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2│Macの正しい買い方・使い方

初めての人も、乗り換える人も、買い足す人も。

正しい知識があれば、
失敗せず「買える・使える」

INTRODUCTION

i PhoneやiPadといったiOSデバイス
を手にする人が増え、Macを使い始

める人も年々増えています。Apple社が
作るプロダクトは、デザインや操作体系、
UI ／ UXなどが共通しており、またそ
れぞれの連係も非常に優れていますから、
その使い勝手の良さに惚れ込んで、自然
にiOSデバイスからMacへと手を伸ばす
のは必然的な流れだといえます。新しい
iPhoneやiPadを購入したので、次はMac
だ! と思って、本書を手にした人も多いは
ずです。または使っているMacがそろそ
ろ古くなったので新しい機種を買おう! と
思っている人も中にはいるでしょう。

本書では、タイトルにあるようにMac
の正しい買い方を指南するものです。多
くのMac関連のコンピュータ書籍・ムッ
クが販売されていますが、その多くが初心
者向けを謳ったもので、肝心のMacの買
い方・選び方にフォーカスしたものは少数。
それをしっかりと伝えることが本書の目
的の1つです。Macの正しい買い方、と
いっても、そこに万人に通じる答えが書
いてあるわけではありません。求める性
能や使用する目的・環境は人それぞれで
しょうし、誰がなんといっても「自分は
とにかく高性能なもの、軽いもの、安い
ものが欲しいんだ !」といった意見もある
はずです。

Macの基本性能が上がり、現在のMac
はどのモデルを買っても一般的な作業
はなんなく行えるようになっています
し、一昔前は一般用途に向いていたMac 
BookエアやiMacといったモデルが、
今ではプロフェッショナルも利用するなど、
その使い方によっては、どんなモデルで
も万人に当てはまるほどのポテンシャル

を秘めています。ですから、本書では「こ
んな人には、こんなモデルがいい ! 」と断
言することはしません。それは、本書を
読んでご自身で判断していただければと
思います。

本書は、それを行っていただくうえで
必要となるMacの買い方・選び方のヒン
トを載せています。Macを購入するうえ
では、「外してはいけない」「知っておいた
ほうがいい」いくつかのポイントがあり
ます。それはMacの全体像だったり、ス
ペックの読み方だったり、最新テクノロ
ジーだったり、実際の購入場所だったり、
Macと一緒に購入時に買っておいたほう
がいいものだったり…。そんなの何回も
買っているからわかっているよ! という
人はいいのでしょうが、多くの人にとっ
て数年に1回の買い物ですから、「あれっ、
Macって量販店のほうが安く買えるだっ
け？」といった具合に、知識が不確かなこ
ともあるでしょう。そうしたときに、ぜ
ひ参考にしてほしいと思っています。

また、本書ではMacの買い方だけでな
く、「使い方」にもフォーカスしています。
こちらも人それぞれなのですが、Mac
にはマニュアルが付属していませんから、
けっこう「あれってどうするんだっけ？」
ということがあるんですよね。たとえば、
Macを下取りに出すにはどうするかだっ
たり、どうやって掃除をしたらいいのか
だったり、電源やバッテリはどう使うの
が正しいのかだったり…。最低限のセ
キュリティ設定、効果的なメンテナンス方
法、Mac故障時の対応ステップといった
ことも、初心者のみならず、以外とベテ
ランユーザだって覚えていないのではな
いでしょうか。

本書では、Macの買い方・使い方の両
側面から、いざというときでもこれさえ
知っておけば大丈夫! というエッセンス
だけを凝縮した作りになっています。そ
ういった意味では、いつの時代でもMac
について確認するのに便利な1冊ですの
で、Macの隣に、または書棚の中に、場
合によっては押し入れの中にでも、きち
んと取っておいていただければと思いま
す。大切なMacだからこそ、正しく使い
たい、そんな人にお読みいただければと
思います。
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iPhoneでは、「設定」アプリの［iCloud］をタップして、アイク
ラウドにサインインしているかを確認します。同期したいアプ
リが「オン」になっているかも合わせてチェックしておくとよい
でしょう。Macの場合、システム環境設定の［iCloud］パネル
で同じくサインインや同期を確認しましょう。

iPhoneとMacの
連係技完全ガイド

これさえ読めばバッチリ! 
2つのOSを上手に使いこなそう

iPhoneをMacと組み合わせて使うと、驚くようなことがたくさんできます。
iPhoneを手にすることなくMacから電話をかけたり、iPhoneで作りかけの書類をMacできれいにしたり、

MacからなくしたiPhoneを探したり…。こうした連係機能を便利に使えるのが、
アップル製品の醍醐味だといえるでしょう。すべてを知って、アップル製品をもっと便利に使いこなしましょう。

巻頭特集

MacとiPhoneの連係機能は、そのほとんど
がアップルが提供しているクラウドサービス「ア
イクラウド（iCloud）」を利用します。アップスト
アやiTunesストアを利用しているなら、アイク
ラウドも使っているはずですが、念のため設定を
確認しておきましょう。また、一部の連係機能で
はブルートゥース4.0が必須となっており、古い
MacやiPhoneでは利用できない場合があります。
対応デバイスのリストを確認しておきましょう。

MacとiPhoneの連係機能に必須!
アイクラウドのサインイン・同期をチェックしよう1

ハンドオフ（Handoff）のシステム要件

　●OS Xヨセミテ以降を搭載した次のMac
　Mac Pro（Late 2013）以降
　iMac（Late 2012）以降
　Mac mini（Late 2012）以降
　MacBook（Early 2015）以降
　MacBook Pro（Mid 2012）以降
　MacBook Air（Mid 2012）以降

　●iOS 8以降を搭載した次のiOSデバイス
　iPhone 5 以降
　iPad mini 以降
　iPad Air以降
　iPad Pro
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❶ iPhoneに電話がかかってくると、Mac上にも通知バ
ナーによって着信の知らせがあります。iPhoneにかかっ

てきた着信が、Macに転送されるイメージです。

❷ iPhoneには触れずに、Macの通知バナーにある［応答］をクリックするだけでそのまま通話できます。
電話に出られないときは［拒否］をクリック。5分後、15分後、1時間後に再通知するように設定できます。

❸ Macから電話をかける場合、サファリで開いたWEBページ上の電話番号にマ
ウスカーソルを近づけると［＞］マークが表示されるので、これをクリックすると

iPhoneを経由して電話を発信することができます。

❹ もちろん、「連絡先」アプリで受
話器マークをクリックすること

でも発信できます。これはスポットライ
ト（Spotlight）やメール署名などの場
面でも使えます。通話中のiPhoneは
ステータスバーが緑色になり、ここを
タップするとiPhoneでの通話に切り
替わります。

通話はiPhoneでしかできない…と思っている
人も多いかもしれませんが、実はMacを使って
も電話をかけることができます。

Macを使っているときにiPhoneに電話がか
かってくると、ディスプレイの右上に通知バナー
が表示され、誰から着信しているのかを教えてく
れます。これにより「作業に没頭していて、大事
な電話を見逃した！」という失敗を回避できます。
しかも、通知されるだけでなくMacで応答する
こともできます。ほとんどのMacには、ノイズ
キャンセリング対応のマイクが内蔵されているの
で、クリアな音質でスピーカフォンによる通話が
可能です。

この機能はiPhoneだけでなくiPadでも有効な
ので、いちばん近くにあるデバイスで応答できま
す。一斉にアップルデバイスが鳴動するのが煩わ
しいと思う場合にも、反応するデバイスを個別に
オン／オフできるので安心してください。

iPhoneからMacへ電話が転送できるだけで
なく、その逆も可能です。つまり、Macから
iPhoneを通じて電話をかけることができます。
ダイヤル方法は、「連絡先」アプリに登録した友だ
ちやサファリなどで開いたWEBページ上の電話
番号など、幅広く対応しています。Macの画面を
見ながらiPhoneのキーパッドで手入力する必要
はありません。もちろん、発信だけをMacで行っ
てiPhoneに持ち替えるという連係プレイも可能
です。PCから電話をかけるといえば、スカイプ

（Skype）のようなIP電話がありますが、これら
は相手も同じサービスを利用している必要があり
ます。その点、この機能では通常の音声通話が可
能になるのは大きなメリットでしょう。

iPhoneでもう電話はかけない!
これからは家ではMacで通話しよう2
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iPhoneやMacには「メッセージ」アプリが標準
で備わっています。アイクラウドのアカウントで
無料のメッセージがやりとりできるアイメッセー
ジ（iMessage）というサービスのほか、通信キャ
リアのネットワークを使うショートメッセージ
サービス（SMS）でもやりとりができます。

つまり、知り合いがiPhoneユーザでなくても
Macのキーボードを使って快適にチャットが楽し
めるのです。メッセージがアイメッセージなのか、
SMSなのかはメッセージの吹き出しの色で判別
できます（アイメッセージは青、SMSは緑）。

このメッセージのやりとりは、アイクラウドで
連係しているアップルデバイスすべてに残るので、
MacとiPhoneを行き来しても会話の流れは保た
れます。なお、実は電話番号しか知らない場合でも、
相手がiPhoneユーザであれば自動的にアイメッ
セージで送受信されるため、その場合は送信料が
かかりません。

相手がiPhoneでなくてもチャットができる！
簡単なメッセージのやりとりもMacで行おう3

MacとiPhoneなら、標準のWEBブラウザで
あるサファリを使うことで、履歴やお気に入り

（ブックマーク）が自動的に同期されます。
つまり、Macで追加したお気に入りのサイトと

iPhoneで追加したお気に入りのサイトは同じよ
うに扱われ、どのデバイスからでもシームレスに
WEBサイトをブラウジングすることができるの
です。また、フォルダ分けなどの編集も反映され
ます。サファリのインターフェイスも共通化して
おり、まさにシームレスに利用できるでしょう。

さらに、Macで開いていたタブをiPhoneで開
くことや、その逆も可能です。また、アイクラウ
ド・キーチェーンを有効にすることで、WEBサー
ビスのパスワードも同期され、自動で入力してく
れます。MacのサファリにWEBサービスのアカ
ウントを記憶させると、iPhoneでアクセスする
ときにいちいちパスワードを入力しなくて済むの
です。

WEBのブラウジングがもっとスムースに ！
サファリの「お気に入り」も自動で同期4

❶ MacからSMS ／ MMSを送りたいときは、iPhoneの「設定」
アプリにある［メッセージ］で［SMS／MMS転送］をタップします。

すると、次の画面で連係可能なほかのiOSデバイスやMacがリストアッ
プされるので、転送したいデバイスのスイッチをタップしましょう。

❶ アイクラウドでデバイスを連係していれば、特に設定をしなくても
iPhone ／ Macのサファリのお気に入りは統合されます。インターフェ

イスもよく似ているので、シームレスなWEBブラウズが可能です。連係される
のはお気に入りだけではなく、開いているタブも相互に利用できます。

❷ 次に転送するデバイス認証を行います。Macに表示され
たコードをiPhoneに入力して［許可］をタップしましょう。

これでMacにもSMSが届くようになります。

❷ 「ハンドオフ（Handoff）」機能
を使うと、Macのドックに追加

されるアイコンをクリックするだけで、
iPhoneで閲覧していたWEBサイト
を引き継げます。
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❶ iPhoneでメールを書いていて、
予想していたよりも長くなってし

まうことはよくあります。そんなときは、
Macのドックに［iPhoneから］という
吹き出しのメールアイコンが追加され
ていますので、これをクリック。すると、
iPhoneからメールが転送されてMac
上で続きが書けます。

❷ 逆に、Macから
iPhoneに引き継

ぐこともできます。ロッ
ク画面のメールアイコ
ンを上にスワイプすると、
Macからメールが転送
されます。

❸ ハンドオフ機能は、多くのアップル純正アプリで利用できます。たとえば、ナンバーズで編集中のスプ
レッドシートもiPhoneに転送できます。

❹ iPhoneのホームボタンを2回押すと、画面下に［“◯◯◯◯
（Macの名前）”から］というキャプションとともにアプリのアイ

コンが表示されます。これをタップすると、MacからiPhoneへ書類
が転送されます。

❺ ハンドオフを利用するには、Macのシステム環境設定
の［一般］パネルで［このMacとiCloudデバイス間での

Handoffを許可］にチェックが入っている必要があります。

iPhoneでメールを書いていて、だんだんと内
容が膨れ上がってしまい、ソフトウェアキーボー
ドでは対処しにくくなってしまったことはないで
しょうか。そんなときは、書きかけのメールを
Macにバトンタッチするハンドオフ機能が便利
です。つまり、書きかけのメールをiPhoneから
Macに「移行」して、ハードウェアキーボードで
しっかりと続きが入力できるのです。

このハンドオフは、標準アプリの「メール」や「メ
モ」、純正アプリの「ページズ（Pages）」「ナンバー
ズ（Numbers）」「キーノート（Keynote）」などで
有効です。Macで作成中の書類をiPhoneで修正
する、といった連係技も可能です。

iPhoneからMacへハンドオフを利用するには、
ドックに追加されるアイコンをクリックするだけ
でOKです。逆の場合は、iPhoneのロック画面
かAppスイッチャーから操作しましょう。

iPhoneで作った書きかけの書類やメールは
「ハンドオフ機能」を使ってMacで引き継ごう5



10│Macの正しい買い方・使い方

❶ エアドロップを使ってiPhoneか
ら写真をMacに送ってみましょ

う。「写真」アプリでライブラリを表示し、
［選択］をタップしてから送りたい写真
を選択します。

❷ 画 面 左 下 の
「共有」ボタン

をタップすると、中央
にエアドロップ可能
なデバイスが表示さ
れるので、これをタッ
プします。他人のデ
バイスに送るときは
相手が許可されてか
ら送信されますが、自
分のデバイスの場合
は確認なしで送信さ
れます。

❸ エアドロップで送られたファイルは、Macの場合、初期設定では［ダ
ウンロード］フォルダに保存されます。

❹ Macからエアド
ロップを使って

iOSデバイスに送信
したい場合は、対象
となるファイルを選
択してコンテキストメ
ニューを出して［共有］
→［AirDrop］を選び、
転送先のデバイスを選
びます。

❺ MacからiPhoneに
画像や動画を送ると、

「写真」アプリのライブラ
リに保存されます。URLな
らサファリで開き、アドレス
データなら「連絡先」アプリ
と、受信したデータによって
保存先が自動的に選ばれま
す。

❻ エアドロップの送信先に相手のデバイスが表示されない
場合は、エアドロップの設定を確認しましょう。Macでは

［AirDrop］ウインドウの［このMacを検出可能な相手］を［全員］
に、iPhoneではコントロールセンターで［AirDrop］をタップして
［すべての人］を選びます。

iPhoneとMacには、共通して利用できるクラ
ウド型のストレージ領域「アイクラウド・ドライブ

（iCloud Drive）」があります。
iPhoneを使って撮影した写真も、Macの「写

真」アプリが「アイクラウド・フォトライブラリ」
とつながっていれば自動的に同期されます。しか
し、インターネット経由なので同期には若干のタ
イムラグがあります。

そこで、iPhoneで撮影した写真を「今すぐに
Macに送りたい！」という場合は、「エアドロップ

（AirDrop）」を使いましょう。まず、iPhoneの「写
真」アプリで複数の写真を選び、送信先にファイ
ルを受け取りたいMacを選びます。インターネッ
トを介さずWi-Fi経由でダイレクトに送信される
ので、データ転送も高速です。

なお、エアドロップでは写真などのファイルだ
けでなく、URLのリンクや連絡先、カレンダーの
予定といったデータも送信可能です。自分のデバ
イス間だけでなく、その場にいるiPhoneユーザ
やMacユーザの知り合いとの情報交換にも活用
できます。

Macで今すぐファイルを受け取りたい!
エアドロップを活用してデバイス間で直接送受信6
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❶ 開始するには、iPhoneとMacをアイ
クラウドで連係させたうえで、メニュー

バーの［Wi-Fi］をクリックして［インターネット
共有］の区切りにあるiPhoneを選びます。

❸ インターネット共有の停止もMac
を使ってリモートで行えます。メ

ニューバーから［iPhoneとの接続を解
除］を選びましょう。

❷ iPhone側ではス
テータスバーが
青くなってイン
ターネット共有
が開始されます。

外出中にMacBookで簡単な調べ物をしたい場
合、公衆のWi-Fiスポットを探したり、別途でモ
バイルデータ通信端末を用意したりしている人は
多いのではないでしょうか？　

iPhoneにはインターネット回線をWi-Fi経由で
分配するテザリング機能があります。これを「イ
ンターネット共有」と呼んでいますが、通常、こ
の機能はスマートフォン側で有効にしたあとで、
パソコン側で接続を行います。つまり、一度スマー
トフォンをテザリングのために取り出さないとい
けません。

しかし、iPhoneとMacなら、iPhoneを操作
することなく、Macからリモートでインターネッ
ト共有を開始できます。これを「インスタント・
ホットスポット（Instant Hotspot）」機能と呼び
ます。共有を終了するときもMacから接続を解
除できますし、Macをスリープにすれば自動的に
オフになります（ほかに接続しているデバイスが
ない場合）。まるでMacに4G ／ LTEによるイン
ターネット接続機能が内蔵されているような使い
勝手が非常に便利です。外出先で大活躍する機能
でしょう。

外出先でもMacで簡単インターネット接続!
iPhoneを操作せずにテザリング機能を利用しよう7

❶ ［共有］メニューを使うと、Macの「マップ」
でピンをドロップした場所を、iPhoneに送

信することができます。送信された情報はロック
画面などに 通知されるので、これをスライドすると
iPhoneで「マップ」アプリが起動します。

❷ Macの「マップ」で調べた経路を
iPhoneに送信すれば、現地でのナ

ビゲーションとして利用できます。もちろ
ん、iPhoneからMacへの送信も可能です。

MacとiPhoneには、それぞれ独自のマップ
データを用いた「地図」アプリが標準でインストー
ルされています。この「地図」アプリで調べた場所
や経路なども、ハンドオフ機能を利用してデバイ
ス間で引き継ぐことができます。

具体的には、出掛ける前にMacで経路を調べ
たあと、それをiPhoneに引き継いで現地でのナ
ビゲーションに利用できるのです。検索履歴も残
るので、過去に調べた場所も参照できます。

さらに、「地図」アプリの位置情報はエアド
ロップすることもできるので、その場で友人の
iPhoneと位置情報をやりとりできます。もちろ
んメールやメッセージでも送れるので、待ち合わ
せにも活用できるでしょう。

Macで調べて、iPhoneでナビゲーション
地図でもハンドオフやエアドロップを使い倒そう8
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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）

Windows

初めてWindo
ws 10を使う方

、

Windows 10を
使い始めた方に

おすすめ!

各テクニックはお役立ち度で
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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