、次のアクセサリを利
用できます。これらのアダプタの USB ポートを使って、カメラやサムドライブなどの標準 USB アクセサリに接続し
ます。iPhone、iPad、および iPod を同期および充電するときは、USB ケーブルを接続します。

USB-C - USB アダプタ：MacBook を標準 USB アクセサリに接続します。

USB-C Digital AV マルチポートアダプタ：MacBook を HDMI ディスプレイに接続
しながら、同時に標準 USB デバイスを接続したり、USB-C 充電ケーブルを接続して 
MacBook を充電したりできます。

MacBook ディスプレイを HDMI TV またはディスプレイに最大 1080p HD でミラーリ
ングすることもできます。

USB-C VGA マルチポートアダプタ：MacBook を VGA ディスプレイに接続しながら、
同時に標準 USB デバイスを接続したり、USB-C 充電ケーブルを接続して MacBook を
充電したりできます。

MacBook ディスプレイを VGA TV またはディスプレイに最大 1080p HD でミラーリン
グすることもできます。

MacBook ディスプレイのミラーリングについて詳しくは、 外部ディスプレイを使うを参照してください。

アダプタおよびその他のアクセサリは、store.apple.com/jp または最寄りの Apple Retail Store で別売されて
います。一部の USB アクセサリはサポートされていません。適切なアダプタを選択していることを確認するには、 
マニュアルを確認するか、製造元にお問い合わせください。
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設定する
はじめて MacBook の電源を入にすると、「設定アシスタント」が開き、新しい Mac を使うために必要な簡単な手
順を案内してくれます。

MacBook を最大限に活用するため、Wi-Fi に接続していて Bluetooth® が入になっていること、Apple ID を取
得していて iCloud にサインインしていることを確認してください。これらの手順は「設定アシスタント」ですばやく
簡単に実行できますが、後で実行したい場合は次のようにします：

Wi-Fi に接続する。 メニューバーの Wi-Fi アイコン  をクリックしてから、Wi-Fi ネットワークを選択し、 
必要に応じてパスワードを入力します。

はじめに
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 第 3 章    はじめに 10

Wi-Fi アイコン  が表示されていない場合は、アップルメニュー（）＞「システム環境設定」と選択してから、
「ネットワーク」をクリックします。左側のリストで「Wi-Fi」を選択してから、「メニューバーに Wi-Fi の状況を表
示」を選択します。

Wi-Fi を切にする。 メニューバーの Wi-Fi アイコン  をクリックしてから、「Wi-Fi を切にする」を選択します。

Bluetooth の入／切を切り替える。 メニューバーの Bluetooth アイコン  をクリックしてから、「Bluetooth  
を入にする」または「Bluetooth を切にする」を選択します。

Bluetooth アイコン  が表示されていない場合は、アップルメニュー（）＞「システム環境設定」と選択し、
「Bluetooth」をクリックしてから、「メニューバーに Bluetooth を表示」を選択します。

Apple ID を取得する。 Apple ID は、Apple で行うあらゆることのために使用するアカウントです（iTunes Store 
から音楽、映画、テレビ番組を購入する、App Store からアプリケーションをダウンロードする、iCloud にコンテ
ンツを保存するなど）。

Apple ID をまだお持ちでない場合は、「iCloud」環境設定で作成できます。アップルメニュー（）＞「システム
環境設定」と選択します。「iCloud」をクリックしてから、「Apple ID を作成」をクリックします。

Apple ID は、Apple で行うあらゆることのために使用するアカウントです（iTunes Store から音楽、映画、テレ
ビ番組を購入する、App Store からアプリケーションをダウンロードする、iCloud にコンテンツを保存するなど）。

iCloud を設定する。 アップルメニュー（）＞「システム環境設定」と選択します。「iCloud」をクリックし、 
Apple ID を入力してから使用したい機能を選びます。

重要：すべてのデバイスで iCloud に同じ Apple ID を使用していることを確認します。
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 第 3 章    はじめに 11

iCloud の設定について詳しくは、メニューバーの「ヘルプ」メニューをクリックしてから、「Mac ヘルプ」で「iCloud 
を設定する」を検索してください。

書類、映画、音楽、写真などをすべて iCloud に保存し、どこにいてもそれらにアクセスすることができます。iCloud 
と MacBook を使ってできることについて詳しくは、 iCloud を使ってあらゆるコンテンツにどこからでもアクセス
するを参照してください。

まずは使ってみる

概要
デスクトップから始めましょう。ここは Mac のホームベースです。ここでファイルを整理したり、アプリケーションを
すばやく開いたり、Mac やその他の場所にあるあるゆるものを検索したりできます。

「ヘルプ」メニュー Wi-Fiメニューバー Spotlight

Dock システム環境設定Finder

Finder
Finder を使うと、書類、イメージ、ムービー、音楽などあらゆるファイルを整理／検索したり、ファイルをすばやく
プレビューしたりできます。

Finder ウインドウを開く。 画面下部の Dock で Finder アイコンをクリックします。
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Dock
画面下部にある Dock は、よく使うアプリケーションや書類をまとめておける便利な場所です。Dock を大きくまた
は小さくしたり、項目を追加または削除したり、画面の左端または右端に移動したりでき、使用していないときに隠
すように設定することもできます。

Dock に項目を追加する。 項目をドラッグして、追加したい場所にドロップします。アプリケーションは Dock の線
の左に配置し、ファイルやフォルダは右に配置します。

Dock から項目を削除する。 項目を Dock の外にドラッグします。項目は Mac からは削除されません。Dock か
ら削除されるだけです。

Dock の表示方法を変更する。 アップルメニュー（）＞「システム環境設定」と選択し、「Dock」をクリックし
ます。

システム環境設定
MacBook を自分が使いやすいようにカスタマイズできます。「省エネルギー」環境設定を使ってスリープ設定を変
更したり、「デスクトップとスクリーンセーバ」環境設定を使ってデスクトップ背景を追加したりスクリーンセーバを選
択したりできます。

「システム環境設定」を開く。 アップルメニュー（）＞「システム環境設定」と選択するか、または Dock の 
「システム環境設定」アイコンをクリックします。それから設定したい環境設定をクリックします。 

Spotlight
MacBook やその他の場所にあるあらゆるものを検索できます。Mac からの結果のほか、Wikipedia、「マップ」、
天気、株価、スポーツなどのソースからの結果も提供されます。

検索する。 画面の右上にある  をクリックするか、または Command キーを押しながらスペースバーを押してか
ら、入力を開始します。

メニューバー
メニューバーは画面の一番上に横方向に表示されます。アイコンやメニューを使って、Wi-Fi ネットワークに接続し
たり、Wi-Fi の状況  を確認したり、音量  を変更したり、バッテリー充電  を確認したりします。

ヘルプ
さまざまな質問に対する回答を「ヘルプ」メニューで見つけることができます。

ヘルプを見る。 メニューバーの「ヘルプ」メニューをクリックしてから、検索フィールドに質問や用語を入力します。
結果リストからトピックを選択するか、「すべてのヘルプトピックを表示」を選択してすべての結果を表示します。

アプリケーションの使いかたのヘルプを見るには、そのアプリケーションを使用しているときに「ヘルプ」メニュー
をクリックするだけです。
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アプリケーションをすばやく開く
MacBook には、Web をブラウズしたり、メールをチェックしたり、書類やプレゼンテーションを作成したり、 
写真を共有したり、ムービーを楽しんだりなど、大好きなことをするのに役立つアプリケーションが付属しています。
アプリケーションは、Spotlight、Dock、または Launchpad からすばやく開くことができます。

Launchpad

フォルダ

Mac App Store

アプリケーションを開く。 Dock でアプリケーションのアイコンをクリックするか、または Dock で Launchpad ア
イコンをクリックして、目的のアプリケーションをクリックします。Spotlight を使ってアプリケーションを検索してか
ら、Spotlight 検索結果からアプリケーションを直接開くこともできます。

Launchpad でアプリケーションを整理する。 アプリケーションを別のアプリケーションにドラッグすると、フォルダ
が作成されます。新しいフォルダに別のアプリケーションをドラッグすると、それらが追加されます。アプリケーショ
ンをフォルダから削除するには、外にドラッグします。

別のアプリケーションを入手する。 Dock の Mac App Store アイコンをクリックします。Mac App Store からア
プリケーションをダウンロードすると、それらは Launchpad に表示されます。アプリケーションや OS X のアップ
デートをすばやく入手するには、Mac App Store で「アップデート」をクリックします。

バッテリーを充電する
MacBook のバッテリーは、MacBook が電源に接続されると再充電されます。

バッテリーを充電する。 付属のケーブルと USB-C 電源アダプタを使って、MacBook を電源コンセントに接続しま
す。バッテリーが充電中であることを知らせるチャイムが聞こえます。コンピュータの電源が切であるかスリープ状態
のときは、バッテリーの再充電速度が速くなります。
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バッテリーの充電を確認する。 バッテリーレベルや充電状況を確認するには、メニューバーの右にあるバッテリー状
況アイコンを見ます。アイコンをクリックすると、現在利用しているアプリケーション、周辺機器、システム設定を使
い続けた場合の残りの電力が表示されます。

充電完了充電中

バッテリー電力を節約する。 所定の充電でバッテリー寿命を延ばすには、ディスプレイの輝度を下げ、アプリケー
ションを閉じ、使っていない周辺機器を取り外してください。「省エネルギー」環境設定（Dock の「システム環境
設定」アイコンをクリックしてから、「省エネルギー」をクリックします）で、電力設定を変更できます。MacBook 
にデバイスが接続されているときにスリープまたはスタンバイモードになると、デバイスのバッテリーが消耗してしま
うことがあります。

MacBook に内蔵の充電式バッテリーについて、および節約とパフォーマンスに関するヒントについては、
www.apple.com/jp/batteries を参照してください。

データを移行する

ほかの Mac や PC から MacBook にファイルや設定を簡単に移動できます。「設定アシスタント」を使ってはじめ
て MacBook を設定するときに、データを転送できます。データを後で転送したい場合は、「移行アシスタント」と 
AirMac ベースステーション（別売）を使用してファイルを別の Mac、PC、または Time Machine バックアップ
からワイヤレスでコピーできます。

両方のコンピュータが同じネットワークに接続されていれば、ワイヤレスネットワーク経由でデータを転送できます。

「移行アシスタント」を使う。 Finder ウインドウを開いてから、「アプリケーション」＞「ユーティリティ」と移動し、
「移行アシスタント」をダブルクリックします。画面に表示される指示に従って、情報を Wi-Fi を使って転送します。
詳しくは、「新しい MacBook にコンテンツを移動する」を参照してください。

ストレージデバイスからファイルをコピーする。 USB-C - USB アダプタなどのアダプタを使ってデバイスを 
MacBook に接続します（ アクセサリを参照してください）。次に、ファイルを手動で MacBook にドラッグします。

Time Machine バックアップについて詳しくは、 バックアップする／復元するを参照してください。
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MacBook を使う 
MacBook は、どこへでも持ち運べるように設計されています。さらに、MacBook の機能と iCloud および 
OS X El Capitan を組み合わせることで、コンテンツもどこにでも持ち運ぶことができます。データをプリントした
り、再生したり、共有したり、ビデオチャットしたり、バックアップしたり－こうした操作をすべてワイヤレスで実行
できます。MacBook を最大限に活用する方法について紹介します。

iCloud を使ってあらゆるコンテンツにどこからでもアクセスする

重要なコンテンツにいつでも手許においておくには、iCloud を使うのが最も簡単です。iCloud に書類、写真、 
音楽、アプリケーション、連絡先、カレンダーなどを保存することで、Wi-Fi に接続していればいつでもそれらにア
クセスできます。

iCloud によってすべてのデバイス上ですべてのものを最新の状態に同期できます。つまり、iPhone または iPad 
を持っている場合は、同じアカウントを使って iCloud にサインインするだけで、必要なすべてのものにあらゆるデ
バイスからアクセスできます。

iCloud を使って実行できることをいくつか紹介します。

ファイルを iCloud Drive に保存する。 iCloud Drive にファイルを保存すれば、職場や自宅、外出先など、どこ
にいてもファイルにアクセスできます。ファイルを iCloud Drive に保存するには、Finder ウインドウを開いてから、
ファイルをサイドバーの「iCloud Drive」にドラッグします。iCloud Drive 内のファイルは、MacBook 上のファイ
ルと同じように整理したりタグ付けしたりできます。iCloud Drive 内のファイルを編集すると、編集内容が iCloud 
で使用するすべてのデバイスに反映されます。 

MacBook の基礎
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購入したものをファミリー共有で共有する。 iTunes Store、App Store、および iBooks Store で購入したものを
家族で 6 人まで共有できます。それぞれの iCloud アカウントが違っていてもかまいません。家族の買い物を 1 枚
のクレジットカードで支払ったり、子どもの購入を MacBook または iOS デバイスから直接承認したりできます。 
写真、家族のカレンダー、リマインダー、および位置情報を共有することもできます。ファミリー共有を設定するに
は、Dock の「システム環境設定」アイコンをクリックし、「iCloud」をクリックしてから、「ファミリーを設定」 
をクリックします。

iCloud 写真共有を使って写真を共有する。 選んだ相手とだけ写真やビデオを共有したり、写真、ビデオやコメン
トを追加してもらったりできます。始めるには、Dock の「システム環境設定」アイコンをクリックし、「iCloud」 
をクリックしてから、「写真」をクリックします。

購入したものをどこにいても楽しめる。 iCloud にサインインしていれば、iTunes Store、Mac App Store、 
および iBooks Store から購入したものは、MacBook でいつでも楽しむことができます。あらゆる音楽、映画、
ブックなどをどこにでも持ち運ぶことができます。

「Mac を探す」で自分の MacBook を探す。 MacBook が盗難に遭った場合でも、地図上で探して画面をロック
したり、データをリモートで消去したりすることも簡単に実行できます。「Mac を探す」を入にするには、Dock の
「システム環境設定」アイコンをクリックし、「iCloud」をクリックしてから、「Mac を探す」をクリックします。

iCloud アカウントには 5 GB の無料ストレージが付属しています。購入した音楽、アプリケーション、テレビ番組、
およびブックは、利用可能な領域としてカウントされません。

iCloud を使ってできることについて詳しくは、「Mac ヘルプ」にアクセスして iCloud について検索するか、 
または www.apple.com/jp/icloud にアクセスしてください。

MacBook と iOS デバイスを連携させる

概要
MacBook と iOS デバイスを連携させることで、MacBook の能力や携帯性をさらに拡張できます。MacBook お
よび iOS デバイスで iCloud アカウントにサインインするだけで、MacBook とデバイスが互いに近くにある場合に
は、それらを魅力的に連携させることができます。

電話をかける／電話に出る
MacBook から直接電話に出たり電話をかけたりできます。
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電話に出る。 iPhone に電話がかかってきたら、MacBook の画面に表示される通知をクリックします。Mac がス
ピーカーフォンになります。

電話をかける。 「FaceTime」、「連絡先」、「Safari」、「カレンダー」、「Spotlight」などのアプリケーションで電
話番号をクリックします。

テキストメッセージ
MacBook から SMS および MMS テキストメッセージを直接送受信できます。友達からメッセージが送信されてき
たら、手近にあるデバイスで応答できます。MacBook に表示されるすべてのメッセージが、iPhone または iPad 
にも表示されます。

Instant Hotspot
外出先で Wi-Fi 接続を利用できない場合は、iPhone（iOS 8 以降を搭載）や iPad（Cellular 対応モデル、 
iOS 8 以降を搭載）のインターネット共有を使って、MacBook をインターネットに接続できます。

デバイスのインターネット共有に接続する。 メニューバーの Wi-Fi アイコン  をクリックしてから、表示されるデ
バイスリストから自分の iPhone または iPad を選択します。（デバイスで何かを入にする必要はなく、MacBook 
が自動的に接続します。）

接続の状況をチェックする。 Wi-Fi メニューを見ると、モバイルデータ通信の電波強度を確認できます。

インターネット共有を使用していないときは、バッテリーを節約するために iOS デバイスとの接続が自動的に解除さ
れます。

Hando∂
Hando∂ を使用することで、あるデバイスで中断した作業を別のデバイスでその場所から再開できます。MacBook 
で行ったプレゼンテーション作業を iPad で引き継ぐことができます。iPhone で書き始めたメールの続きを 
MacBook で仕上げることもできます。MacBook とデバイスが互いに近くにあるときは、作業が引き継がれている
ときはいつでも、Dock にアイコンが表示されます。アイコンをクリックすると、中断した場所から作業を再開できま
す。

74% resize factor



 第 4 章    MacBook の基礎 18

MacBook で Hando∂ を入にする。 Dock の「システム環境設定」アイコンをクリックし、「一般」をクリックし
てから、「この Mac と iCloud デバイス間での Hando∂ を許可」を選択します。

iOS デバイスで Hando∂ を入にする。 「設定」＞「一般」＞「Hando∂ と候補の App」と選択してから、
「Hando∂」をタップして入にします。オプションが表示されない場合、お使いの iOS デバイスは Hando∂ をサ
ポートしていません。

参考：Hando∂ を使うには、iOS 8 がインストールされた iPhone 5 以降、iPod touch（第 5 世代）以降、 
または iPad（第 4 世代）以降が必要です。MacBook と iOS デバイスが同じ iCloud アカウントにサインインして
いることを確認してください。

Hando∂ は、「カレンダー」、「連絡先」、「メール」、「マップ」、「メッセージ」、「メモ」、「リマインダー」、「Safari」、
「Keynote」、「Numbers」、および「Pages」で使用できます。

MacBook で Instant Hotspot、メッセージ、通話、および Hando∂ を使う方法について詳しくは、「Mac ヘル
プ」にアクセスしてください。または、www.apple.com/jp/osx/continuity にアクセスしてください。

ワイヤレスで共有する／プリントする／再生する

概要
AirDrop を使って、ファイル、クリッピング、および Web ページをすばやく共有します。「メール」や「Safari」など
のアプリケーションから AirPrint 対応プリンタにワイヤレスでプリントします。音楽、写真、およびビデオを AirPlay 
で Apple TV にストリーミングします。

AirDrop
AirDrop を使うと、Mac と iOS デバイスとの間でファイルを簡単に共有できます。

Finder からファイルを送信する。 「Dock」で Finder アイコンをクリックしてから、左側のサイドバーで「AirDrop」
をクリックします。ファイルを送信したい相手がウインドウに表示されたら、ファイルをそれらにドラッグします。

アプリケーションからファイルを送信する。 「Pages」や「プレビュー」などのアプリケーションを使っているときに、
共有ボタン  をクリックして「AirDrop」を選択します。
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AirDrop を使って自分に項目を送信できる相手を制御する。 「Dock」で Finder アイコンをクリックし、サイドバー
で「AirDrop」をクリックしてから、「この Mac を検出可能な相手」メニューをクリックしてオプションを選択 
します。

ファイルを受け取る相手は、ファイルを受け入れるかどうかを選択できます。ほかの人から送信されるファイルは、
MacBook の「ダウンロード」フォルダ内で見つかります。

ワイヤレスでプリントする
アプリケーションからプリントするときは、「プリント」ダイアログの「近くのプリンタ」リストからプリンタを選択しま
す。AirPrint を使って次の宛先にワイヤレスでプリントできます：

 • Wi-Fi ネットワーク上の AirPrint 対応プリンタ

 • ネットワークプリンタ、または Wi-Fi ネットワーク上の別の Mac が共有しているプリンタ

 • AirMac ベースステーションの USB ポートに接続されているプリンタ

AirPrint プリンタにプリントする。 アプリケーションからプリントするには、プリンタのリストで AirPrint プリンタを
選択します。

探しているプリンタが見つからない場合。 MacBook と同じ Wi-Fi ネットワークに接続されていることを確認しま
す。接続されているけれども表示されない場合は、追加してみてください。Dock の「システム環境設定」アイコ
ンをクリックし、「プリンタとスキャナ」をクリックしてから、「追加」（＋）をクリックします。（USB を使ってプリンタ
を MacBook に接続しなければならない場合があります。）

AirPrint 対応プリンタとその他のサポートされるプリンタのリストについては、「AirPrint について」および
「OS X：ダウンロードできるプリンタとスキャナソフトウェア」を参照してください。

AirPlay
AirPlay ミラーリングを使って、テレビに MacBook の画面を表示します。HDTV が Apple TVに接続されていて、
Apple TV が MacBook と同じ Wi-Fi ネットワーク上に接続されている場合は、MacBook の表示をテレビ画面に
ミラーリングしたり、TV を 2 つめのディスプレイとして使用したりできます。

AirPlay ミラーリングを使う。 メニューバーの AirPlay アイコン  をクリックして、Apple TVを選択します。
AirPlay ディスプレイがアクティブな場合は、アイコンが青色になります。

場合によっては、Apple TV と同じ Wi-Fi ネットワークに接続されていなくても、AirPlay ディスプレイを使えること
があります（これをピアツーピア AirPlay と呼びます）。ピアツーピア AirPlay を使うには、Apple TV ソフトウェ
ア 7.0 以降が搭載された Apple TV （第 3 世代 rev A、モデル A1469 以降）が必要です。

Apple TV および AirMac ベースステーションは、store.apple.com/jp または最寄りの Apple Retail Store で
別売されています。

AirDrop、AirPrint、および AirPlay について詳しくは、「Mac ヘルプ」にアクセスしてください。MacBook で 
2 つめのディスプレイを使う方法について詳しくは、 外部ディスプレイを使うを参照してください。

FaceTime でビデオ通話をかける

MacBook には、FaceTime ビデオ通話に使用できる FaceTime カメラが内蔵されています。
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ビデオ通話をかける。 Dock で「Launchpad」アイコンをクリックしてから、「FaceTime」をクリックします。 
名前または番号を入力し始めます。連絡先リストに登録されている場合は、自動的に補完されます。それから、 
相手の名前の横にあるカメラボタンをクリックして電話をかけます。

FaceTime カメラ
ビデオ通話をしたり、 ビデオを録画したり、 
スナップショットを撮影したりできます。

また、「Photo Booth」を使って、カメラで写真やビデオを撮ることもできます。詳しくは、「Mac ヘルプ」 
を開き、FaceTime または「Photo Booth」を検索してください。

ビデオ通話を最適化するために、照明が十分な環境で FaceTime を使ってください。

外部ディスプレイを使う
MacBook の USB-C ポートは、ビデオ出力に対応しています。外部ディスプレイ、プロジェクタ、または HDTV を 
MacBook で使用できます。

VGA ディスプレイまたはプロジェクタを接続する。 VGA ケーブルと USB-C VGA マルチポートアダプタを使いま
す。

HDMI ディスプレイまたはプロジェクタ、あるいは HDTV を接続する。 HDMI ケーブルと USB-C Digital AV マ
ルチポートアダプタを使います。

アダプタは別売です。MacBook のアダプタについて詳しくは、 アクセサリを参照してください。 
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バックアップする／復元する

ファイルの安全性を維持するには、MacBook を定期的にバックアップすることが重要です。最も簡単なバックアッ
プの方法は、ワイヤレス AirMac Time Capsule（別売）、または MacBook に接続された電源内蔵外部ストレー
ジデバイス（使用可能なアダプタを使う）と共に、MacBook に組み込まれている「Time Machine」を使うこと
です。MacBook のアダプタについては、 アクセサリを参照してください。

「Time Machine」を設定する。 MacBook が AirMac Time Capsule と同じ Wi-Fi ネットワークに接続されて
いることを確認するか、ストレージデバイスを MacBook に接続します。それから、Dock の「システム環境設定」
アイコンをクリックし、「Time Machine」をクリックしてから、入にします。バックアップに使いたいドライブを選択
したら、準備完了です。

Time Machine：

 • システムファイル、アプリケーション、アカウント、環境設定、音楽、写真、ムービー、書類など、MacBook 全
体を自動的にバックアップします。

 • 所定の日のコンピュータの状況が記録されるため、MacBook を過去の状態に戻すことも、古いバージョンの書
類を取り出すこともできます。

 • Time Machine バックアップからシステム全体を復元できます。そのため、MacBook で何かが発生しても、 
ファイルは安全です。

MacBook のバックアップと復元について詳しくは、「Mac ヘルプ」にアクセスして、Time Machine、
バックアップ、または復元について検索してください。AirMac Time Capsule について詳しくは、
www.apple.com/jp/airmac-time-capsule/ にアクセスしてください。

AirMac Time Capsule は、store.apple.com/jp または最寄りの Apple Retail Store で別売されています。
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答えを見つける

MacBook を使う方法についての詳しい情報は、「Mac ヘルプ」から入手できます。

ヘルプを見る。 「Dock」の Finder アイコンをクリックしてから、メニューバーの「ヘルプ」メニューをクリックして
「検索」フィールドに質問や用語を入力します。結果リストからトピックを選択するか、「すべてのヘルプトピックを
表示」を選択してすべてのトピックを表示します。

知りたい内容 手順

MacBook サポート www.apple.com/jp/support/macbook にアクセスしてく
ださい。

MacBook 仕様 http://www.apple.com/jp/macbook/specs にアクセスし
てください。

MacBook を安全に使用する  安全性に関する重要な情報を参照してください。

MacBook に関する重要な情報 アップルメニュー（）＞「この Mac について」と選択します。
次に、「サポート」をクリックして「大切な情報」＞「製品につ
いてのお知らせ」と選択してください。
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アプリケーションについて
MacBook には、Web サーフィン、メールやメッセージの送信、カレンダーの整理といった毎日の作業に役立つさ
まざまなアプリケーションが付属しています。写真、iMovie、GarageBand、Pages、Numbers、Keynote な
どのアプリケーションも付属しており、クリエイティブかつ生産的な作品を最初から作成することもできます。

Mac App Store にアクセスすれば、さらに多くのアプリケーションが見つかります。レシピを整理する、パーティー
で DJ する、最新のゲームをプレイする － あなたがやりたいことのアプリケーションがそろっています。まずは Dock 
で App Store アイコンをクリックしてみてください。

アプリケーションの使用についてのヘルプは、そのアプリケーションを使用しているときに「ヘルプ」メニュー 
（画面上部のメニューバーにあります）をクリックするだけで見ることができます。

アプリケーション

74% resize factor



 第 5 章    アプリケーション 24

Safari

「Safari」は Mac で Web サーフィンを楽しむための最高の方法です。スマート検索フィールドをクリックするだけ
でお気に入りの Web サイトのアイコンが表示されます。または検索語句や Web アドレスを入力してください。 
入力したものが自動的に識別されて適切な場所にアクセスできます。ページを後で読むためにリーディングリストに
保存したり、よくアクセスする Web サイトを固定して簡単にアクセスできるようにいつでもアップデートされた状態
で開いておくことができます。タブ表示で、開いているすべてのタブを見ることができます。さらに iOS デバイス上
のタブも見ることができます。

お気に入り表示
スマート検索フィールドをクリックす
ると、 お気に入りの Web サイトのア
イコンが表示されます。

共有
Web ページを送信したり、 
ソーシャルネットワークで共
有したりするのも簡単です。

固定されたサイト
固定されたサイトを作成することで、
よく使う Web サイトが常に開いた
まま操作可能な状態になるので、 い
つでも簡単にアクセスできます。
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メール

1 つのアプリケーションからすべてのメールアカウントを管理できます。iCloud、Gmail、Yahoo Mail、AOL Mail 
などの一般的に利用されるメールサービスに対応しています。

Mail Drop を使えば、サイズの大きい添付ファイルを送信できます。添付ファイルは iCloud にアップロードされ、
受信者にはそのリンクが送信されます。「マークアップ」を使うことで、フォームに入力して署名したり、PDF に注
釈を付けたりできます。トラックパッドでスワイプすることで、メッセージを削除したり、開封済みまたは未開封にし
たりすることもできます。まずは「メール」を開いてください。「設定アシスタント」がアカウント設定を手伝ってく
れます。

検索
検索結果を絞り込んで探し
ているものをすばやく見つ
けることができます。

スマートなアドバイス
メール内の名前やイベントを連
絡先またはカレンダーに1回の
クリックで追加できます。

ワンストップのメール
「メール」 なら、 すべてのアカウン
トをチェックできます。
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カレンダー

「カレンダー」を使って忙しいスケジュールを管理できます。自宅用、学校用、仕事用と別々にカレンダーを作成で
きます。1 つのウインドウにすべてのカレンダーを表示することも、見たいカレンダーだけを表示することもできま
す。イベントへの参加依頼を作成して送信した後、だれが応答してきたのかを確認できます。イベントに場所を追加
すると、地図や天気予報が取り込まれ、移動の所要時間が計算され、出発すべき時刻が通知されます。iCloud を
使うと、すべての Mac と iOS デバイスの iCloud カレンダーを自動的にアップデートしたり、ほかの iCloud ユー
ザとカレンダーを共有したりできます。

iCloud カレンダーを共有したり、Google および Yahoo カレンダーを追加したりできます。

イベントを追加
「+」をクリックすると、 カ
レンダーイベントがすば
やく作成されます。

イベントインスペクタ
イベントの場所が地図上に示され、 
所要時間が計算されます。

カレンダー表示
日、 週、 月、 または年表
示を選択できます。
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メモ

メモにテキスト以外のものも取り込めるようになりました。写真やビデオを追加したり、ほかのアプリケーションから
コンテンツ（「Safari」の Web リンクや「マップ」のアドレス）を追加したりできます。チェックリストを作成したり、
項目の完了時に完了済みのマークを付けたりできます。同じ iCloud アカウントにサインインしているすべてのデバ
イスは、メモが最新の状態に同期されます。たとえば、Mac で To Do リストを作成してから、移動中に iPhone 
で項目に完了済みのマークを付けることができます。

チェックリスト
自分だけの便利なリストを
作成できます。

写真
写真やその他の項目をメモに
ドラッグします。
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メッセージ

さまざまな方法で連絡を取り合うことができます。Apple ID でサインインするだけで、Mac、iPad、iPhone、 
または iPod touch を使っている相手であればだれにでも、テキスト、写真、ビデオなどが含まれる iMessage お
よび SMS メッセージを両方とも送受信できます。iMessage では、iOS デバイス上で開始したチャットを MacBook 
上で続けることもできます。グループチャットを始めるのも、タイトルや新しい参加者を追加するなどの管理をする
のも簡単です。相手の顔を見ながら話したい場合は、「メッセージ」内のチャットから FaceTime ビデオ通話を直接
開始できます。

チャットを管理
「詳細」 をクリックすると、 FaceTime 
通話を開始したり、 チャットの添付ファ
イルを表示したりできます。

配信証明
相手にメッセージが届い
たことが分かります。

進捗状況
3つの点は、 相手が返信を入
力していることを示します。

参考：FaceTime ビデオ通話を使うには、発信者と受信者の双方に FaceTime 対応デバイスが必要です。 
この機能は、一部の地域ではご利用いただけません。

74% resize factor



 第 5 章    アプリケーション 29

マップ

Mac の「マップ」を使って、新しい行き先や道順を調べましょう。標準の地図や衛星写真で場所を確認できるだけ
でなく、写真のようにリアルな 3D 表示の Flyover で、主要な都市の眺めを上空から楽しむこともできます。世界
の一部の都市の交通機関オプションを表示することもできます。レストランやホテルなどお気に入りの場所に関する
情報を調べることができ、電話番号や写真、さらには Yelp レビューが表示されます。目的地が見つかると、車、 
徒歩、または公共交通機関（一部の都市）での出発地点から目的地までの経路が提供され、その情報を iPhone 
に送信して移動中にナビゲーションを利用することもできます。

経路
詳細な経路を調べることができ、 
交通情報も表示できます。

交通機関
バス、 電車、 地下鉄、 フェリー
を使った経路を表示できます。

iPhone に送信
経路を iPhone に送って、 音
声ルート案内を利用できます。

警告：ナビゲーションや、危険な状況を引き起こしかねない注意散漫を避けるための重要な情報については、 
 安全性に関する重要な情報を参照してください。
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Spotlight

Mac 上のあらゆるものを簡単に検索できます。メニューバーの Spotlight アイコン  をクリックするか、
Command キーを押しながらスペースバーを押してから、入力を開始するだけです。書類、連絡先、メールメッ
セージなど Mac 上の結果のほか、Wikipedia、Bing、地図、映画、天気、株価、スポーツなども検索されます。
検索結果から、電話をかける、メールを送信する、経路を表示する、通貨を換算するといった操作を直接実行でき
ます。

プレビュー
Spotlight からプレビュー
を直接操作できます。

結果
天気、 株価、 スポーツ、 交通
機関情報など、 さまざまな
Spotlight 結果を確認します。

参考：お住まいの国によっては、一部の機能を利用できないことがあります。
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iTunes

音楽、ムービー、テレビ番組などを簡単な操作で楽しむことができます。Mac 上の iTunes アプリケーションでは、
連携サービスの iTunes Store で不朽の名作や新しいお気に入りが見つかります。Apple Music もその特色で、
画期的な音楽配信サービス、Beats 1 ライブラジオ、ファンがお気に入りのアーティストと交流できる Connect 機
能を備えています。

ライブラリ
音楽、 ムービー、 テレビ番組、 
Podcast などを整理して楽し
むことができます。

Apple Music
登録することで、 何百万もの曲から選曲
したり、 Beats 1 でライブラジオを聴
いたり、 Connect でお気に入りの
アーティストとつながったりできます。

iTunes Store
新しいミュージック、 映画、 
テレビ番組などを見つけて
購入できます。
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写真、iMovie、および GarageBand

「写真」、「iMovie」、および「GarageBand」には、写真、ムービー、および音楽を作成および共有するための
すばらしい方法が用意されています。「写真」では、ライブラリが自動的に整理され、美しいフォトブック、カード、
およびカレンダーを作成できます。iCloud フォトライブラリを使用して、写真およびビデオのコレクション全体を 
iCloud に保存し、すべてのデバイスからこれらを見ることができます。「iMovie」では、ホームビデオから美しい
ムービーやハリウッドスタイルの本格的な予告編を作成したりできます。「GarageBand」は、楽器を習いたい人に
も、作曲したい人にも、大好きな曲を録音したい人にも、必要なものを何でもそろえています。

写真
写真は自動的に日付および
場所別に整理されます。

共有
お気に入りの写真を Facebook 
に投稿したり、 iCloud や 「メッ
セージ」 で共有したりできます。

プロジェクト
パーソナライズされたブック、 カー
ド、 カレンダーを簡単に作成したり
注文したりできます。
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Pages、Numbers、および Keynote

Mac で美しい書類やスプレッドシート、プレゼンテーションを作成できます。美しいテンプレートは、はじめて使う
方にぴったり。語句や写真を追加するだけで完成できます。作業をカスタマイズするのも簡単です。テキストやオブ
ジェクトを選択するだけです。すべてのオプションは右側の「フォーマット」パネルに表示されています。Microsoft 
O∑ce ファイルを開いて編集し、作業へのリンクを「メール」または「メッセージ」で共有することも、ツールバー
から簡単に行えます。

グラフィックスなどを追加
イメージ、 ムービー、 グラフなどを
使って、 さまざまなメディアを含む
書類を作成できます。

共有
ファイルへのリンクを 「メール」 
や 「メッセージ」 で簡単に
共有できます。

フォーマットパネル
インテリジェントなフォーマットパ
ネルにより、 各種のツールをワン
クリックで利用できます。
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安全性に関する重要な情報

警告：以下の安全性に関する指示に従わないと、火災、感電、お使いの MacBook またはその他の所有物への
その他の損傷や損害を招くおそれがあります。MacBook をお使いになる前に、以下の安全性に関する情報をす
べてお読みください。

内蔵バッテリー。 バッテリーを自分で交換したり取り外したりしないでください。バッテリーが破損して、過熱や損
傷の原因となるおそれがあります。MacBook のリチウムイオンバッテリーの交換は、Apple または正規サービス
プロバイダに依頼してください。不要になったバッテリーは、リサイクルするか、家庭のごみとは分けて廃棄してく
ださい。温度が 100°C（212°F）を超える、放熱器や暖炉などの高温の熱源に近い場所に MacBook をさらさな
いでください。バッテリーを焼却処分しないでください。

バッテリーの修理およびリサイクルについて詳しくは、www.apple.com/jp/batteries/service-and-recycling 
を参照してください。

取り扱い。 MacBook はていねいに取り扱ってください。金属、ガラス、およびプラスチックが使用されており、 
精密な電気部品が内蔵されています。平らな安定した作業場所に設置して、MacBook の下部および周囲の空気
が十分に循環できるようにしてください。MacBook は、落としたり、燃やしたり、穴を空けたり、割ったり、濡れ
たりすると損傷する場合があります。損傷した MacBook は使用しないでください。たとえば、画面が割れた状態
で使用したりしないでください。負傷を引き起こすおそれがあります。

水や湿気のある場所。 飲み物、洗面台、浴槽、シャワーなど、水のある場所には MacBook を近づけないでくだ
さい。雨、雪、霧などの天候の下や、湿度が極端に高い場所での MacBook の使用を避けてください。 

修理。 お使いの MacBook には、ユーザ自身で交換などの作業を行える部品はありません。MacBook を開けた
り解体したりしないでください。また、部品を修理したり交換したりしようとしないでください。MacBook を解体
すると、本体が損傷したり、ご自身が負傷したりするおそれがあります。MacBook の修理が必要な場合、または
損傷したり、故障したり、濡れたりした場合は、Apple、または Apple 正規サービスプロバイダなどの Apple 正
規修理センターにお問い合わせください。開こうとすると、コンピュータが破損するおそれがあります。このような
破損には、お使いの MacBook の限定保証は適用されません。

移動。 「マップ」、経路、および位置情報を利用するアプリケーションは、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、経路、または位置
情報に基づく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。MacBook 
に表示された情報と周囲の状況を比較して、矛盾している場合は実際の標識に従ってください。完全に集中する必
要があるアクティビティをしている間は、これらのサービスは使用しないでください。MacBook を使用している地
域の標識や法律および規制に常に従ってください。また常に常識に従って行動してください。

充電。 MacBook の充電には、付属の 29W USB-C 電源アダプタ、または適用される規制に準拠する USB-C 対
応のケーブルや電源アダプタを使用してください。

損傷したケーブルまたは充電器を使用したり、湿気の多い場所で充電すると、火災、感電、負傷、または MacBook 
その他の物品の破損を招くおそれがあります。付属の 29W USB-C 電源アダプタを使用して MacBook を充電す
る場合は、USB-C 充電ケーブル（2m）が電源アダプタにしっかりと差し込まれていることを確認してから、 
アダプタを電源コンセントに接続してください。

安全、取り扱い、およびサポート
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高温への長時間曝露。 MacBook とその 29W USB-C 電源アダプタは、通常使用時にかなりの高温になることがあ
ります。MacBook とその 29W USB-C 電源アダプタは、International Standard for Safety of Information 
Technology Equipment（IEC 60950-1）で定義される表面温度規格および制限のうち、適用されるものに準
拠しています。ただし、これらの制限が適用されていても、高温の表面に長時間触れていると、 
不快な症状が出たり、負傷したりするおそれがあります。 

デバイスを操作しているとき、またはデバイスを電源に接続しているときは、常識に従って、皮膚がデバイスまたは
その電源アダプタに長時間接触する状況を避けてください。たとえば、デバイスまたは電源アダプタが電源に接続
されているときは、それらのそばで寝ないでください。枕や毛布などの柔らかい素材の上で MacBook を使用しな
いでください。通気口がふさがれてしまうことがあります。MacBook とその 29W USB-C 電源アダプタの使用中
または充電中は、それらを通気性のよい場所に置いておくことが重要です。

通気口には何も押し込まないでください。危険であると同時に、コンピュータが過熱する可能性があります。
MacBook を操作しているときは、キーボードの上に何も置かないでください。MacBook を膝の上に置いている
ときに異常に温かくなった場合は、膝の上から離して、安定した通気性のよい表面に置いてください。体に触れる
熱を感じにくい身体状態にある方は、特に注意してください。 

29W USB-C 電源アダプタ。29W USB-C 電源アダプタを安全に操作し、熱によって負傷または損傷する可能性を
低減するため、次のいずれかを行ってください：

 • 29W USB-C 電源アダプタを電源コンセントに直接接続してください。

 • 電源アダプタ延長ケーブルを使っている場合は、電源アダプタを机やテーブル、または通気性のよい環境の床の
上に置いてください。

次の条件にあてはまる場合は、電源アダプタやその他のケーブルを取り外してください：

 • 筐体を清掃したいとき（ 取り扱いに関する重要な情報で説明されている推奨手順だけを使ってください）。

 • 電源コードまたはプラグが擦り切れているか、その他の損傷があるとき。

 • MacBook または 29W USB-C 電源アダプタが雨や過剰な湿気にさらされたり、筐体に液体をこぼしてしまった
とき。

 • MacBook または 29W USB-C 電源アダプタが落下したり、筐体が損傷したり、点検修理が必要な可能性があ
るとき。

電源ポートにゴミが入った場合は、乾いた綿棒でていねいに取り除いてください。

29W USB-C 電源アダプタの仕様：

 • 周波数：50 ～ 60 Hz、単相

 • 入力電圧：100 ～ 240 V

 • 出力電圧：14.5 V DC、2.0 A または 5.2 V DC、2.4 A

聴覚の損傷。 大音量で聞いていると、聴覚を損なうおそれがあります。背景雑音が聞こえたり、大音量に連続して
さらされると、音が実際より小さく聞こえることがあります。お使いの MacBook と互換性のあるイヤフォン、ヘッ
ドフォン、イヤースピーカーのみを使用してください。これらを装着する前に、オーディオを再生して音量を確認し
てください。聴覚の損傷について詳しくは、www.apple.com/jp/sound を参照してください。

警告：聴覚の損傷を避けるため、長期間にわたって大音量で音を聴かないようにしてください。

高周波曝露。 MacBook はワイヤレスネットワークとの接続に無線信号を使用します。無線信号から発生す
る高周波（RF）エネルギーの情報と、高周波エネルギーへの曝露を最小限に抑えるための手段については、
www.apple.com/legal/rfexposure にアクセスしてください。
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医用電気機器への干渉。 MacBook には電磁場を発生させる部品および無線送信機が含まれているため、ペース
メーカーや除細動器などの医用電気機器と電波干渉を起こすことがあります。医用電気機器と MacBook との間
には、安全な距離を保ってください。お使いの医用電気機器に特有の情報については、医師および医用電気機器
メーカーにお問い合わせください。MacBook がペースメーカーなどの医用電気機器に干渉している疑いがある場
合は、MacBook の使用を停止してください。

病状。 病状（てんかん発作、意識喪失、眼精疲労、頭痛など）があり、MacBook の使用がこうした病状に影響
するおそれがあるとご自身が判断する場合は、MacBook を使用する前に医師に相談してください。 

反復操作。 MacBook でキー入力やゲームのプレイなどの反復操作を行うと、手、腕、手首、肩、首、その他の
体の部位に不快な症状を感じる可能性があります。不快な症状が発生した場合は、MacBook の使用を中止して医
師の診察を受けてください。

窒息の危険性。 MacBook のアクセサリにより、幼児の窒息事故が生ずる危険性があります。これらのアクセサリ
は、小さなお子様の手の届かないところで使用および保管してください。

重大な被害を引き起こす行為。 MacBook は、コンピュータの障害が生命の危険や身体の障害、あるいは重大な
環境破壊につながるような使用を目的とはしていません。

爆発性の空気。 高レベルの引火性の化学薬品、ガス、または粉じん（穀物粉じん、ちり、金属粉など）が空気に
含まれる場所など、爆発性の空気がある場所で MacBook を充電したり使用したりすることは、危険な場合があり
ます。すべての標識および指示に従ってください。

取り扱いに関する重要な情報
動作環境。 MacBook をこれらの範囲外で操作すると、性能に影響を及ぼすことがあります：

 • 動作温度：10°C ～ 35°C（50°F ～ 95°F）

 • 保管時温度：-25°～ 45°C（-13°～ 113°F）

 • 相対湿度：0% ～ 90 ％（結露しないこと）

 • 動作高度：最大 10,000 フィートでテスト済み（0 ～ 3048 メートル）

MacBook を持ち運ぶ。 MacBook をバッグやブリーフケースに入れて持ち運ぶときには、小物（クリップやコイ
ンなど）を一緒に入れないようにしてください。通気孔からコンピュータ内部に入ってしまったり、ポート内部でひっ
かかってしまうおそれがあります。 

コネクタとポートを使用する。 コネクタを無理にポートに押し込まないでください。装置を接続するときは、ポート
に破片やゴミが入っていないこと、コネクタとポートが合っていること、およびコネクタとポートの向きや位置が正し
いことを確認してください。

USB-C 充電ケーブル（2m）を使用する。 使用方法によっては、ケーブルがほつれたり破損したりすることがあり
ます。USB-C 充電ケーブルは、その他の金属製のワイヤやケーブルと同様に、同じ個所を繰り返し折り曲げると、
もろくなったり壊れやすくなったりします。ケーブルは折り曲げず、緩やかな曲線を描くようにしてください。ケーブ
ルおよびコネクタは、よじれ、破損、折れ曲がりなどの損傷がないか定期的に点検してください。もし、そのような
損傷が見つかった場合は、USB-C 充電ケーブルの使用を停止してください。

MacBook を保管する。 長期間 MacBook を保管するときは、涼しい場所（できれば 22°C または 71°F）に保
管し、バッテリーの残量を 50 パーセントまで減らします。コンピュータを 5 カ月以上保管するときは、6 カ月に  
1 回程度、バッテリーを 50 パーセントまで充電して、バッテリーの容量を維持してください。

MacBook を清掃する。 MacBook やその部品の外面を清掃するときは、最初に MacBook をシステム終了し
てから、29W USB-C 電源アダプタを抜いてください。それから、きれいでけば立たない布を軽く湿らせてから、
MacBook の外面を拭いてください。清掃の際には装置に水などが入り込まないように注意してください。 
コンピュータに液体を直接吹きかけないでください。外面が傷む可能性があるため、エアゾールスプレー、シンナー、
研磨剤、または過酸化水素を含むクリーナーは使わないでください。
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MacBook の画面を清掃する。 MacBook の画面を清掃するときは、MacBook をシステム終了してから、 
29W USB-C 電源アダプタを抜いてください。きれいでけば立たない布を真水で軽く湿らせてから、画面を拭いて
ください。画面に液体を直接吹きかけないでください。 

人間工学について
キーボードやトラックパッドを使うときは、肩に力を入れすぎないようにしてください。上腕と前腕の角度は、 
直角よりも少し大きくなるようにします。また、手首と手のひらは、ほぼ一直線になるようにしてください。

悪い例よい例

入力するときや、トラックパッドを使うときは、力を入れすぎないようにしましょう。手や指をリラックスさせてくださ
い。親指を手のひらの下に入れないように注意してください。

悪い例よい例

頻繁に手の位置を変えると、疲労を防止できます。休みなしで集中して作業すると、手や手首、腕などの不快感が
増す可能性があります。手や手首、腕などの痛みや不快感が慢性的になってきたら、専門医に相談しましょう。

外付けマウス。 外付けマウスを使うときは、マウスをキーボードと同じ高さに置いてください。また、マウスはすぐ
に手が届く場所に置いてください。

イス。 イスは、調節機構付きで、快適で安定感のあるものが理想的です。イスの高さは、座ったときに太ももがほ
ぼ水平になるように調節しましょう。このとき、足の裏全体が床に着くようにしてください。イスは、背もたれが腰
の部分を支えるように調節しましょう。使っているイスの説明書などを参照して、背もたれを自分の身体に合わせて
調節してください。

内蔵ディスプレイ。 ディスプレイの角度を調節して、窓の明かりや照明などが反射しないようにしてください。 
抵抗がある場合は、無理にディスプレイを動かさないでください。ディスプレイは、135 度以上は開かないように設
計されています。

コンピュータをある場所からほかの場所へ動かすと、照明の状態が変わることがあります。そのような場合は、 
画面の輝度を調節することができます。

人間工学について詳しくは、www.apple.com/about/ergonomics を参照してください。

環境向上への取り組み
Apple 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、www.apple.com/jp/environment を参照してください。
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詳しい情報、サービス、およびサポート
「Mac ヘルプ」、「システムレポート」、「Apple Hardware Test」、およびオンラインリソースから、お使いの 
MacBook についてのより多くの情報を得ることができます。

Mac ヘルプ。 疑問に対する回答や、操作手順とトラブルへの対処方法に関する情報は、多くの場合、お使いの 
Mac の「Mac ヘルプ」で見つけることができます。Dock の Finder アイコンをクリックし、メニューバーの「ヘ
ルプ」をクリックしてから、「Mac ヘルプ」を選択します。

システムレポート。 お使いの MacBook に関する情報を確認するときは、「システムレポート」を使用します。 
ここでは、取り付けられているハードウェア、インストールされているソフトウェア、シリアル番号、オペレーティン
グシステムのバージョン、搭載されているメモリ容量など、さまざまな情報が表示されます。「システムレポート」を

起動するには、アップル（）メニュー＞「この Mac について」と選択し、「システムレポート」をクリックします。

Apple Hardware Test。 「Apple Hardware Test（AHT）」を使用すると、メモリやプロセッサなど、コンピュー
タのコンポーネントに問題がないかを検証することができます。

「Apple Hardware Test」を使うときは、電源アダプタ以外のすべての外部デバイスを取り外してください。
MacBook を再起動し、起動時に D キーを押したままにします。AHT の言語を選択する画面が表示されたら、 
適切な言語を選択します。Return キーを押すか、右矢印ボタンをクリックします。AHT のメイン画面が表示され
たら（約 45 秒後）、画面に表示される指示に従って操作します。AHT によって問題が検出された場合は、エラー
コードが表示されます。サポートを要請する前に、エラーコードをメモしてください。AHT によってハードウェアの
障害が検出されない場合、問題はソフトウェアに関係している可能性があります。

オンラインリソース。 オンラインのサービスおよびサポート情報については、
http://www.apple.com/support/country/ からお住まいの国を選択してください。Apple 製品に関する情報
を参照したり、オンラインマニュアルを閲覧したり、ソフトウェアのアップデートを確認したりできます。ほかの Apple 
ユーザとつながったり、Apple からサービスやサポート、専門的なアドバイスを受けたりすることができます。 

AppleCare サポート。 支援が必要な場合は、アプリケーションのインストールと起動やトラブルシューティン 
グについて、AppleCare スタッフがご案内します。近くのサポートセンターに電話してください（最初の 90 日間
は無償）。電話をかける際に、購入日とお使いの MacBook のシリアル番号を用意してください。

90 日間の無償電話サポートは、製品のご購入日から開始されます。

国 電話番号 Web アドレス

米国 1-800-275-2273 www.apple.com/support

日本 0120-27753-5 www.apple.com/jp/support

電話番号は変更される場合があります。国内および国外の通話料金が必要になる場合があります。詳しいリストに
ついては、Web サイト（http://www.apple.com/jp/contact/phone_contacts.html）を参照してください。

FCC 準拠基準
このデバイスは FCC 規則第 15 部に準拠しています。以下の 2 つの条件に従って動作します：（1）このデバイスが
有害な電波干渉を発生させることはない、および（2）このデバイスは、誤動作を発生させる可能性のある電波干
渉を含め、受信したあらゆる電波干渉を許容する必要がある。

この装置がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を現に引き起こしている場合（装置の電源をオン／オフすれば
判別できます）、干渉を防止するため以下の 1 つまたは複数の対処方法を試してみることをお勧めします：

 • 受信アンテナの方向または位置を調整する。

 • 当該装置を受信装置から遠くに設置する。

 • 当該装置を、受信装置を接続している回路とは別の回路のコンセントに接続する。

 • 販売店または経験豊富な無線／テレビ技術者に問い合わせる。
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重要：Apple の許諾を得ることなく本製品に変更または改変を加えると、電磁両立性（EMC）および無線に準拠
しなくなり、製品を操作するための許諾が取り消されるおそれがあります。 

本製品は、EMC 準拠の周辺機器およびシステムコンポーネント間にシールドケーブル（Ethernet ネットワークケー
ブルを含む）が使用されている状況で、EMC への準拠が実証されています。ラジオ、テレビ、およびその他の電
子機器への干渉が発生する可能性を低減するため、EMC 準拠の周辺機器およびシステムコンポーネント間にシー
ルドケーブルを使用する事が重要です。

必要な場合は、Apple に問い合わせるか、Apple 正規サービスプロバイダなどの Apple 正規修理センターに 
MacBook を持ち込んでください。または、経験豊富なラジオ／テレビ技術者に問い合わせてください。

責任者（FCC 関連専用のお問い合わせ先）：
Apple Inc. Corporate Compliance
1 Infinite Loop, MS 91-1EMC
Cupertino, CA 95014

カナダ準拠基準
このデバイスはカナダ産業省ライセンス免除 RSS 基準に適合しています。以下の 2 つの条件に従って動作します：
（1）このデバイスが電波干渉を発生させることはない、および（2）このデバイスは、誤動作を発生させる可能性
のある電波干渉を含め、あらゆる電波干渉を許容する必要がある。

5150 ～ 5250 MHz 周波数帯での通信は、同一チャネルの移動衛星システムへの有害な干渉の可能性を軽減する
ため、屋内使用に限定されています。

5250 ～ 5350 MHz および 5650 ～ 5850 MHz 周波数帯の主要利用者（優先利用者）には高出力レーダーが割
り当てられており、これらのレーダーは LE-LAN デバイスに干渉や損傷をもたらす可能性があることに注意してくだ
さい。

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence.L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :(1) l’appareil ne 
doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage 
radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

La bande 5150 ～ 5250 MHz est réservés uniquement pour une utilisation à l’intérieur afin de 
réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les 
mêmes canaux.

Les utilisateurs êtes avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés 
utilisateurs principaux (c.-à-d., qu’ils ont la priorité) pour les bandes 5250 ～ 5350 MHz et 
5650 ～ 5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux 
dispositifs LAN-EL.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
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ヨーロッパ̶ EU 適合宣言書

Apple Inc. はここに、本ワイヤレスデバイスが R&TTE 指令の基本要件およびその他の関連条項に適合しているこ
とを宣言します。

EU 適合宣言書のコピーは Web サイト（www.apple.com/euro/compliance）から入手できます。

Apple のヨーロッパ本部は Apple Distribution International（アイルランド、コーク市、 
Hollyhill Industrial Estate）です。

このデバイスは、EC で使用できます。

EC 制限
このデバイスは、5150 ～ 5350 MHz の周波数範囲では屋内のみの使用に制限されています。 

ENERGY STAR® 準拠基準

ENERGY STAR パートナーである Apple は、この製品の標準の構成がエネルギー効率に関する ENERGY STAR 
ガイドラインを満たすものと判断しています。ENERGY STAR プログラムは、省エネ製品の普及を推進する電子機
器メーカーとのパートナーシップです。製品のエネルギー消費の削減によりコストが削減され、貴重な資源の保全に
役立ちます。

MacBook の出荷時には、電源管理が、ユーザによる操作が 10 分間ないとコンピュータがスリープ状態になるよ
うに設定されています。コンピュータのスリープを解除するには、トラックパッドをクリックするか、キーボードのい
ずれかのキーを押します。この設定を変更するには、Dock の「システム環境設定」アイコンをクリックしてから、 
「省エネルギー」をクリックします。

ENERGY STAR について詳しくは、www.energystar.gov を参照してください。

廃棄とリサイクルに関する情報

このマークは、この製品やバッテリーは家庭廃棄物として廃棄してはいけないことを表します。この製品やバッテリー
を廃棄する際は、お住まいの地域の環境に関する条例および基準に従って廃棄してください。

Apple のリサイクルプログラム、使用済みパソコンの回収、規制物質、およびその他の環境に対する取り組みにつ
いては、www.apple.com/jp/environment を参照してください。

欧州連合ー廃棄に関する情報

上記のマークは、地域法および条例に従って製品やバッテリーを家庭内廃棄物から分別して廃棄しなければならな
いことを意味します。この製品が寿命に達した場合は、地方公共団体が指定する収集所にお持ちください。製品や
バッテリーを廃棄するときに分別して収集およびリサイクルすることで、天然資源の保全に役立ち、人類の健康およ
び環境を保護する方法で確実にリサイクルされます。
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Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Brasil—Informações 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.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje

El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos 
domésticos.Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las 
leyes y directrices ambientales locales.Para obtener información sobre el programa de reciclaje de 
Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, 
visite www.apple.com/la/environment.

バッテリーの廃棄に関する情報
MacBook のバッテリーの修理、交換、またはリサイクルは、Apple または正規サービスプロバイダに依頼し
てください。不要になったバッテリーは、お住まいの地域の環境に関する条例および廃棄基準に従って、リサ
イクルするか、家庭ゴミとは分けて廃棄してください。バッテリーの修理およびリサイクルについて詳しくは、
www.apple.com/jp/batteries/service-and-recycling を参照してください。

台湾での廃棄に関する情報

台湾バッテリー基準

74% resize factor

http://www.apple.com/br/environment
http://www.apple.com/la/environment
http://www.apple.com/jp/batteries/service-and-recycling


 第 6 章    安全、取り扱い、およびサポート 42

中国バッテリー基準

充電器のエネルギー効率規則

ソフトウェア使用許諾契約
MacBook を使用すると、www.apple.com/jp/legal/sla に記載されている Apple および他社のソフトウェアラ
イセンスの諸条件に同意したものと見なされます。
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Apple Inc. から書面による事前の許諾を得ることなく、商業目的で 
「キーボード」の Apple ロゴ（Option ＋ Shift ＋ K）を使用された場
合、商標侵害および日本の国内法あるいは米国の連邦法ならびに州法を侵
害した不正競争となる場合があります。 

Apple、Apple ロゴ、AirDrop、AirPlay、AirMac、Apple TV、 
FaceTime、Finder、GarageBand、iMessage、iMovie、iPad、 
iPod touch、iTunes、Keynote、Launchpad、Mac、MacBook、
Mission Control、Numbers、OS X、Pages、Photo Booth、Photos、
Safari、Spaces、Spotlight、および Time Machine は、米国その他の
国で登録された Apple Inc. の商標です。商標「iPhone」は、アイホン株
式会社の許諾を受けて使用しています。

AirMac Time Capsule、AirPrint、Flyover、および Hando∂ は、 
Apple Inc. の商標です。

AppleCare、Apple Store、iCloud、および iTunes Store は、 
米国その他の国で登録された Apple Inc. のサービスマークです。

App Store、iBooks Store、および iTunes Radio は、Apple Inc.  
のサービスマークです。

Apple 
1 Infinite Loop 
Cupertino, CA 95014-2084 
U.S.A. 
www.apple.com

Apple Japan, Inc. 
〒106-6140 東京都港区六本木 6 丁目 10 番 1 号 六本木ヒルズ
www.apple.com/jp
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。

Bluetooth® のワードマークとロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有する登
録商標です。また、Apple Inc. のワードマークやロゴの使用は実施権に基
づいています。

ENERGY STAR® は、米国の登録商標です。

本書に記載のその他の社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

本書には正確な情報を記載するように努めました。ただし、誤植や制作上
の誤記がないことを保証するものではありません。

一部のアプリケーションは、一部の地域ではご利用いただけません。 
利用可能なアプリケーションは、変更される場合があります。

J019-00204/2015-10
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