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OS Xのやりたいことから探す!

スーパーリファレンス
OS Xの機能別ではなく、やりたいこと別にページを引き出せる
リファレンスです。やりたいことから記事を探してみてください。

2│完全理解! OS X Mavericks

 OS X Mavericks関連
●Mavericksを入手したい ……38
●Mavericksのインストール条件を知りたい ……38
●OS Xの変遷を知りたい ……39
●アップグレードインストールしたい ……40
●新規インストールしたい ……42
●設定アシスタントを知りたい ……44
●Lionからアップグレードしたい ……49

 Apple IDやiCloud関連
●Apple IDとは何に使われているのか知りたい ……18
●Apple IDとMac、OSの関係を知りたい ……19
●Document in the Cloudを知りたい ……23
●iBooksストアを知りたい ……20
●iTunes in The Cloudを知りたい ……22
●iTunes Storeを知りたい ……22
●Mac以外のiCloud対応製品を知りたい ……24
●Mac App Storeを知りたい ……21

 Finder関連
●Dockが隠れて出てこない ……239
●Dockにしまったウインドウがごちゃごちゃする ……229
●Dockの動作を変えたい ……175
●Finderの操作音がわずらわしい ……232
●Mission Controlのショートカットキーを変えたい……177
●「移動」と「コピー」の違いを知りたい ……65
●ウインドウ操作を知りたい ……59、60
●ウインドウの操作ボタンを変更したい ……175
●同じフォルダを複数のウインドウで開きたい ……66
●おやすみモードを設定したい ……186
●カーソルでホットコーナーを反応させないようにしたい ……58　
●警告音が大音量で鳴ってうるさい ……232
●最近使ったファイルをまとめてマイファイルで表示したい ……71
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●タブやタグの使い方を知りたい ……25、70
●通知センターに表示される項目を制限したい ……184
●通知の方法を変えたい……184
●デスクトップピクチャやスクリーンセーバを変えたい ……176
●日本語以外の言語を使いたい ……178
●日付の表示方法を和暦にしたい ……179
●ファイルの移動とフォルダ作成を同時に行いたい ……66
●ファイルを削除したい ……67
●ファイルを整理したい……65
●ファイルを開かずに内容を見たい ……26、73
●フォルダの表示方法を固定したい ……69
●フォルダ表示を変更したい ……68
●ポインタ移動でMission Controlを起動したい ……177
●ポインタ移動でスクリーンセーバを起動したい ……176
●［マイファイル］で表示させたくないファイルがある ……72
 
 Spotlight検索関連 
●Mac内を検索したい ……25、71
●検索結果に表示したくないフォルダを登録したい ……178
●検索結果の表示を変えたい ……178
●検索結果のファイルの場所を知りたい ……72
●検索結果をフォルダ化したい ……71
●検索の属性を増やしたい ……71
●検索範囲を絞りたい ……71
 
 ソフトウェア関連
［ ソフトウェア全般 ］
●Launchpadに必要なソフトだけ登録したい ……76
●Mac App Storeからインストールしたソフトを削除したい ……75
●Mac App Storeで購入したソフトを再インストールしたい ……75
●Mac App Storeの使い方を知りたい ……74
●［アプリケーション］フォルダ以外からもソフトを起動したい ……30、61
●カタカナに切り替えるのが面倒 ……230
●キーボード操作で入力を切り替えたい ……230
●再インストールしたらiLifeソフトが消えた ……237
●さまざまなソフトから通知を受け取りたい ……186
●ソフトウェアアップデートを自動チェックしたい ……216
●ソフトの切り替えをMission Controlから行いたい ……62
●ソフトの切り替えをキーボードで行いたい ……62
●テキスト入力時に複数の文字を一度に選択したい ……229
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●半角数字に切り替えるのが面倒 ……230
●標準ソフト以外で書類を開きたい ……231
●文字入力確定後に再変換したい ……230
 
［ Safari ］
●iPhoneとSafariを連携したい ……81
●WEB検索で複合検索したい ……80
●WEB動画が観られない ……83
●WEBページ内検索したい ……80
●ダウンロードしたデータがわからない ……235
●ダウンロードするテクニックを知りたい ……82
●タブブラウズをマスターしたい ……77
●履歴をうまく活用したい ……79
 
［ 連絡先とメール、メッセージ ］
●Google TalkとMacでやりとりしたい ……93
●MacとiOSデバイスでショートメッセージをやりとりしたい ……92
●受信メールがCcかToかを見分ける ……91
●添付ファイルつきのメールをすばやく送る ……91
●複数の人でMacとiOSデバイスでショートメッセージをやりとりしたい ……93
●ポストカードのようなメールを送りたい……89
●迷惑メールを分類したい ……90
●メールでアカウントを設定したい ……86
●メールの返信と転送を使い分けたい ……88
●メールを引用したい ……88
●連絡先を使いこなしたい……84
●連絡先をグループで分けたい ……85
 
［ カレンダー ］
●仕事とプライベートを色分けしたい ……95
●カレンダーとiPhoneを同期したい ……96
●GoogleカレンダーとMacを同期したい ……96
●スケジュールを通知させたい ……97
●キーボード操作でカレンダーイベントを移動したい ……98
●メモをアウトラインプロセッサのように使いたい ……99
●メールをリマインダーに設定したい ……99
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［ マップ ］ 
●新しいマップを使いたい ……102
●経路をiPhoneに送信したい ……103
●連絡先やメール、カレンダーと連動したい ……103
 
［ iBooks、iTunes ］ 
●iPhotoからiPhoneに写真を送りたい ……108
●iTunes Storeで購入済みのコンテンツをダウンロードしたい ……104
●iTunesのミニプレーヤiTunesウインドウを併用したい ……106
●Macで電子ブックを読みたい ……100
●MacのiTunesをiPhoneで操作する ……107
●簡単にプレイリストを作成したい ……106
●もっとミニなプレーヤにしたい ……107
 
 マルチタッチ関連 
●Macで右クリックを使いたい ……30
●Mission Controlを表示したい……34
●Safariのページ間スワイプをしたい ……35
●拡大、縮小したい ……33
●重なっているソフトウインドウを俯瞰したい ……36
●クリックしたい ……32
●辞書で調べたい ……32
●写真の向きを変えたい ……35
●ズームしたい ……33
●スクロールしたい ……33
●ソフトを俯瞰したい ……34
●通知センターを表示したい ……34
●デスクトプを埋め尽くすウインドウを指でどけたい ……36
●ドラッグしたい ……32
●副ボタンクリック（右クリック）したい ……32
●フルスクリーンソフトをスワイプしたい ……35
●マルチタッチ対応デバイスを知りたい ……31
 
 バックアップ、メンテナンス関連 
●MacからMacへデータを移行したい ……122
●Mountain Lionに戻したい ……131
●OS Xの復元ディスクを作成したい ……121
●OS Xユーティリティについて知りたい……118
●Time Machine以外でファイルのバージョンをさかのぼりたい ……136
●Time Machineディスクの容量が足りなくなってきた ……111
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●Time Machineでバックアップしたい ……110
●Time Machineバックアップディスクを乗り換えたい ……117
●インストール直後の状態をイメージ化しておきたい ……135
●外付けストレージにインストールされたデータをMacに移行したい ……127
●内蔵ストレージをディスクイメージでバックアップしたい ……113
●ハードディスクを丸ごとコピーしてバックアップしたい ……115
 
 MacとWindows、共有関連 
●Boot CampでWindowsをインストールしたい……139
●Boot Campでも右下端タップで右クリックにしたい……145
●Boot Campを削除したい ……152
●FirefoxやChromeをiCloudと同期したい……154
●iWork書類をWindowsでも扱いたい ……157
●MacからWindowsにアクセスしたい ……160
●MacでWindowsを起動する方法を知りたい ……136
●Mac同士でファイル共有したい ……162
●WindowsのインストールDVDをディスクイメージにしたい ……144
●Windowsの通知領域からOS Xで再起動したい ……145
●WindowsからMacにアクセスしたい ……158
●Windows向けのZIPファイルに余計なものを入れたくない ……165
●OutlookのデータをiCloudと同期したい ……155
●OutlookがなくてもiCloudの連絡先やカレンダーを見たい ……157
●仮想マシンファイルをTime Machineバックアップから削除したい ……153
●画面共有したいい ……160
●無料の仮想化ソフトを使いたい ……166
 
 Macや周辺機器などハードウェア関連 
●Bluetooth機器を接続したい ……207
●CDやDVDにデータを書き込みたい ……224
●CDやDVDを挿入した時の動作を変更したい ……187
●Face Timeカメラとは何？ ……54　
●Mac本体の電源ボタンを知りたい ……54、57
●Mac本体のヘッドフォンポートを知りたい ……54
●USB接続のプリンタをネットワーク共有したい ……168
●USBメモリがデスクトップに表示されない ……233
●音声データの入力先を変えたい ……199
●音声データの出力先を変えたい ……199
●カラープロファイルを作成したい ……190
●キーボードのファンクションキーを知りたい ……54、56
●キーボードをWindows風にしたい ……192
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●起動ディスクを暗号化してセキュリティを万全にしたい ……183
●光学式ドライブのないMacでCDを扱いたい ……170
●外付けディスプレイやストレージを接続するポートを知りたい ……54
●大容量ファイルがUSBメモリにコピー出来ない ……238
●ディスプレイの輝度を変えるセンサはどこ？ ……54,277
●ディスプレイの解像度を変えたい ……187、188
●複数のディスプレイを使いたい ……26、64、189
●プリンタのユーティリティを表示したい ……197
●プリンタを使いたい ……197
●マウスの軌跡の速度を変えたい ……195

 起動や終了、スリープ関連 
●Macが起動しなくなった ……233
●一時的にスリープさせないようにしたい ……58
●オートセーブや再開機能をオフにしたい ……175
●ログインパスワードを忘れてしまった ……236
●スリープ解除時にパスワード入力が必要にしたい ……182
●スリープ復帰時にパスワード入力が面倒 ……226
●スリープまでの時間を設定したい ……181
●ログイン項目を見直しても起動時にソフトが起動する……226
●ログイン時に自動起動するソフトを登録したい ……212
 
 インターネットとネットワーク関連 
●Gmailアカウントを追加したい ……202
●MacをルータにしてiPadをWi-Fi接続したい ……210
●TwitterやFacebookのアカウントを追加したい ……203
●Wi-Fiのアクセスポイントを変えたい ……205
●特定のポートだけファイアウォールでブロックしたい ……184
●ネットワークのトラブルを解消したい ……206
 
 コマンド操作で設定を変える 
●1週間を7日以上にしたい ……98
●Ethernet経由でもAirDropしたい ……165
●ftpでファイル共有したい ……172
●Launchpadの順番をわかりやすくしたい ……76
●確実にファイルを削除したい ……67
クイックルック上のテキストをコピーしたい ……73
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ここでは、「Macを使い始めたらスグやるべきこと」として
初心者もそうでない方にもおすすめする技を紹介していきます。
まずは、アップルデバイスを使ううえで欠かせなくなったiCloudの使いこなし。
次に、標準では使いにくい各種設定の見直し、そしてMacユーザならインストール
しておきたい定番ソフトのインストール、さらに紛失や盗難に備えるアドバイスです。

❶iOSデバイスのバックアップ

iOSのバックアップ先を
Macにして、iCloudストレー
ジのスペースを確保します。
iOSデバイスをMacにUSB
接続してiTunesを起動し、
［バックアップ］で［このコ
ンピュータ］にします。バッ
クアップで使っていたスト
レージがほかの用途に使え
ます。

Macを使い始めたら
スグやるべきこと

iCloudでは、連絡先やメールの同期にサファ
リのブックマークや履歴も連係できるほか、デー
タストレージとしての役割もあります。OS Xと
iOSで共通して対応するソフトは、アップル純
正ソフトの「Pages」「Numbers」「Keynote」
などがあり、OS X同士なら標準ソフトの「プレ
ビュー」「テキストエディット」も対応します。そ

の容量は無料サービスで5GBですが、有料サー
ビスで容量をアップグレードすることもできます。
無料の5GBをやりくりする方法として、まず

はiPhoneやiPadといったiOSデバイスのバッ
クアップをMacのiTunesに切り替えることが挙
げられます。そのほか、「Dropbox」などの無料
クラウドサービスを併用する方法もあります。

スグやる  その❶

無料5GBをフル活用！ 
そのためにiCloud設定を見直すTips5
iCloudは、iPhoneやiPad、そしてMacといった
アップルデバイスをクラウドサービスでつなぐ重要な仕組みです。
Macの買い替え時のデータ移行にも重要な役割を果たします。
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❹書類とデータ ❺それでも足りないなら
　ストレージをアップグレード

❸コンテンツを直接整理❷同期するコンテンツを選ぶ

［スグやるべき その❶］ iCloudを使いこなす ……10ページ

［スグやるべき その❷］ 鉄板の設定マスター ……12ページ

［スグやるべき その❸］ お勧め定番ソフト ……14ページ

［スグやるべき その❹］ 紛失・盗難に備える ……16ページ

［管理］ボタンをクリックすると、iCloud対応ソフトが
iCloud内に保存しているデータを表示します。ここから不要
なものを削除して整理することもできます。

システム環境設定の［iCloud］パネルでは、同期するコンテン
ツが選べます。不要なコンテンツをオフにすればその分スト
レージ容量が増えます。ただし、［フォト］は使用容量にカウ
ントされません。

［書類とデータ］の［オプション］をクリックすると、iCloud
のストレージに書類を保存するソフトを選べます。Macが
1台しかないとき、iOSデバイスで使えないプレビューやテ
キストエディットのデータを保存するのは無駄でしかない
のでオフにしましょう。

iCloudの追加ストレージは有料で50GBまでアップグレー
ドできます。課金は年単位となっており、ダウングレードに
よる日割り計算は行われません。

完全理解! OS X Mavericks│11

OS X 
Tips

iCloudで使わない
ソフトのデータは
削除して容量節約!

C O N T E N T S



Finderウインドウの上端にはツールバーが備わっています
が、デフォルトで用意されているボタンはほんの一部。［表
示］メニューから［ツールバーをカスタマイズ］を選ぶと、ド
ラッグ＆ドロップでボタンの入れ替えができます。

OS Xのバックアップ機能Time Machineでは、ローカルス
ナップショットというデータを内蔵ストレージに保存しま
す（MacBookファミリーのみ）。これを切りたいときは「ター
ミナル」設定しましょう。

❶ワンクリックでファイル操作する ❷ローカルスナップショットを禁止する

❸妙にダサい「○○のMac」をやめる ❹アクセスポイントに優先順位を付ける

ネットワーク上の固有のコンピュータ名のデフォルトでは、
管理者の名前にMacのモデル名を足したものです。例えば
「山田太郎のiMac」といった名前になります。日本語が混ざ
ると妙にダサい印象になるのを避けるには、システム環境設
定の［共有］パネルのコンピュータ名を変更しましょう。

システム環境設定の［ネットワーク］パネルで［Wi-Fi］の［詳
細］をクリックし、今までに接続したことのあるネットワー
クが表示されます。このリストは上から順番に優先されてい
くので、ネットワーク名をドラッグして順番を入れ替えるこ
とで自動接続するネットワークの優先順位をカスタマイズ
できます。

オフにする
sudo tmutil disablelocal
再開する
sudo tmutil enablelocal

スグやる  その❷

操作に手間取らないための
OS Xの鉄板設定Tips10
OS Xは設定次第で使い勝手が大幅に変わってきます。
ここでは、最低限知っていてほしい定番のカスタマイズ方法を集めました。
使いやすい設定であなただけのMacにしていきましょう。
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OS X 
Tips

おすすめは［削除］ボタン。ゴミ
箱にドラッグ＆ドロップせずに
ファイルを削除できて便利です

OS X 
Tips

複数のアクセスポ
イントを使ってい
るならぜひ設定



❾メニューバーを節約

10現在位置を常に確認する

❼空き容量を常に把握する

❽ファイルの拡張子を確認する

❺クロールバーが見当たらない？ ❻ファンクションキーを直接押す

デフォルトではオフになっているステータスバーを表示す
ると、Finderウインドウの下端にストレージの空き容量が
表示されます。

OS XでもWindowsのようにファイル名の拡張子が重
要です。デフォルトでは表示しないようになっていますが、
Finderの環境設定の［詳細］で表示するよう変えられます。

OS Xのスクロールバーは、スクロール中のみに表示されま
す。常に表示するには、システム環境設定の［一般］パネルで
［スクロールバー］の表示を［常に表示］にしましょう。

輝度や音量調整が割り当てられたFキーには、［fn］キーを同
時に押すと通常のFキーとして使えます。面倒なら、システ
ム環境設定の［キーボード］パネルで［F1、F2などのすべて
のキーを～］にチェックを入れると［fn］キーを押さなくても
OKです。

メニューバー表示されるログイン中のユーザ名のフルネー
ム表示は変えられます。システム環境設定の［ユーザとグ
ループ］を開き、［ログインオプション］にある［ファストユー
ザスイッチ～］を［アイコン］にしましょう。

深いフォルダ階層に潜って現在位置がわからなくなる…と
いうことが多いならば［表示］メニューから［パスバーを表
示］を選びましょう。Finderウインドウの下端にフォルダ階
層が表示されるようになります。
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OS X 
Tips

公共の場でも自
分の名前を晒さ
ずに済みます



OS Xのソフトのアンインストールは、実に簡単でソフ
ト本体をゴミ箱に捨てるだけ。しかし、そのソフトが作っ
た設定ファイルなどは残ってしまいます。そこでこの
「AppCleaner」を使うと関連ファイルをまとめてゴミ箱に
いれてくれます。

アルフレッドといえば執事によくある名前です。それにちな
んだこのソフトはまさにMac上の執事のように働いてくれ
ます。その機能はソフトのランチャ、ファイル検索、ネット検
索、作業の自動化など多岐に渡ります。

WindowsやLinuxなどのプラットフォームでも定番のビデオプレー
ヤ。OS X標準のQuickTimeでは再生できないWindows Media 
Videoなどにも対応しているので、必携ソフトの1つとなっています。

AppCleaner
 FreeMacSoft.　  無料　  http://

www.freemacsoft.net/appcleaner/

Alfred
 Running with Crayons Ltd　  無料
 http://www.alfredapp.com/

VLC media player
 the VideoLAN non-profit organization.
 無料　  http://www.videolan.org/vlc/

OS Xは優れたメモリ管理機能を持っていますが、ソ
フトを終了しても解放されない場合があり、そんな
ときはこの「Memory Clean」の出番。使っていない
一時メモリを解放して空き領域を広げてくれます。

Memory Clean
 FIPLAB Ltd　  無料　
 Mac App Store＞ユーティリティ

スグやる  その❸

標準ソフトでは対応できない分野に効く！
お勧め定番ソフト7選
標準ソフトと別売りの純正ソフトを合わせるだけで、
さまざまな目的を果たせますが、それでも手が届かない分野があります。
ここではMacユーザなら持っておきたいソフトを紹介しましょう。
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Mac App Storeで頒布さ
れているソフトは、購入やダ
ウンロードボタンのクリックで
自動的にインストールされま
すが、そのほかの場合は自分
でインストールする必要があ
ります。その方法は大きく分
けて2つだけなので、覚えて
おきましょう。

ソフトのインストールは
どうするの?

OS X標準のアーカイブ機能では、ZIP系列のアーカイブし
か解凍できません。「The Unarchiver」をインストールして
おけば、インターネット上でよく出会うRARやSIT、EXE
などのアーカイブを解凍できます。

Macはウイルスなどに強いと思われていますが、数が少ない
だけでゼロではありません。念のため無料のアンチウイルス
ソフトをインストールしておき、定期的にチェックしたほう
がいいでしょう。Windows向けのウイルスのキャリアにあ
ることも防止できます。

重要ファイルを送るときに暗号化されたZIPファイル
が多用されますが、OS Xの標準アーカイブ機能には
それがありません。OS X同士でファイルを暗号化す
るなら文字通り「Sypher」が人気です。256ビットの
強力な暗号化で安全にファイルが送れます。

The Unarchiver
 Dag Agren　  無料　
 Mac App Store＞ユーティリティ

ClamXav
 Mark Allan　  無料　
 Mac App Store＞ユーティリティ

Sypher
 Bastian Kohlbauer　  無料　
 Mac App Store＞ユーティリティ

まだまだある、定番ソフト

iOSとも連携する定番
クラウドストレージ

Dropbox
5GB

まで無料
https://www.
dropbox.com/

変換効率がよい無料
の日本語入力ソフト

Google
日本語入力

無料
http://www.
google.co.jp/ime/

WindowsやiOSと も
連携できるWEBブラ
ウザ

Chrome 無料
www.google.co.jp/
intl/ja/chrome/
browser

もっとも単純な方式。ソフト（.app）を
［アプリケーション］フォルダにドラッ
グ＆ドロップでコピーするだけでイン
ストールされます。

段ボールのようなアイコンで拡張子が
「.pkg」の場合はダブルクリックすると
「インストーラ」が起動し、ウィザード
形式でインストールできます。

インストールパッケージドラッグ＆ドロップ
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OS Xには、盗難や不正アクセスなどから守
るための機能がいくつか用意されています。ま
ず、外で使うことのあるMacBookファミリーで
は、iCloudの「Macを探す」をオンにしましょう。
インターネットにつながっていれば、現在位置を
追跡してくれますし、いざとなればファイルを消
去して個人情報を守ることもできます。併せて、
Macの製造番号を控えておくと、発見時に所有

権を主張しやすくなります。
また、離席時の不正利用を防止するためには、

一定時間でディスプレイをスリープまたはスク
リーンセーバを使い、復帰時にはパスワードが必
要な設定も必要です。
さらに、起動ボリューム全体を暗号化して、

ディスクの抜き取りなどによるデータの吸い上げ
を防止する「FileVault」も有効な自衛手段です。

システム環境設定の［iCloud］パネルで［Macを探す］にチェックを
入れます。インターネットにつながっていれば、WEBブラウザで
「https://www.icloud.com/」にアクセスし、「iPhoneを探す」を選
ぶとMacの場所を特定できます。

製造番号は、クル
マの車体番号の
ようにおいそれ
と変更できない
ため、これを控え
ておけば初期化
されてしまって
も自分のものと
特定できます。

起動ボリューム全体を暗号化するFileVaultを使えば、内蔵
ストレージを抜き出されても情報を読み取ることはできな
くなります。重要なデータを保存するならばおすすめです。

公共スペースで使うMacでは、システム環境設定の［セキュ
リティ］パネルで［スリープ解除／スクリーンセーバ解除に
パスワードを要求］にチェックを入れ、［開始後］をできるだ
け短くしましょう。

❶iCloudでMacを探す

❸パスワードでスリープ復帰 ❹FileVaultを有効に

❷製造番号を控える

スグやる  その❹

なくなってからでは遅い！
Macの紛失・盗難に備えるTips4
デスクトップ型では神経質にならなくてもいいのですが、
ノート型のMacBookファミリーでは紛失や盗難に注意したいものです。
さまざまな対策を打っておきましょう。
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Mac本体に入っているOS「OS X」とはどんなOSなのでしょう？
Mavericksを使い始める前に、

OS XとiOS、その他アップルが提供するサービスが形作る世界観や
OS Xそのものの機能を理解しておきましょう。

特徴的操作方法である「マルチタッチジャスチャ」についても解説します。

Introduction
完全理解!  OS X Mavericks

Mavericksとは
どんなOS?

Apple IDとiCloud ……………………… 018
アップルのサービス ……………………… 020

OS Xはじめの一歩 ……………………… 025
マルチタッチジェスチャ ………………… 031



tv

Macになくてはならないサービス

Apple IDで紐付けられたサービスとソフト

Apple IDとiCloud
「iCloud」を介したMacとiOSデバイスとの連携は、Mavericks
の登場によってますます重要なポイントとなってきました。ここでは
iCloudとApple IDの全体像を俯瞰してみましょう。

Introduction

アップルがMacおよびiOSデバイスユー
ザのために用意しているクラウドサービスが
「iCloud」です。また、iOS用アプリやMac用ソ
フト、音楽やビデオのオンライン販売サービスで
ある「Mac App Store」と「App Store」「iTunes 
Store」、そしてMavericksのiBooksからアク
セスできる「iBook Store」があります。そして、
それぞれのサービスでサインインするために必要
なアカウント情報が「Apple ID」です。

Apple IDは無料で取得することができ、各種
ストアでのコンテンツ購入にはにはプリペイドの
iTunes Cardやクレジットカードが利用できます。
アプリやコンテンツの購入記録はすべてApple 
IDに記録されており、同じApple IDを登録した
ほかのデバイスでシームレスに利用できます。例
えば、iPhoneの「iTunes Store」アプリで購入
した楽曲をMacの「iTunes」でも同じように聴く
ことができるのです。

Mac PC Apple TV iPad iPhone

データの同期

ソフト／アプリ、
デジタルコンテンツの購入

Apple Storeでの
製品の購入／サービス

iCloud

Apple ID

デバイスの
バックアップ
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コンピュータとiOSデバイスをつなぐクラウド
Mac、iPhone、iPadといった複数のアップル

製デバイスを持っている人にとって、iCloudは
縁の下の力持ちのように活躍します。それぞれの
デバイスがインターネットにつながってさえいれ
ば、連絡先、カレンダー、メールなどの情報、さ
らに写真や音楽といったコンテンツ、各種の設定
までインターネット経由で同期できるようになり
ます。例えば、iPhoneやiPadで音楽を購入す
ると、あなたが所有するほかのデバイスにも自動

ダウンロードされます。さらに、MacのiTunes
内にもダウンロードされます。また、音楽だけで
なく、アプリもiCloudで同期できますし、iOSデ
バイスで撮影した写真を自動的にMacと同期さ
せることもできます。
このように数多くの情報を同期できることが

iCloudの魅力です。そして、もっとも大きな恩
恵は、各デバイスでアカウント設定をしてさえい
れば、意識することなく連携してくれることです。

Marvericksで関係するソフト iOSで関係するアプリ

iTunes Store

iBooks

Mac App Store App Store

iCloud

iTunes Store

iBooks

PagesPages

カレンダー カレンダー

プレビュー テキストエディット

FaceTimeFaceTime メッセージメッセージ

リマインダー リマインダーSafari Safari連絡先 連絡先メール メールマップ

マップ

メモ

メモ

NumbersNumbers KeynoteKeynote

写真（フォトストリーム）iPhoto（フォトストリーム）

キーチェーン

iPhoneを探すiPhoneを探す

Game CenterGame Center

iCloudの5GBの無料ストレージはバックアップ、書類、
メール用に提供され、購入した音楽やアプリ、ブック、映
画、フォトストリームはストレージ容量に影響しません。
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OSと一体化した使い勝手のよさ

iBooks Store

❶電子ブックを購入する

❸デバイス間で同期

❷Macで電子ブックを読む

❹iBooks Authorで作成した電子ブック

アップルのサービス
Apple IDやiCloudの基本を理解したところで、ここからは具体的
にアップルの各ストアやサービスをどのように利用したらいいのかを
解説しましょう。MacやiOSデバイスで利用できるサービスです。

iBooksから［Store］をクリックすると、iBooks Storeに
アクセスできます。電子ブックをApple IDで購入すること
ができます。

同じApple IDでログインしていれば、異なるデバイス間で
読んでいるページや付箋、ハイライトなどを共有できます。

iBooksの書棚からダブルクリックして電子ブック開くと、
リーダが表示されます。クリックのほか、2本指スワイプで
ページめくりが可能です。

アップルのiPad用マルチタッチブック作成ソフト「iBooks 
Author」（無料）で作成した電子ブックも、iBooksに登録す
ればOS X上で開くことができます。

Introduction

これまでのOS Xでは「iTunes」を通じて
iBook Storeにアクセスし、電子ブックの購
入ができました。しかし、購入した電子ブッ
クはiPhoneやiPadでしか読めませんでした。
Mavericksでは、iBooksが搭載され、iBook 
Storeへのアクセスや電子ブックの購入や整理、
電子ブックの閲覧ができるようになっています。
iBook Storeからダウンロードした電子ブック

は、Apple IDで紐付けされています。そのため、
例えばOS XのiBooksで読みかけて閉じた電子
ブックをiPhoneのiBooksで開けば、続きから
すぐに読み進めることができるなど、デバイス間
の使い勝手のよさはアップルのサービスならでは
です。読みかけのページだけでなく、メモや付箋
も同期できるのです。これらの同期はiCloudを
通じて行われます。
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❶OS XではiTunesからダウンロード

Mac App Store

App Store

❷購入済み ❸アップデート

❶Mac App Storeを起動

［購入済み］ボタンをクリックすると、これまでに購入および
ダウンロードしたソフトが表示されます。ここから再ダウン
ロードも可能です。

［アップデート］ボタンをクリックすると、インストールされ
ているソフトのアップデータのほかシステムのアップデー
タも表示されます。

Dockか ら「App 
Store」アイコンを
クリックして起動
します。Mac App 
Storeのトップ画面
はニュースリリース
と注目ソフトが表示
されます。

iOSでも探し出せるアプリに変わりはありませんが、Mac
のiTunesのほうが広い画面でアプリをブラウズできます。

Mac App StoreはMac用ソフ
トのオンラインストアです。1万本
以上のソフトがオンラインでダウ
ンロード、有料・無料の購入できま
す。アップデートや削除したあとの
再インストールも可能なうえ、同じ
Apple IDでサインインしているほ
かのMacでダウンロードすること
もできます。Mountain Lion以降
はOSのソフトウェア・アップデート
も担うようになりました。

App Storeは、iPhoneやiPadなどといった
iOSデバイス用のアプリを販売しているオンライ
ンストアです。OS X上では、iTunesでiTunes 
Storeにアクセスしてコンテンツの1つとして表
示させることができます。もちろんiOSアプリは
OS X上では動作しませんが、Macの広い画面
が使えるためアプリを探しやすいというメリット
があります。
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❶ミュージックやアプリの再ダウンロード

iTunes Store

iTunes in the Cloud

❷映画のレンタル

❶音楽や映画の購入

Apple IDは、MacやiOSデバイスだけでなくApple TVで
も活用されています。iTunes Storeから映画をレンタルす
るときにApple IDを使用します。

もともとApple IDはiTunes StoreやApple Storeのユー
ザアカウントとして登場しました。iTunes StoreはApple 
IDの起源ともいえるストアなのです。

MacのiTunesの右サイドバーの［購入済み］をクリックする
と、今までに購入した音楽がリストアップされます。

iTunes Storeはサービス開始された当初は
「iTunes Music Store」といい、文字どおり音楽
専用のオンラインストアでした。しかし現在は映
画販売やレンタル、電子ブックも扱っています。
曲の販売では、アルバム内の楽曲を購入済みの
場合に差額分を支払うだけでアルバム全体を購
入できる「コンプリートマイアルバム」のほか、次
項で解説する「iTunes in the Cloud」を利用して
購入した楽曲の再ダウンロードなどが可能です。

iTunes in the Cloudは、Apple IDで ユ ー
ザの購入履歴が記録されていることを利用して、
一度買った楽曲を何度でも再課金なしにダウン
ロードできる機能です。さらに、あるデバイスで
購入した楽曲を、同じApple IDを登録している
他のデバイスにも自動でダウンロードさせること
もできます。たとえiTunes in the Cloudのサー
ビス開始前に購入した曲であっても、無料で再
ダウンロードができます。

一度購入した音楽や映画を
再ダウンロードするワザ！

OS X 
Tips

すでに購入した音楽ならMacのライブラリにない曲も
雲のマークとともに表示されます。ここをクリックする
ことでダウンロードして再生できます。2013年8月
より、映画の再ダウンロードも可能になりました。
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試し読みはお楽しみ
いただけましたか？

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

MacBook マスターブック 
macOS Sierra 対応版

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

Mac

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

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

できるポケット 
Windows 10 困った！
＆便利技 213 改訂 2 版
インプレス
広野忠敏・できるシリーズ編集部（著者）
272ページ
価格：853 円（PDF）
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ランク付け。目的や知りたい
ことからワザを探せる

Windowsから
Macに

移行したばかり
のユーザーが

戸惑う操作もし
っかりフォロー



ふだんの仕事で役に立つ
ショートカットキー280 個

Windows

正確さと速さを両立した
タイピングを身に付ける

Windows

Windows 10の基本 &応用 !
使いこなすための一冊

Windows

macOS Sierraを完全解説
416ページの大ボリューム

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

PowerShellを使いこなして
Windowsシステムを管理

Windows

できるポケット 
一瞬で差がつくPC活用術
ショートカットキー全事典

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

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

208 ページ　価格：972 円（PDF）

キー入力がみるみる速くなる 
タイピング上達の法則

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

マイナビ出版
朝岳健二（著者）

96 ページ　価格：950 円（PDF）

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

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

マイナビ出版
朝岳健二（著者）

128 ページ　価格：953 円（PDF）

macOS Sierra
マスターブック

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

マイナビ出版
小山香織（著者）

416 ページ　価格：2,138 円（PDF）

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

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

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

288 ページ　価格：950 円（書籍）

Windows PowerShell
逆引きハンドブック

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

シーアンドアール研究所
蒲生睦男（著者）

736 ページ　価格：4,082 円（PDF）
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