はじめに

本書をお手に取ってくださった読者の皆様、ありがとうございます。
美しく見やすいRetinaディスプレイを備え、薄くて軽いiPad Air。持ち運び用として、自宅のパソ
コンに代わるものとして、業務用として、スマートフォンとの使い分けや連携のためなど、ひとり
ひとりにあった使い方ができます。
本書は、2014年1月に発行した『iPad Airマスターブック2014』をベースに、すべての内容を最新
情報に改訂しました。基本操作から使い方のヒント、追加情報まで、さまざまな活用方法を盛り込
んでいます。 iPadを身近なツールにするために、本書が少しでもお役に立てば幸いです。
小山香織

iPad Air 2は、薄く、軽くそして、よりパワフルに進化しました。そして、iPhoneに搭載されている
指紋認証センサー（Touch IDセンサー）を搭載した初のiPadでもあります。
また、
「Wi-Fi ＋ Cellular」モデルの販売先としてNTTドコモが加わり、国内の主要キャリア3社す
べてが取り扱いを開始しました。つまりiPad Air 2は、機能面が充実し、運用面での敷居がより低
くなったと言えるでしょう。
本書では、iPadを初めて触るという初心者でも安心して使えるように、Wi-Fi設定をはじめとする
iPadの機能設定、メールの設定や送受信の方法、写真やビデオの撮り方や編集といった基本操作
の紹介。パソコンからiPadへのデータ移動や各種アプリの使い方など一歩先の使いこなし方などを
具体的に解説しています。
iPad Air 2は魅力的なデバイスです。何処にでも持って行けるモバイルデバイスでありながら、パ
ソコンと同じような機能を搭載しています。そんなiPadと読者の皆様を繋ぐ架け橋に本書がなれば
幸いです。
飯塚 直
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の基本操作
iPad

Chapter 1

iPadの基本操作
ここでは、iPad 本体のボタンの解説や操作の仕方、さらに初めて起動した時のセッ
トアップ方法まで解説しましょう。iPadはボタンが少なく「指で触って」操作する、
シンプルな本体です。ですので、初めて触る場合は少し戸惑ってしまうかもしれませ
んが、どんなアプリを使っても「タップ」
「スワイプ」などの基本的な操作は同じなの
で、ここで覚えてしまえばあとは不自由なくなるでしょう。
なお、セットアップ時にさまざまな設定を行いますが、セットアップ後に「設定」から
変更することも可能です。
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Chapter 1 ［本体操作］

iPad本体の基本操作

の基本操作
iPad

iPadのボタン構成は、音量調整とスリープ／スリープ解除ボタン、
そし
てホームボタン/Touch IDセンサーとシンプルです。画面の移動など
で利用するホームボタン/Touch IDセンサーが特に重要です。

基本

応用

趣味

実用

月表示のカレンダーを使う
3.5 ㎜ステレオヘッドフォンミニジャック
ヘッドフォンを取り付けます。35 ㎜のイヤフォン
ジャックに対応していればたいていのイヤフォン
は利用できます

電源オン/オフ
スリープ /スリープ解除ボタン
iPad の電源を切る、または入れる場
合やロックしてスリープ状態にする時
に利用します

デュアルマイクロフォン
音声の入力時に使います

FaceTime HDカメラ

iSightカメラ

自分撮りしたり、テレビ電話に使えます。120 万画素の
カメラ機能と720p の HD 動画撮影機能です

800 万 画 素のカメラ機 能と1080p
の HD 動画撮影機能があります

マイク

音量調節ボタン
［＋］
［−］ボタンで音量を
調整します

ホームボタン/
Touch IDセンサー

※iPad Air Wi-Fiモデル

Lightningコネクタ
付属の USBケーブルを使って電源アダ
プタやパソコンと接続します

スピーカ
音楽やカメラのシャッター音、メールの着信音などがここから流れ
ます。この部分を抑えると、音を軽減できます。
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スリープ／スリープ解除ボタン
を1度押す

❶ ここを押して

本体操作

1

Chapter 1

iPadのロック／ロック解除

iPadを使用していない時は、スリープ／
スリープ解除ボタンを押して❶スリープ
状態（ロック）にして❷、バッテリを節約
しましょう。スリープ状態にすると、画面
に触れても何も起きません。この状態で
もテキストメッセージやアラーム、通知の
受信、音楽の再生は可能です。

❷ スリープ状態

スリープ／スリープ解除ボタン
を押してロック解除
ロックを解除するにはホームボタン／
Touch IDセンサーまたはスリープ／ス
リープ解除ボタンを押し❸、ディスプレイ
に表示される［ロック解除］ボタンを右へ
指でスライドさせます❹。

❸ どちらかを押して
❹ スワイプして
ロックを解除します

iPadの電源を切る／入れる

1

スリープ／スリープ解除ボタン
を押し続ける
電源を切るにはスリープ／スリープ解除
ボタンを［スライドで電源オフ］の表示が
出るまで押し続け❶、表示されたボタン
を右へスライドさせます❷。オフにした
iPadに電源を入れるには、スリープ／ス
リープ解除ボタンをアップルロゴが表示
されるまで押し続けます。

Point

❶ ここを押して

❷ スライドさせて
電源を切ります

電源のオフ

電源をオフにするとメールの受信なども
含め、iPadの全ての機能が利用できなく
なります。
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Chapter 1 ［タッチ操作］

の基本操作
iPad

タッチディスプレイやアプリを
操作するには
iPadの画面操作は指で叩いたり、指で動かして行います。
「使いたい
項目」を指で操作すればよいので、
とてもわかりやすいでしょう。アプリ
の切り替えは「マルチタスク画面」を利用するとすばやく行えます。

基本

応用

趣味

実用

項目の選択やアプリの移動

1

タップとダブルタップ
アプリを起動する、文字の入力フォームを
指定するといった時は、指でそのアプリや
入力欄を1回軽く叩きます❶。
これを
「タッ
プ」といいます。また、2回叩くことを「ダ
ブルタップ」といいます。

❶ 軽く叩くことを「タップ」といいます

2

押さえたままにする
叩く（タップ）だけでなく、軽く画面を指
で押さえた状態で、メニューを呼び出した
り、カーソルを表示したりと、タップとは
異なる操作ができます❷。例えば、テキス
ト入力時に入力フォームを長押しすると、
カーソルが表示されます。任意の位置に
カーソルを移動させることで、文字の挿
入、削除位置の指定が可能となります。
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❷ 指で数秒間、押さえたままにします

2

❶ 指で画面を移動します

写真を表示して次の写真に移動する時
や、Web サイトを下に読んでいく時など、
指で位置を動かすことを「スクロール」と
いいます❶。また、画面を指で弾くように
操作するとすばやくスクロールでき、これ
は「フリック」と呼ばれます。

タッチ操作

1

フリックとスクロール

Chapter 1

移動したり拡大／縮小する時の操作

ピンチイン／ピンチアウト

❷ ピンチアウトで
拡大表示します

「マップ」アプリや写真、読みにくい Web
サイトなどは、閉じた 2 本指を開くように
画面上で滑らせると拡大します。これを
「ピンチアウト」といいます❷。ピンチアウ
トした画面は逆に指を閉じるように滑ら
せると縮小します。これは「ピンチイン」
といいます❸。
❸ ピンチインで
縮小表示します

ホーム画面の基本操作

1

ホーム画面
iPadの画面を表示した時、アプリのア
イコンがたくさん並んでいるこの画面を
「ホーム画面」と呼びます。アプリが増え
てくるとこの画面は何枚にも増え（最大
15 枚）
、左右にフリックすることで画面を
移動できます❶。また、画面を上から下に
フリックすると❷、検索画面を表示できま
す。

❶ 次の画面に移動します

❷ 検索画面を
表示します
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アプリを切り替える

1

ホーム画面に戻って切り替える

の基本操作
iPad

アプリを操作していて、ほかのアプリに
切り替えたくなったら、ホームボタン／
Touch IDセンサーを押してホーム画面
を表示します❶。ホーム画面から起動した
いアプリのボタンをタップしましょう❷。

Point

2

❶ ホ ー ム ボタン ／
Touch IDセンサー
を押すと

ホーム画面の表示中は

2 枚目以降のホーム画面の表示中にホー
ムボタン／ Touch IDセンサーを押すと、
1枚目のホーム画面が表示されます。

❷ ホーム画面が表示されるので
ほかのアプリを起動します

マルチタスク画面を利用する

❸ ホームボタンを2 回押すと

ホーム画面やアプリの表示中に、ホーム
ボタン /Touch IDセンサーを素早く2回
押すと❸、マルチタスク画面が開きます。
この画面では、最近使用したアプリや連
絡先の履歴が表示されます❹。表示され
たアプリの画面またはアイコンをタップ
すると、該当アプリの画面に切り替わりま
す。画面を左右にフリックすると、表示し
きれず隠れているアプリの画面が表れま
す。

❹ 最近使用したアプリが表示され、
タップで切り替えられます

アプリを終了する

1

マルチタスク画面から終了
iPadではアプリを一度起動すると、他の
アプリに切り替えてもバックグラウンド
で起動したままになっています。特定アプ
リの調子が悪い場合などは、強制終了し
てみましょう。強制終了は、終了したいア
プリを下から上にドラッグするだけです
❶。
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❶ 上にフリックします

本来は障がいを持った人に向けたアクセシビリティ機能
ですが、実はそうではなくても利用すると便利なものが
あります。その一部を下に挙げてみましょう。どれも［設
定］の［一般］―［アクセシビリティ］から設定します。

●テキストを大きな文字で表示する
細かな文字が見にくい場合、拡大操作をしなく
ても標準状態の文字の大きさを大きくすること
ができます。
「メール」
「連絡先」
「カレンダー」
「メッセージ」
「メモ」の文字を大きく表示します。

文字が大きくなります

●タッチを中心に本体操作する
「AssistiveTouch」を使うと、画面に表示される
メニューボタンをタップすることでさまざまな操
作が可能になります。独自のジェスチャを登録す
ることもできます。

メニューボタンをタップします

●特定のアプリや操作のみを許可する
特定のアプリをデモンストレーションしたり、
Web サイトを人に見せたりする時、閲覧側の操作
を制限するのが「アクセスガイド」機能です。オン
にしたら見せたいアプリを起動し、ホームボタン
をトリプルタップして設定します。

無効にしたい部分を指で囲んで
指定します。
［オプション］で
タッチ操作をオフにもできます
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タッチ操作

iPadには、障がいを持つ人をサポートする「アクセシビ
リティ」機能がいくつも搭載されています。より多くの人
が iPadを使いやすくなるようにと、アクセシビリティ機
能はiOSがアップデートするたびに強化されてきました。

Chapter 1

Point アクセシビリティ機能を利用してより快適に

Chapter 1

Chapter 1 ［セットアップ］

iPadをセットアップするには

の基本操作
iPad

iPadを購入したら、早速セットアップしておきましょう。セットアップ時
に設定した項目はあとからでも変更できますので、
まずは設定してしま
うのがおすすめです。

基本

応用

趣味

実用

iPad本体の基本設定を行う

1

iPadを起動する
iPad 本体の右上にあるスリープ／スリー
プ解除ボタンを押して❶、iPadを起動し
ます。画面が表示されるので、
［＞スライ
ドで設定］を指で左から右にスライドしま
す❷。次の画面で言語を［日本語］
、国また
は地域で［日本］を選びます。

❶ ここを押して起動します

❷ スライドして
ロックを解除します

2

キーボードの設定

❸ 五十音順キーボード

❹ ローマ字入力できる
フルキーボード

❺ 英字入力できる
フルキーボード

❻ 絵文字を入力できる
キーボード

使いたいキーボードをタップして選びま
す❸〜❻。複数選択しても構いません。
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使っているWi-Fi（無線 LAN）のアクセス
ポイント名が表示されていたらタップで

❼ 使っている
ネットワーク名を
タップします

Chapter 1

3

Wi-Fiを設定する
選択しましょう❼。パスワード入力画面に

❽ 無線 LAN の
パスワードを入力します

❾ ネットワーク名が表示されない場合は
ここを選択します

4

位置情報サービスの決定
iPadは位置情報サービスを利用して、自
分がいる場所を表示したり、
「マップ」な
どのアプリに情報を示したりできます。こ
のサービスを利用するかどうかを選択し
ますが、特に問題がなければ［〜オンにす
る］を選択しましょう。

Point

iPadを探すためにも必要

位置情報サービスは、iPadをなくした時
に探す機能を使う時にも必要です。できれ
ばオンにしておきましょう。位置情報サー
ビスを使う時の注意点は 32 ページで解説
します。

5

 オンにします
（後から変更できます）

iPad の設定
iPadを新しく購入した場合は、従来機の
データを新 iPad へと移行させられます。
保存先に合わせたバックアップ先を指定
して、復元を選びます。ここでは新しく
使い始める設定である［新しいiPadとし
て設定］を選択します。

 バックアップがある場合は
こちらを選びます

 初めて iPadを使う場合は
こちらを選びます
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セットアップ

なるので入力します❽。ネットワーク名が
表示されない場合は［別のネットワークを
選択］を選んで設定します❾。

Chapter 1

Apple IDの設定と新規作成

1

Apple IDを入力する

の基本操作
iPad

アップルのiTunes Storeで曲やアプリを
ダウンロードするのに必要な Apple IDを
作成します❶。ここでは Apple IDの取得
手順を解説しますが、すでに持っている場
合はサインインすればこれ以降の手順は
不要です❷。右ページの「iCloudを設定す
る」に進みます。取得するには、次の画面
で誕生日と名前を入力します。パスワード
を忘れた際に必要です。
❶ 新しく作る場合は
ここをタップします

2

メールアドレスを設定する
Apple IDはメールアドレスを利用します。
すでに持っているアドレスを設定する場
合と❸、新しくメールアドレスを作ってそ
れを使う場合があります❹。ここでは新し
く作ることにします。
❸ 今自分が持っているメール
アドレスを使う場合はこちらを
選択します

Point

あとからも取得可能

ここで［現在のメールアドレスを使用］を
選んでも、
あとで取得することができます。

3

❷ Apple ID がある場合は
ここからサインインします

メールアドレスを入力する
Apple IDで利用したいメールアドレスを
入力します❺。このメールアドレス宛に、
iTunes Store での購入履歴などが送信
されてきます。

❺ メールアドレスを入力します
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❹ 新しくiCloudメールアドレスを
作る場合はこちらを選択します

❻ 8 文字以上で数字と英字の
大文字小文字で設定します

Apple IDのパスワードを入力します❻。
さらに、パスワードを忘れた場合に備えて
質問とその答えを設定しておきます❼。

セットアップ

❼ 好きな質問と
その答えを設定します

iCloudを設定する

1

iCloudをオンにする
iCloudは Apple ID があれば無料で利用
できます。
利用する場合は
［iCloudを使用］
をタップしましょう❶。これ以降はiCloud
を利用したサービスの設定になります。

Point

iCloud って何？

iCloudはアップ ル が 提 供するインター
ネットサービスです。このあと設定する
バックアップやデータの同期などが行え
ます。詳細は 42 ページで解説します。

2

❶ タップします

iPadを探す機能をオンにする
iCloudを使用すると、iPadを紛失した際
に位置情報を利用して場所を特定できる
「iPadを探す」機能が自動的にオンになり
ます。
［次へ］をタップして次に進みます
❷。

Point

どうやって探すの？

iPadをなくしてしまった場合は、パソコン
のWebブラウザから探したり、他の人の
iPadを借りて探したりできます。詳細は
44 ページを参照してください。

Chapter 1

4

パスワードやセキュリティの設定

❷ 選択します
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Chapter 1

3

メッセージと
FaceTime の設定
「メッセージ」アプリと「FaceTime」アプ

の基本操作
iPad

リで使う携帯電話番号やメールアドレス
を設定します。使いたい番号・アドレスに
チェックを入れましょう❸。

Point

携帯電話番号とは？

iPhoneを持っている場合、その携帯電話
番号も連絡先として使えます。同じApple
IDをiPadでも使うなら、iPadでも連絡先
として利用できるわけです。

4

❸ タップしてチェックをオン／オフします

パスコードの設定
iPadのスリープを解除する時に必要なパ
スコードを4 桁の数字で設定します❹。設
定しなくてもかまいませんが、勝手に他人
にiPadを見られないためにも設定をおす
すめします。

❹ 同じ数字を2 回入力します

5

Touch IDを設定する
新しいiPadには、Touch IDセンサーが
搭載されています。Apple IDのパスワー
ドを入力する代わりに、登録した指紋で
認証するというものです。設定するには、
ホームボタン /Touch IDセンサーに登
録したい指を載せます。なお、ここでは
［Touch IDを後で設定］をタップして次
に進めます。この設定は後からも可能で
す（P.28 参照）
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パスワードなどを同期できる
「iCloudキーチェーン」はパスワードなど
を異なるデバイス間で同期できる機能で
す。利用する場合は［iCloudキーチェーン
を設定］を❶、利用しない場合は［後で設
定］を選びます❷。

Point

不要なら設定しない

iPhone やMacなど他のiCloud 対応デバ
イスを持っていないなら設定しなくても構
いません。後から「設定」の［iCloud］でも
設定できます。

2

セットアップ

1

Chapter 1

iCloudキーチェーンの設定

❶ 設定する場合は
ここを選択します

❷ 設定しない場合は
ここを選択します

iCloudセキュリティコードの設定
18 ページの手順 4 で設定したパスコード
を、iCloudのセキュリティコードとして
利用するか決めます❸❹。ここでは、
［別
のコードを作成］を選びます。なお、新し
くコードを作成する場合、確認用の認証
番号が SMS（ショートメール）で送られ
てきます。SMS が受信できる携帯番号の
登録が必要です。

Point

❸ 同じコードを使う場合は
ここをタップします

別のコードがおすすめ

iPadのパスコードとiCloudのパスコード
は、セキュリティの関係から別の数字にす
ることをおすすめします。

❹ 別のコードを使うには
ここをタップします

設定を完了する

1

Siriと診断の設定
音声で iPadを操作する「Siri」という機
能を使うかどうかの設定を行います❶。
次に、製品のサービス向上のためにこの
iPadの診断データをアップルに送信す
るかどうか設定を行います❷。設定完了
の画面が表示されたら、
［さあ、はじめよ
う！］をタップして完了です。

❶ どちらかを選択します

❷ どちらかを選択します
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Chapter 1

Point iPad のソフトウェア・アップデート

の基本操作
iPad

iPadは iOSを更新（ソフトウェア・アップデート）するこ
とで、既知の不具合が修正されるほか、新機能が追加さ
れたり、機能が向上したりします。Wi-Fi（無線 LAN）に
接続された環境であれば iPad 単体で iOS の更新が行え
ますが、PCソフトの「iTunes」を利用しても更新できま
●アップデータの確認
アップデートを確認するには［設定］の［一般］を開き、
［ソフトウェア・アップデート］をタップします。アッ
プデータがある場合は表示される［ダウンロードして
インストール］をタップします。

利用規約を読んで［同意する］をタップすると、アッ
プデータのダウンロードが始まります。インストール
画面が表示されるので、
［インストール］をタップしま
しょう。

●「iTunes」でアップデートする
「iTunes」を使ってiPadのiOSを更 新する
場 合 は、PCま た はMacとiPadを 付 属 の
Lightning ケーブルを使って接続します。次
に「iTunes」を起動して画面 左上の「デ バ
イス」アイコンをクリックします。接続した
iPadの情報が表示されるので、
「設定」の［概
要］にある［更新プログラムの確認］をクリッ
クします。iOSの更新がある場合は、
更新ファ
イルのダウンロードが開始され、インストー
ルが行われます。
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す。なお、電話回線を使ったデータ通信（3G、LTE/4G）
では更新できないので注意しましょう。また、更新プログ
ラムの容量によってはダウンロードやインストールに時
間がかかります。バッテリ残量はもちろんですが、時間も
余裕をもってiOS の更新をしたいですね。

Chapter 2

iPad Airを使うための
準備を行う
このChapterでは、iPadの初期設定を終えたらまず設定しておきたい項目を解説
します。iPadの初回起動時に設定した内容も多くありますが、あとからでも変更で
きます。ほかにもiPadの置き忘れに備えて、ロックやバックアップなどを設定してお
きましょう。使い始めると忘れてしまいがちですが、トラブルが起こる前に設定して
おきたい項目です。iPadの設定のほとんどは、
［設定］画面から行います。
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を使うための準備を行う
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Chapter 2

Chapter 2

Chapter 2 ［Wi-Fi］

Wi-Fiを設定するには

r
i
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を使うための準備を行う

iPadの初回起動時にWi-Fi（無線LAN）の接続を設定できますが、
この時に設定したもの以外のネットワークに接続する方法を紹介しま
す。

基本

応用

趣味

実用

Wi-Fiネットワークへ接続する

1

［設定］から
ネットワークを選択

❶ タップします

❷ オンにします

［設定］を開き、
［Wi-Fi］をタップしたら❶、
［Wi-Fi］をオンにします❷。接続したい
ネットワーク名が表示されたらタップし
ましょう❸。

Point

❸ 接続したいネットワーク名をタップします

公衆無線 LAN への接続

公衆無線LANへの接続については52ペー
ジで紹介しています。

2

パスワードを入力して接続
Wi-Fi ルーターにパスワードが設定されて
いる場合はパスワードを入力し❹、
［接続］
をタップします❺。
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❹ パスワードを入力します

❺ タップします

❻ このネットワークに接続しました

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

i
F
i
W

Point

使わない時はオフにする

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

❼ Wi-Fi に接続しています

ネットワーク名を公開していない場合

1

［その他］から登録
セキュリティのためにネットワーク名を
公開していない場合は、設定画面に表示
されません。その場合は、前ページ手順1
の図で［その他］をタップします❶。ネット
ワーク名を入力します❷。
［セキュリティ］
をタップして設定すると❸、パスワード入
力欄が表示されるので入力します❹。

❶ 前ページの手順 1 の図で
［その他］をタップします

❷ Wi-Fi のネットワーク名を入力します

❸ セキュリティを設定すると

❹ パスワードを入力
できるようになります

ルーターにiPadのMACアドレスを入力する必要がある場合

1

Chapter 2

3

接続が完了した

［Wi-Fiアドレス］を登録
登録した端末のみ接続できるように設
定しているルーターの場合は、iPadの
MACアドレスを登録しましょう。
［設定］
の［一般］→［情報］にある［Wi-Fiアドレ
ス］が MACアドレスです❶。この英数字
をルーターに登録します。
❶ ここの英数字を登録します
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Chapter 2

Chapter 2 ［サウンドと明るさ］

iPadの音と画面の明るさを
調整するには

r
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を使うための準備を行う

iPadの音量を調整する方法を紹介します。電車の中などでは音を出さ
ない設定にしておきましょう。また画面の明るさの調整も、見やすさと
バッテリーの持ちに影響します。

基本

応用

趣味

実用

iPadの音を調整する

1

音量の増減をコントロール
iPadの音量は「ミュージック」など、再生
中のアプリで調整するほか、本体の音量
調節ボタンでも調整できます❶。

Point

イヤフォンのリモコンを使う

リモコン付きのイヤフォンが iPadに対応
していれば、そのリモコンを使って音量を
調整できます。例えば iPhoneに付属する
イヤフォンのリモコンは iPadでも使えま
す。アップル以外のメーカーのイヤフォン
も、多くがリモコンでの操作に対応してい
ます。

2

着信音と通知音を設定する

❶ iPad 本体の音量調節ボタンでも
音の大きさを変えられます

❷ タップします

着信音と通知音の音量を調整するには、
［設定］の［サウンド］をタップし❷、スラ
イダを左右にドラッグします❸。音の種類
を変更するには、変更したい項目をタップ
します❹。

❹ 変更したい項目を
タップします
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❸ ドラッグして音量を調整します

❺ タップして
音を選びます

音の種類をタップして選択します❺。タッ
プすると音が鳴るので、聞いてみて決めま

Point

サウンドと明るさ

しょう。左上の［サウンド］をタップすると
手順 2の画面に戻ります。

消音とイヤフォンの関係

「ミュージック」で音楽を再生する時は、
［消音］をオンにしていてもイヤフォンに
接続していないと本体のスピーカーから
音が鳴ってしまいます。

4

ロックやタップの音の設定
iPadをロックする時やキーボードをタッ
プした時に音が鳴ります。これをオフにす
るには、
［設定］の［サウンド］から［ロック
時の音］や［キーボードのクリック］をオ
フにします❻。

Point

❻ オフにすると
音が鳴りません

消音にすれば鳴らない

この設定をしなくても、手順2で音量のス
ライダを最も左にすればロック時の音や
キーボードのクリック音は鳴りません。

iPadの画面の明るさを調整する

1

スライダで明るさを調整
画面の明るさは、
［設定］の［画面表示と明
るさ］からスライダで調整します❶。
［明る
さの自動調整］をオンにすると❷、周囲に
合わせて自動で調整されます。バッテリー
を持たせたい場合は、なるべく暗くして
［明るさの自動調整］をオフにします。

Point

コントロールセンターで
調整する

Chapter 2

3

音の種類を選択

❶ 明るさを調整します
❷ 明るいところでは画面が
自動的に明るくなります

コントロールセンター（34 ページ参照）で
も、音量や明るさの調整ができます。
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Chapter 2

Chapter 2 ［パスコード］

パスコードを設定して
ロックをかけるには

r
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を使うための準備を行う

iPadを他人に操作されないようにパスコードでロックしておきましょう。
iPadを置き忘れた時も、パスコードを破られない限り使われてしまうこ
とはありません。複雑なコードにすることも可能です。

1

基本

応用

趣味

実用

［設定］の［Touch IDと
パスコード］から設定
［設定］
の
［Touch IDとパスコード］
をタッ
プます。
［パスコードをオンにする］をタッ
プしましょう❶。

❶ タップします

2

4 桁のパスコードを入力する
パスコードの設定画面が表示されるので、
好きな4桁の数字を入力します❷。確認の
ために再度同じ数字を入力すると設定完
了です。

❷ 数字を入力します
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パスコードの設定
一定時間iPadを操作しないとパスコード
の入力が必要になるように、時間を設定

❸ パスコード入力までの
時間を設定します

Point

不正操作時にデータ消去

不正な操作を防ぐため、10回パスコード
入力に失敗すると自動的にiPadのデータ
を消去する設定にするには、
［データを消
去］をオンにします。

4

❹ もっと複雑なパスコードにする
場合はここをオフにします

英数字で
パスコードを設定する
手順 3 で［簡単なパスコード］をオフにし
たあとの画面で、一度設定した 4 桁のパ
スコードを入力します。次に新しく英数字
や記号を組み合わせた長いパスコードを
設定しましょう❺。

Point

ロック中のアクセス制限

手順 3の図で［簡単なパスコード］の下に
ある［ロック中にアクセスを許可］で音声
操作機能の［Siri］をオンにすると、ロック
を解除しなくても操作できるのでおすす
めできません。音声操作で「連絡先」アプリ
の情報などを表示できてしまいます。

5

パスコード

しましょう❸。ここまでの設定では数字 4
桁のパスコードですが、もっと複雑なパス
コードにするには［簡単なパスコード］を
オフにします❹。

❺ 英数字や記号で
パスコードを設定します

ロックを解除する
パスコードを設定すると、次にロック解除
する時にパスコードの入力が求められま
す。左図は通常のパスコード設定❻、右図
は複雑なパスコードを設定した場合の画
面です❼。

❻ 通常のパスコード入力画面です

Chapter 2
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❼ 複雑なパスコード入力画面です
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