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Surface RT の紹介 

超薄型で軽量の Surface RT は、持ち運びに最適なタブレットです。 

Xbox ビデオ、ゲーム、メール、Web サーフィンなど、 楽しみ方は無

限大です。 

仕事をこなすために、Surface RT には Office 2013 RT プレビュー

版または最終版がインストールされており、 Word、PowerPoint、

Excel、および OneNote のタッチ操作に最適化されたバージョンが

含まれています。1  

1 Office のプレビュー版がインストールされている場合は、最終版が利用可能になると 

Windows Update によって自動的にインストールされます (ダウンロードは無料です

が、通信にかかる費用はお客様のご負担になります)。また、一部サポートされていな

い機能があります。詳細については、http://office.com/officeRT を参照してくださ

い。  

このガイドについて 

このガイドでは、Surface RT に関するさまざまな情報をご紹介します。  

このガイドは、全体を読んでも一部だけを読んでも役立つように構成されています。Surface に関するあらゆる情報が得られるこの

ガイドを、さまざまな場面でご活用ください。  

リーダー アプリを使ってセクション間を移動するには 

1. 画面の上端から下へスワイプし、[その他] ボタン ( ) をタップして、[ブックマーク] をタップします。  

2. ブックマークをタップして、ガイド内のセクションに移動します。 

 

リーダー アプリを使ってこのガイドを検索するには 

1. 画面の上端から下へスワイプし、[検索] ボタンをタップします。 

2. 探す内容を入力し、Enter キーを押します。 

 

http://office.com/officeRT
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Surface RT の概要 

 

ここでは、Surface RT の一部の機能について簡単に説明します。 

タッチスクリーン  スマートフォンと同じように、タッチ操作で Web やメールを閲覧できます。アスペクト比 

16:9、ClearType テクノロジ対応のタッチスクリーンは、HD ムービーの鑑賞、Web の閲

覧、および付属の Office アプリの使用に最適です。  

キーボード カバー タッチ操作以外にも、保護カバーを兼ねた 2 つのキーボードが用意されており、キーボード

をどこへでも持ち運ぶことができます (別売)。 

フロントとリアの 2 つのカメラ ビデオ通話や写真撮影に便利な 2 つのカメラが搭載されています。  

Wi-Fi および Bluetooth  ワイヤレス ネットワークに接続し、マウス、プリンター、ヘッドセットなどの Bluetooth 搭載デ

バイスを使うことができます。  

デュアル マイク マイクが内蔵されており、ビデオの撮影や通話を Surface で簡単に行うことができます。  
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キックスタンド キックスタンドを開いて作業すると、生産性を向上できます。キックスタンドを閉じれば、リラックスして楽

しむことができます。  

ステレオ スピーカー、ヘッド

セット ジャック、および音量  

Windows ストアや Internet Explorer から入手したアプリを使って、音楽、ラジオ、ポッドキャスト、オ

ーディオ ブックを楽しむことができます。  

ポート 

 

Surface には次のポートが搭載されています。 

 フルサイズ USB 2.0 ポート 

Windows RT 用として認定された USB アクセサリ (マウスやプリンターなど) を接続できます。  

 microSDXC カード スロット 

キックスタンドの背後には microSDXC カード スロットが備わっており、記憶域の追加 (最大 64 

GB) やファイルの受け渡しに使うことができます。 

 HD ビデオ出力ポート 

ビデオ アダプター (別売) を使えば、Surface を HDTV、モニター、またはプロジェクターに接続し

て、データを共有できます。 

ソフトウェア 

 

Surface には、仕事や趣味に活用できる多数のアプリが付属しています。  

 Office 2013 RT プレビュー版 

Word、Excel、PowerPoint、および OneNote のタッチ操作に最適化されたバージョンがプレイン

ストールされています。  

 アプリ 

アプリが豊富に組み込まれており、Windows ストアにはさらに多数のアプリがあります。  
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Windows RT とは 

Surface RT では、Windows RT という新しいバージョンの Windows オペレーティング システムを使用します。この新しいバージョン

の Windows は、ARM プロセッサ (携帯電話でよく使われているプロセッサ) を搭載した、薄型で軽量の PC 向けに最適化されてい

ます。 

主なメリットは、次のとおりです。 

 バッテリーが長持ち  バッテリーの継続使用時間は最大 8 時間なので、Surface RT を丸一日使用できます。 

 瞬間起動と最新の状態の維持  スマートフォンと同じように、Surface RT はメール、ソーシャル ネットワーク、およびアプリに

接続した状態を維持しており、いつでも利用を再開できます。* 

Windows RT の詳細については、Windows.com の「Windows RT: FAQ」を参照してください。 

* インターネット接続が必要です (通信にかかる費用はお客様のご負担になります)。 

 

Surface のアクセサリ 

アクセサリを使えば、Surface をさらに便利に活用できます。  

キーボード 

カバーも兼ねた独自のキーボードが 2 種類用意されています (別

売、または Surface とのセット販売もあり)。 

 タッチ カバーは、超薄型の感圧式キーボードです。トラックパッ

ドも付属しています。お好みの色とデザインをお選びいただけ

ます。ラインアップについては、Surface.com の「アクセサリ」を

参照してください。 2  

 タイプ カバーは、キーが動く従来のノート PC キーボードとトラ

ックパッド ボタンが薄型になったものです。  

どちらのキーボードでも Surface RT と Surface Pro を快適に操作

できます。 

2 お選びいただける色とデザインは発売の地域によって異なります。 

 

 

http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-rt-faq
http://www.microsoft.com/Surface/ja-JP/accessories/home#covers
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ビデオ アダプター 

Surface ビデオ アダプターを使うと、Surface を HDTV、モニター、ま

たはプロジェクターに接続できます (アダプターは別売です)。  

詳細については、このガイドの「テレビ、モニター、またはプロジェクター

への接続」のセクションを参照してください。 

 

電源アダプター 

Surface RT には、24W 電源アダプターが付属します。  

詳細については、このガイドの「バッテリーおよび電源」のセクションを

参照してください。 

 

ウェッジ タッチ マウス Surface エディション 

ポケットに楽々と入る小ささの、Surface 専用の特別なウェッジ タッ

チ マウスです。Bluetooth を使えば、Surface にワイヤレス接続でき

ます。  

詳細については、Surface.com の「ウェッジ タッチ マウス Surface エ

ディション」を参照してください。  

このマウスを Surface に接続する方法については、Surface.com の

「ウェッジ タッチ マウス Surface エディション」を参照してください。  

 

 

Surface のすべてのアクセサリについては、Surface.com の「アクセサリ」を参照してください。   

http://www.microsoft.com/Surface/ja-JP/accessories/home#mice
http://www.microsoft.com/Surface/ja-JP/accessories/home#mice
http://www.microsoft.com/Surface/ja-JP/support/touch-mouse-and-search/wedge-mouse
http://www.microsoft.com/Surface/ja-jp/accessories/home
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セットアップ 

準備が整ったら、早速 Surface をセットアップしてみましょう。  

メモ  Surface をセットアップするときは、ワイヤレス ネットワークを使用することをお勧めします。  

接続して電源を入れる 

まずは、Surface に電源を接続して電源を入れます。方法は次のとおりです。 

1. タッチ カバー キーボードまたはタイプ カバー キーボードを使う場合は、Surface に取り付けます。キーボードを Surface 

に近づけると、正しい場所にカチッと付きます。 

 

2. キックスタンドを Surface の後ろにめくります。 

3. 電源コードのプラグを壁コンセントまたは OA タップに差し込みます。 

4. 電源コードのコネクターを Surface の右下に接続します。 

 

コネクターはカチッと音がするまで差し込みます (どちらの向きでも可)。コネクターの先端の小さいライトが点灯すると、

Surface に通電しています。  

5. Surface の右上にある電源ボタンを押して離します。 
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Surface のセットアップ 

Surface の電源を初めてオンにすると、セットアップが実行されます。言語、色、Surface の名前などの項目をセットアップ中にカスタ

マイズできます。これらの項目は、後から変更することができます。  

セットアップでは、次に示す 2 つの重要な処理を行います。 

 ワイヤレス ネットワークに接続します。 

接続可能なワイヤレス ネットワークが検出および表示されます。  

 Surface のユーザー アカウントを作成します。 

Microsoft アカウント (電子メール アドレスとパスワードの組み合わせ) を使用することをお勧めします。Microsoft アカウン

トでサインインすると、SkyDrive、Outlook.com、Windows Phone、Xbox などの Microsoft サービスのコンテンツや、お

持ちの電子メール アカウント用の連絡先、カレンダーを Surface で使用できるようになります。  

Microsoft アカウントを取得済みの場合 Microsoft アカウント (旧 Windows Live ID) とは、Outlook.com、SkyDrive、Xbox 

Live、Windows Phone などの Microsoft サービスへのサインインに使う電子メール アドレスとパスワードです。これらのサービスを使

用している場合は、Microsoft アカウントを取得済みです。 

複数の Microsoft アカウントをお持ちの場合 Microsoft アカウントを複数お持ちの場合は、Surface でサインインに使用するアカ

ウントを 1 つ選ぶ必要があります。Microsoft アカウントを 1 つだけ選ぶ方法については、WindowsPhone.com の「Choose a 

Microsoft account (Microsoft アカウントの選択)」(英語のみ) を参照してください。  

ローカル アカウントおよび Microsoft アカウントの詳細については、このガイドの「アカウント」のセクションを参照してください。 

ロック画面およびサインイン 

Surface の電源を入れるか、または Surface のスリープ状態を解除すると、Windows のロック画面が表示されます。ロック画面を

解除するには、いずれかのキーを押すか、画面の下端から上へスワイプします。  

次に、Windows のサインイン画面が表示されます。この画面では、セットアップ中に作成したアカウントを使用してサインインします。

サインインの詳細については、このガイドの「サインインとサインアウト」を参照してください。 

Windows にサインインすると、スタート画面が表示されます。スタート画面については、次のセクションを参照してください。  

メモ  「基本事項」のセクションの後で、「アカウントの追加」を参照してください。  

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=279032
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=279032
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基本事項  

ここでは、新しい Windows に関する情報をいくつかご紹介します。  

重要  このガイドの他のセクションを参照しない場合でも、このセクションは必ず参照し、Surface の操作方法を確認してください。  

スタート画面: 好きなことから始めよう 

スタート画面は、あなたの基地です。スタート画面をカスタマイズし

て、必要な情報をすべて 1 か所にまとめることができます。スタート

画面のそれぞれのタイルは、あなたにとって大切な人、アプリ、Web 

サイト、再生リストなどにつながっています。  

タイルをよく見てみると、これは静的なアイコンの壁とは違います。タ

イルは、最新の情報でアニメ化されます。進捗状況の更新、天気

予報、予定などがライブで更新されるので、アプリを開く前に内容を

知ることができます。  

タイルは好きなだけスタート画面にピン留めして、自由に並べ替え

ることができます。詳細については、このガイドの「スタート画面のカ

スタマイズ」のセクションを参照してください。 

スタート画面に移動するには、次のいずれかを実行します。 

 タッチ  Surface の Windows ロゴ  を押すか、画面の右端から内側へスワイプして、[スタート] をタップします。 

 キーボード  タッチ カバーまたはタイプ カバーにある Windows ロゴ  キーを押します。  

 マウスまたはトラックパッド  ポインターを左下隅に移動します。[スタート] が表示されたら、隅をクリックします。 

 

 

 

 



  

© 2013 Microsoft  ページ 9 

 

チャーム、コマンド、およびアプリの切り替え 

画面のどこから内側へスワイプするかによって、表示される内容が異なります。 

右端から: チャーム 

チャームを表示するには、画面の右端から内側へスワイプします。検

索、共有、印刷、設定の変更など、よく行う操作はチャームから実行

できます。 

チャームは、画面の右端から内側へスワイプするだけで、画面の右側

でいつでも利用できます。  

チャームの詳細については、このセクションの後で説明します。  

 

 

上端または下端から: アプリ コマンド 

現在表示されている画面および現在の操作に関連するコマンドのバ

ーを表示するには、画面の下端から上へスワイプするか、上端から下

へスワイプします。  

たとえば、アプリを使っている場合は、そのアプリのコマンドが表示されま

す。  

 

 

 

左端から: アプリの切り替え 

開いているアプリ間を切り替えるには、画面の左端から内側へスワイプ

します。詳細については、このガイドの「アプリ間の切り替え」を参照して

ください。 
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タッチ: タップ、スライド、その他の操作 

次に、タッチを使って行うことのできる操作についてもう少し詳しく説明します。 

操作 方法 機能 

タップ 

 

アイテムを 1 回タップします。 タップしたアイテムが開きます。マウスでクリックする

のと同様です。 

押したままにする 

 

アイテムを数秒間指で押し続け、ボックスが表示

されたら離します。 

現在の操作に関連するオプションが表示されます 

(マウスの右クリックと同様)。 

 

スライドして 

スクロール 

する

 

画面上を指でドラッグします。 画面に表示されているものをスクロールします。 

ピンチまたはストレッチ  

 

親指と人差し指で同時につまむようにするか、つまん

だ指を離すように移動します。 

Web サイト、地図、画像を拡大または縮小しま

す。 
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操作 方法 機能 

回転 

 

2 本以上の指をアイテム上に置いてから、手を回転

させます。 

アイテムを回転します (回転できる場合)。 

スライドによる並べ替え 

 

アイテムをタップし、新しい場所にドラッグして離しま

す。 

マウスでドラッグする場合と同様に、アイテムを移

動します。  

スタート画面のタイルを並べ替える方法について

は、このガイドの「スタート画面のカスタマイズ」の

セクションを参照してください。 

スワイプして選択する 

 

ページをスクロールする動作と直交する方向にアイ

テムを少しだけスライドさせます (たとえば、画面を

左から右にスクロールする場合、アイテムを上また

は下にスライドします)。すばやく短い動作が適切

です。 

アプリのタイルや写真のようなアイテムを選びま

す。アプリ ウィンドウの上部または下部でこの操

作を行うと、アプリ コマンドが表示されます。 

端からスワイプする 

 

画面の端から内側へスワイプします。 詳細については、前のトピックを参照してくださ

い。 
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タッチを使って右クリックする方法 

マウスによる右クリックと同じ操作を行うには、アイテムを数秒間指で押し続け、必要なオプションが表示されたら指を離してタップしま

す。 

この操作を試すには、タッチを使ってテキストをコピーして貼り付けてみてください。 

タッチ操作によるコピーおよび貼り付け 

タッチを使ってテキストをコピーして貼り付ける方法は次のとおりです。 

テキストの選択  単語をタップします。選択範囲を広げるには、丸いマークを押し続け、指をスライドします。必要な範囲を選択

したら、指を離します。 

コピー  次に、強調表示されたテキストをタップして、[コピー] をタップします。 

貼り付け  テキストを挿入する場所に移動します。指で数秒間押し続け、オプションが表示されたら離し、[貼り付け] をタップし

ます。  

ヒント   

Ctrl + C キーでコピー、Ctrl + V キーで貼り付けを実行することもできます。 

 

チャーム: 検索、共有、スタート、デバイス、および設定  

チャームはいつでも呼び出すことができ、検索、リンクや写真の共有、印刷、設定の変更など、よく行う操作をチャームから実行でき

ます。チャームは状況に応じて表示されます。つまり、実行できる操作は現在の表示画面によって異なります。たとえば、スタート画

面から設定チャームを開くと、スタート画面に関連する設定が表示されます。また、アプリから設定チャームを開くと、そのアプリの設定

が表示されます。  

検索、共有、スタート、デバイス、および設定の 5 つのチャームは、画面の右側からいつでも利用できます。  
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チャームを開く方法は次のとおりです。  

タッチ 

 

 
 

 

 

右端から内側へスワイプして、必要なアイテムをタップします。  

マウス 

 

  
 

 

 

ポインターを右上隅または右下隅に移動し、上または下に動かして必要なアイテ

ムをクリックします。 

キーボード 

 

 

 

 

 

 

 

Windows ロゴ キー  + C キーを押します。特定のチャームを開くには、タッチ カ

バーまたはタイプ カバーの 1 行目にあるいずれかのチャーム キーを押します。 



  

© 2013 Microsoft  ページ 14 

 

 

チャームを使用すると、次の操作を実行できます。 

 

 

検索  どのような項目でも検索できます。使用中のアプリ、他のアプリ、または Surface のアプリ、設定、ファ

イルを検索できます。詳細については、このガイドの「検索する方法」のセクションを参照してください。  

 

共有  使用中のアプリから離れずに、ファイルや情報を知り合いと共有したり他のアプリに送ることができま

す。メールで家族に写真を送ったり、メモを取ったアプリ (OneNote など) へのリンクを送ったりできます。詳細

については、このガイドの「写真、リンク、その他を共有する」のセクションを参照してください。 

 

 

スタート  スタート画面に移動します。また、既にスタート画面を表示している場合にこのチャームを選ぶと、

最後に使用していたアプリに切り替わります。 

 

 

デバイス  Surface に接続しているデバイスを使います。アプリから印刷したり、新しいホーム ムービーをテレビ

にストリーミングしたりできます。 

 

 

設定  アプリおよび Surface の設定を変更します。  

設定を開くと、現在の表示画面に応じて、右上隅のアイテムが変わります。たとえば、アプリから設定を開く

と、そのアプリの設定が表示されます。  

設定を開くと、右下隅には常に同じアイテムが表示されます。ここには、ネットワーク接続、音量、明るさ、通

知、電源 (シャットダウンおよび再起動)、キーボードなどの PC 設定があります。詳細については、このガイド

の「設定の変更」のセクションを参照してください。  

慣れ親しんだデスクトップ 

次に、従来の Windows のデスクトップの表示方法について説明します。タスク バー、フォルダー、アイコンのある Windows デスクト

ップを Surface でも使用できます。このデスクトップには、新しいタスク バーや簡略化されたファイル管理が導入されています。 
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デスクトップを表示するには 

 タッチ操作の場合 スタート画面で、[デスクトップ] (タイル) 

をタップまたはクリックします。  

 キーボードを使う場合 Windows ロゴ キー  + D キー

を押します。  

 

Office アプリはデスクトップで実行します。また、ファイルをコピーしたりコントロール パネルを使用したりするには、デスクトップに移動

する必要があります。Surface またはネットワーク上に保存したファイルやフォルダーを参照するには、エクスプローラーというアプリ (旧 

Windows エクスプローラー) を使います。詳細については、このガイドの「ファイルおよびフォルダー」のセクションを参照してください。 

ヒント 

Surface またはキーボードの Windows ロゴ  を押すと、デスクトップから簡単にスタート画面に戻ることができます。デスクトップと

スタート画面を切り替えるには、Windows ロゴ キー  + D キーを使用してデスクトップに移動し、Windows ロゴ キー  を使用

してスタート画面に移動します。 

検索する方法 

検索チャームを使うと、アプリ、設定、およびファイルを探すことができます。スタート画面では、検索する内容の入力を開始するだけ

です。方法は次のとおりです。 

 スタート画面で、検索する内容を入力します。入力すると同時に、検索結果が更新されます。既定ではアプリが検索され

ますが、探す内容に応じて、設定またはファイルを選択できます。  

また、検索チャームを使ってアプリ内を検索することもできます。たとえば、検索チャームでは、ミュージック アプリ内の曲を探すことがで

きます。  

メール アプリ内のメッセージを検索するには 

1. スタート画面で、[メール] をタップまたはクリックしてメール アプリを開きます。 

2. 電子メール アカウントが複数ある場合は、左下隅でアカウントを 1 つ選択します。 

3. 検索チャームを開いて、検索ボックスに探す内容を入力します。 

インターネットを検索するには 

 検索チャームを開いて、検索ボックスに探す内容を入力し、アプリの一覧から Internet Explorer を選択します。  

 



  

© 2013 Microsoft  ページ 16 

 

ヒント 

 検索の設定の変更: 設定チャームを開いて、[PC 設定の変更] をタップまたはクリックします。[検索] をタップまたはクリック

します。  

 エクスプローラーを使ってファイルを検索することもできます。詳細については、Windows.com の「エクスプローラーでファイル

を検索する」を参照してください。  

http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/search-file-explorer
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/search-file-explorer
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Surface について知る 

次に、Surface についてもう少し詳しく説明します。  

電源状態: オン、オフ、スリープ、および再起動 

ここでは、Surface の電源状態について説明します。  

 

 

オン、オフ、スリープ、および再起動 

オンまたはスリープの状態

の解除 

Surface の電源がオフの場合は、電源ボタンを押して離します。何も起こらない場合は、

Surface の充電が必要な可能性があります。電源アダプターを接続して、もう一度電源ボタンを

押します。  

オフ 設定チャームを開いて、[電源]  をタップまたはクリックし、[シャットダウン] を選択します。サイ

ンイン画面にある電源アイコン (右下隅) をタップまたはクリックして、すばやくシャットダウンすること

もできます。 

スリープ Surface の電源がオンの場合は、電源ボタンを押して離すか、タイプ カバーまたはタッチ カバーを

閉じます。  

再起動  設定チャームを開いて、[電源]  をタップまたはクリックし、[再起動] を選択します。 

スリープ  

Surface の電源を完全にオフにする (シャットダウンする) 必要はありません。Surface を数分間使わないでいると、スマートフォンと同

じように、画面が消えてロックされます。この場合、Surface はコネクト スタンバイ モードになっています。つまり、Surface がワイヤレス 

ネットワークに接続されたまま、使われるまで待機しています。アプリの通知はロック画面に表示されるので、新着メールの件数などの

更新内容をすばやく確認できます。 

画面を暗くするまでの時間と電源を切るまでの時間を変更する 

画面を暗くするまでの時間と電源を切るまでの時間を変更できます。方法は次のとおりです。  

1. 検索チャームを開いて、「電源プランの編集」と入力し、[設定] をタップまたはクリックします。 



  

© 2013 Microsoft  ページ 18 

 

2. 検索結果から [電源プランの編集] をタップまたはクリックします。 

3. Surface がバッテリーで実行している場合と電源アダプターを接続している場合に使いたいディスプレイ設定を選びます。  

4. [変更の保存] をタップまたはクリックします。 

メモ   

電源プランは、Surface の電源の使用方法を制御するハードウェアおよびシステムの設定の集まりです。電源プランの詳細について

は、Windows.com の「電源プラン: よく寄せられる質問」を参照してください (Surface RT ではコネクト スタンバイをサポートします)。 

スリープ状態の解除  

Surface のスリープ状態を解除するには、次の手順に従います。  

1. 次のいずれかを実行します。 

 電源ボタンを押すか、カバーを開きます。  

 いずれかのキーまたは Surface の Windows ロゴ  を押します。  

ロック画面が表示され、何らかの更新があったアプリの通知 (たとえば、新着メールがある場合はメール アイコン) が表示さ

れます。詳細については、このガイドの「通知」を参照してください。 

2. 画面の下端から上へスワイプするか、いずれかのキーを押して、Surface のロックを解除します。  

3. 表示されたサインイン画面にパスワードを入力すると、Surface が使えるようになります。サインインの詳細については、この

ガイドの「サインインとサインアウト」のセクションを参照してください。 

ヒント 

 Surface のロックを解除するためにパスワードの入力が必要になるまでの時間を設定できます。詳細については、このガイド

の「パスワードの入力を必要にする」を参照してください。 

 

ロック 

Surface をロックするには、次のいずれかを実行します。 

 電源ボタンを押すか、カバーを閉じます。 

 スタート画面の右上隅にある自分の名前をタップまたはクリックして、[ロック] をタップまたはクリックします。  

http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/power-plans-faq
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タッチスクリーン 

対角 10.6 インチのマルチタッチ ディスプレイは、アスペクト比が 16:9 で、HD ビデオの視聴やアプリを左右に並べて同時作業するの

に最適です。スマートフォンと同じように、画面をタッチして Surface を操作できます。たとえば、指で下にドラッグするとページをスクロ

ールできます。タッチ操作の使い方の詳細については、このガイドの「タッチ: タップ、スライド、その他の操作」を参照してください。 

画面の回転 

Surface を回転させたときに、新しい向きに合わせて画面のコンテンツが自動的に回転します。たとえば、Web ページを閲覧する場

合に横向きで使ったり、本を読む場合に縦向きで使ったりできます。 

 

画面の向きをロックする  

画面を自動的に回転させたくない場合は、向きをロックできます。方法は次のとおりです。 

1. Surface を回転させて、希望の向きになるようにします。 

2. 設定チャームを開いて、[画面] をタップまたはクリックします。 

3. 画面の回転アイコン (矢印付きの四角形) をタップまたはクリックします。  

画面の回転がロックされている場合、画面アイコンに鍵が表示されます。  
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画面の明るさ  

既定では、Surface は、光の条件に応じて画面の明るさを自動的に調整します。これを変更したり、好みの明るさに設定したりでき

ます。方法は次のとおりです。 

1. 設定チャームを開いて、[PC 設定の変更] をタップまたはクリックします。 

2. [全般] をタップまたはクリックします。 

3. [画面] までスクロールして、[画面の明るさを自動的に調整する] を [いいえ] に設定します。 

画面の明るさを手動で調整するには 

 設定チャームを開いて、[画面] をタップまたはクリックし、スライダーを動かして明るさを調整します。 

その他の画面設定 

画面を暗くするまでの時間と電源を切るまでの時間を変更したり、Surface をスリープ モードに移行したりするには、このガイドの「画

面を暗くするまでの時間と電源を切るまでの時間を変更する」を参照してください。 

検索チャームを使うと、その他の設定を探すことができます。方法は次のとおりです。 

 検索チャームを開いて、「ディスプレイ」と入力し、[設定] をタップまたはクリックします。検索結果から設定を選びます。  

Surface をセカンド モニターに接続する 

必要に応じて、Surface をセカンド モニターに接続できます。詳細については、このガイドの「テレビ、モニター、またはプロジェクターへ

の接続」を参照してください。 

アカウントの追加 

Surface を入手したら、最初に Outlook.com、Gmail、Facebook、Twitter、LinkedIn など、お使いのアカウントを追加しておくと

便利です。アカウントを追加すると、お使いの連絡先、カレンダー、電子メールがメール、People、カレンダー アプリに表示されます。

SkyDrive、Facebook、Flickr などのサービスから写真やファイルを簡単に入手することもできます。 
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電子メール アカウントを追加する 

Outlook、Gmail、AOL、Yahoo!、および仕事用メール (Exchange Activesync) の

アカウントを追加できます。  

電子メール アカウントを追加するには 

1. スタート画面で、[メール] をタップまたはクリックしてメール アプリを開きます。 

2. 画面の右端から内側へスワイプして、[設定] をタップまたはクリックします。 

3. [アカウント] をタップまたはクリックします。  

4. [アカウントの追加] をタップまたはクリックし、追加するアカウントの種類を選択して、画面の指示に従います。 

5. 電子メール アカウントごとに手順 2 ～ 4 を繰り返します。 

ほとんどのアカウントは、ユーザー名とパスワードだけで追加できます。その他の詳細を求められる場合もありますが、通常、電子メー

ル アカウントの Web サイトで見つけることができます。  

メール アプリの使用中に設定チャームを開いて、[アカウント] を選択し、変更するアカウントを選択すれば、電子メール アカウントの

設定をいつでも変更できます。  

電子メール アカウントを追加すると、次のようになります。 

 People アプリに電子メール アカウントから取得した連絡先が表示されます。  

 カレンダー アプリに予定が表示されます。最新バージョンのメール アプリを使用している場合、Google カレンダーはカレンダ

ー アプリと同期されません。詳細については、以降のセクションを参照してください。  

POP メール 

メール アプリは、POP (Post Office Protocol) を使用する電子メール アカウントに対応していません。電子メール アカウントで POP 

を使用する場合は、Windows.com の「Windows 8 および Windows RT で POP 利用の電子メール アカウントを使用する」で

説明されているオプションを参照してください。 

Google メール 

Google メール、連絡先、およびカレンダーを同期する方法については、Windows.com の「Google サービスを Windows と同期

する方法」を参照してください。 

Microsoft Exchange アカウント 

Microsoft Exchange アカウントを設定したり、接続の問題をトラブルシューティングしたりする方法については、「How to 

configure an Exchange account (Exchange アカウントを構成する方法および Windows 8 と Windows RT のメール アプリの 

Exchange アカウントの接続に関する問題をトラブルシューティングする方法)」を参照してください。 

http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/pop-email-accounts
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/use-google-windows-8-rt
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/use-google-windows-8-rt
http://support.microsoft.com/kb/2784275/ja
http://support.microsoft.com/kb/2784275/ja
http://support.microsoft.com/kb/2784275/ja
http://apps.microsoft.com/windows/app/64a79953-cf0b-44f9-b5c4-ee5df3a15c63
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Outlook Express、Windows Mail、または Windows Live Mail 

Outlook Express、Windows Mail、または Windows Live Mail を使っていた場合は、メールとアドレス帳を以前の PC からクラウ

ドに移動できます。クラウドへの移行が完了すると、Surface のメール アプリと People アプリでメールや連絡先にアクセスできます。メ

ールとアドレス帳をクラウドに移動する方法については、Windows.com の「Move your mail and contacts off your old PC (以

前の PC のメールと連絡先の移動)」を参照してください。 

People アプリにソーシャル ネットワーク アカウントを追加する 

Facebook、Twitter、LinkedIn などのソーシャル ネットワーク アカウントを追加すると、そのアカウントの最新の更新情報、ツイート、

写真がすべて 1 か所 (People アプリ) に表示されます。ソーシャル ネットワーク アカウントを追加するには、次の手順に従います。 

1. スタート画面で、[People] をタップまたはクリックします。  

2. 画面の右端から内側へスワイプして、[設定] をタップまたはクリックします。 

3. [アカウント] をタップまたはクリックします。  

4. [アカウントの追加] をタップまたはクリックし、追加するアカウントの種類を選択して、画面の指示に従います。  

フォト アプリにフォト サービスを追加する 

フォト アプリには Surface に保存された写真が自動的に表示されますが、SkyDrive、Facebook、または Flickr から写真を追加す

ることもできます。方法は次のとおりです。  

1. スタート画面で、[フォト] をタップまたはクリックします。  

2. 追加するフォト サービス (SkyDrive、Facebook、Flickr など) のタイルをタップまたはクリックします。 

3. 画面の指示に従ってアカウントを追加します。 

新しいアカウントで写真が表示されるまで数分間かかる場合があります。 

スクリーン キーボード  

Surface では、必要に応じて画面上にタッチ キーボードが表示されます。  

キーボードを表示する 

スクリーン キーボードを使う場合は、カバーを折りたたむか取り外します。次に、入力したい場所をタップします。これで、スクリーン キ

ーボードが表示されます。 

http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/move-contacts-mail#1TC=t1
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/move-contacts-mail#1TC=t1
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デスクトップからキーボードを表示する 

デスクトップ上では、スクリーン キーボードは自動的には表示されません。代わりに、タスク バー (画面の右下隅) にあるキーボード ア

イコンをタップまたはクリックする必要があります。  

スクリーン キーボードを手動で開くには 

1. 設定チャームを開いて、[キーボード] (右下隅) をタップまたはクリックします。 

2. [タッチ キーボードと手書きパネル] をタップまたはクリックします。 

キーボードを非表示にする 

スクリーン キーボードを非表示にするには 

 テキストを入力できない領域をタップします。 

- または - 

 右下隅のキーボード ボタンをタップして、下矢印付きの画像をタ

ップします (画像を参照)。  

ヒント 

 キーボード ショートカットを使用するには、Ctrl キーをタップしてから別のキーをタップします。たとえば、Ctrl + C キーでコピー

し、Ctrl + V キーで貼り付けることができます。 

 ↑キーをダブルタップして、CapsLock のオン/オフを切り替えます。  

 Space キーをダブルタップして、ピリオドを自動的に挿入します。  

スクリーン キーボードの設定を変更する 

スクリーン キーボードの設定を PC 設定で変更できます。方法は次のとおりです。  

1. 設定チャームを開いて、[PC 設定の変更] をタップまたはクリックします。  

2. [全般] をタップまたはクリックして、[タッチ キーボード] の設定を変更します。  

サウンド機能 

Surface にはステレオ スピーカーとヘッドセット ジャックが内蔵されています。音楽を聴いたり、映画を視聴できます。また、マイクも内

蔵されているので、電話をしたりビデオを撮影したりする際に便利です。  

ボリュームを調整する 

ボリュームは次のところで調整できます。 

http://www.microsoft.com/surface/ja-jp/support/surface-with-windows-RT/getting-started/listen-to-music-on-Surface
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 ボリューム ロッカー  Surface の左端にあるボリューム ロッカーを使います。 

 タッチ カバーおよびタイプ カバー  音量を下げるまたは上げるキー (タイプ カバーでは F2 または F3 キー) を押します。  

 スタート画面  設定チャームを開いて、サウンド アイコンをタップし、スライダーを調整します (ボリューム ロッカーを使うのと同

じです)。  

 デスクトップ  タスク バーのサウンド アイコンをタップします。 

 アプリ  アプリ内にボリューム コントロールが用意されているものもあります。 

ヒント   

 すばやくオーディオを一時停止するには、ボリューム ロッカーを押して、画面に表示される一時停止ボタンをタップします。  

 すばやくオーディオを消音するには、タッチ カバーまたはタイプ カバーの消音キー (F1 キー) を押します。 

 

 

 

タイプ カバーのメディア キー: 消音、音量を下げる、音量を上げる、および再生/一時停止 

サウンド アクセサリを追加する 

ヘッドセット ジャックは、オーディオ出力およびマイク入力として機能します。ヘッドホンやマイク付きのヘッドセットをヘッドセット ジャック

または USB ポートに接続できます。より大きな音にするには、外部 USB または Bluetooth のスピーカーを接続します。詳細につい

ては、このガイドの「デバイスおよびプリンターの追加、表示、および管理」のセクションを参照してください。  

バッテリーおよび電源 

Surface RT には、継続使用時間が最大 8 時間のリチウムイオン電池が内蔵されています。 

Surface を数分間使わないでいると、スマートフォンと同じように、画面が消えてロックされます。この場合、Surface はコネクト スタン

バイ モードになっています。つまり、Surface がインターネットに接続されたまま、使われるまで待機しています。 

バッテリー残量を確認する 

バッテリーの状態は、複数の異なる場所に表示されます。  
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 ロック画面  Surface のスリープ状態を解除すると、ロック画

面にバッテリーの状態が表示されます (左下隅)。  

 チャーム  画面の右端から内側へスワイプすると、画面の左

下隅にバッテリーの状態が表示されます (画像を参照)。  

 

 デスクトップ タスク バー  デスクトップでは、タスク バーにバッテリーの

状態が表示されます (右下隅)。充電に関する情報やバッテリーの

状態 (バッテリー残量など) を確認するには、バッテリー アイコンをタッ

プまたはクリックします。  

バッテリー残量が少なくなると、Windows から通知されます。通知が表

示されたら、必ず電源アダプターを取り付けてください。バッテリーを再充

電しないと、最終的に、Surface は作業を保存してシャットダウンします。 

Surface を充電する 

Surface を使い終わった場合や、バッテリー残量が少なくなった場合は、付

属の 24W 電源アダプターを使用して Surface を充電します。  

接続すると、コネクターの先端の小さいライトが点灯し、Surface に通電し

ていることを示します。  

Surface が充電されていることを確認するには、画面の右端から内側へス

ワイプして、左下隅に表示されるバッテリーの状態を参照します。充電中

は、バッテリー アイコンが電気プラグと共に表示されます。Surface RT のバ

ッテリーが空の状態から完全に充電されるまで 1 ～ 2 時間かかります。充電しながら Surface を使っている場合は、さらに長くなり

ます。 

USB 充電ポート付き 48W 電源アダプター 

USB 充電ポートを備えた 48W 電源アダプターを別途購入できます (48W 電源

アダプターは、国や地域によってはご利用いただけないことがあります。詳細について

は、Surface.com の「電源」を参照してください)。USB 充電ポートは、Surface を

充電しながら、電話などの他のデバイスを充電するのに使えます。  

  

http://www.microsoft.com/Surface/ja-JP/accessories/home#power-supply
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メモ  USB ポートは充電専用です。USB 充電ポートに接続したデバイスは、Surface からは認識されません。USB デバイスを使用

する場合は、そのデバイスを Surface の USB ポートに接続します。詳細については、このガイドの「デバイスおよびプリンターの追加、

表示、および管理」のセクションを参照してください。 

24W 電源アダプターを追加購入することもできます。  

電源アダプターの詳細については、Surface.com の「電源」を参照してください。 

写真、リンク、その他を共有する  

共有チャームは、ファイルや情報を知り合いと共有したり他のアプリに送ったりするための簡単な方法です。どこからでも利用できるの

で、最新の休暇の写真や読んでいる記事などを共有するために、作業を中断する必要はありません。共有方法としては、何人かの

相手にだけ教えるか、ソーシャル ネットワーク全体に公開するか、後で参照するために情報を別のアプリに送信するかを選択できま

す (たとえば、OneNote を使用して情報を共有できます)。 

アプリの 1 つを使っていて共有したいものを見つけたら、共有チャームを使います。方法は次のとおりです。 

リンクを共有する 

1. 共有する Web ページにアクセスします。  

2. 次の方法で共有チャームを開きます。  

 画面の右端から内側へスワイプして、[共有] をタップします。  

- または - 

 タッチ カバーまたはタイプ カバーにある共有キーを押します。 

共有する頻度の高い人、アプリ、およびデバイスの一覧と、共有可能なアプリの一覧が表示されます。たとえば、ソーシャル 

ネットワーク上のリンクを共有するには、[People] をタップして、[Twitter] または [Facebook] を選択し、必要に応じてメモ

を入力して、[投稿] アイコンをタップまたはクリックします。 

メモ 

 共有チャームの一覧に表示されるアプリを変更したい場合は、設定チャームを開いて、[PC 設定の変更] をタップまたはクリ

ックし、[共有] をタップまたはクリックします。  

 共有チャームを使って、デスクトップから共有することはできません。  

写真を共有する 

1. フォト アプリを開いて、共有する写真を探します。 

2. 次の方法で写真を選びます。 

http://www.microsoft.com/Surface/ja-JP/accessories/home#power-supply
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タッチ操作の場合  目的の写真を下にスワイプして選びます。 

マウスを使う場合  目的の写真を右クリックして選びます。 

3. 次の方法で共有チャームを開きます。  

 画面の右端から内側へスワイプして、[共有] をタップします。  

– または - 

 タッチ カバーまたはタイプ カバーにある共有キーを押します。  

共有する頻度の高い人、アプリ、およびデバイスの一覧と、共有可能なアプリの一覧が表示されます。たとえば、電子メー

ルを使用して共有するには、[メール] をタップして電子メール アドレスを入力し、[送信] アイコンをタップまたはクリックします。  

ヒント   

 Facebook や Twitter などのソーシャル ネットワークで 1 枚または複数の写真を共有するには、写真を SkyDrive に保存

する必要があります。SkyDrive アプリを使用して写真をアップロードし、写真を選択して共有チャームを開きます。次に、

[People] を選択します。  

設定の変更 

Surface の設定を確認および変更するには、コントロール パネル、PC 設定、検索など、複数の方法があります。よく使われる設定

は PC 設定に含まれているので、最初に確認しておいてください。  

PC 設定 

PC 設定にアクセスする方法は、次のとおりです。 

1. 右端から内側へスワイプして、[設定] をタップまたはクリックします。ネットワーク接続、音量、明るさ、通知、電源、キーボー

ドなどの設定が右下隅に表示されます。 

2. その他の設定を確認するには、[PC 設定の変更] をタップまたはクリックします。  
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検索を使用する 

設定がどこにあるかわからない場合は、検索を使用して設定を探すことができます。方

法は次のとおりです。  

 右端から内側へスワイプして、[検索] をタップまたはクリックします。検索ボック

スに用語や語句を入力し、検索ボックスの下にある [設定] をタップまたはクリ

ックします。検索条件に一致するアイテムが表示されます。  

たとえば、サウンド関連の設定を探すには、検索ボックスに「サウンド」と入力

します。[設定] アイコン (歯車の画像のアイコン) 付きのアイテムの設定は、

[PC 設定] で行うことができます。その他の設定は、デスクトップのコントロール 

パネルで開きます。  

コントロール パネル 

コントロール パネルも利用できます。コントロール パネルを開く方法は次のとおりです。 

スタート画面から:   

 「コントロール パネル」と入力して、検索結果の [コントロール パネル] をタップまたはクリックします。  

 

デスクトップから: 

 タッチ操作で右端から内側へスワイプして、[設定] をタップし、[コントロール パネル] をタップします。  

 マウスで画面の左下隅をポイントします。スタート画面が表示されたら、画面の隅を右クリックして、[コントロール パネル] を

クリックします。   

コントロール パネルをタスク バーにピン留めしてアクセスを簡単にすることもできます (コントロール パネルを開き、タスク バー

のコントロール パネル アイコンを右クリックして、[タスク バーにピン留めする] を選択します)。 

メモ  Surface で Microsoft アカウントを使用している場合は、使用する Windows 8 または Windows RT のすべての PC 間で

設定を同期できます。詳細については、このガイドの「PC 設定の同期」のセクションを参照してください。 
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タッチ、キーボード、マウス、およびペン 

Surface では、タッチ、キーボード、マウス、およびペンを簡単に切り替えて、必要な場合にいつでも使うことができます。  

タッチ  

指を使って Surface を操作できます。たとえば、スタート画面上を指でドラッグしてスクロールし、タイルをタップして開きます。  

 タッチ操作の詳細については、このガイドの「タッチ: タップ、スライド、その他の操作」を参照してください。  

 スクリーン キーボードを使用する方法については、「スクリーン キーボード」を参照してください。 

 

キーボード 

Surface 用のキーボード カバーは 2 種類あります (タッチ カバーまた

はタイプ カバー)。  

どちらのキーボードもマグネットで Surface 本体に取り付けます。タッ

チ カバーまたはタイプ カバーを取り付けるには、Surface にカバーを近

づけるだけです。タッチ カバーが近づくと、所定の場所に引き寄せられ

てカチッと留まります。 

取り付けたキーボード カバーはそのまま固定されます。キーボード カバ

ーは、必要に応じて簡単に取り外すことができます。Surface 本体からキーボードを引き離すだけです。  

タッチ カバーまたはタイプ カバーをタッチスクリーンの背後に折りたたむと、キーボード入力が無効になります。このため、誤ってキーボー

ドで入力してしまうことはありません。  

 

カバーを折りたたんでいるときにテキストを入力するには、スクリーン キ

ーボードを使います。テキスト フィールドなどの入力領域をタップすると、

スクリーン キーボードが表示されます。詳細については、このガイドの

「スクリーン キーボード」のセクションを参照してください。 

タッチ カバーを閉じると、画面が消えます。カバーは、持ち運び中のタ

ッチスクリーンの保護に役立ちます。カバーを開くと、Surface のスリー

プ状態が解除されます。  
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タッチ カバー 

タッチ カバーは Surface を保護するだけのものではありません。ユニークなデザインのキーボードでもあります。タッチ カバーで入力中、

手をタッチ カバーのキーの上に載せておくことができます。タッチ カバーは、キーをたたいたときだけキーが押されたことを検出します。他

のキーボードで入力するようにタッチ カバーで入力することができます。 

既定では、タッチ カバーのキーをたたくと音が鳴ります。これで、タッチが、キーが押されたと認識されたことがわかります。入力時の音

の再生をオフにするには、次の手順に従います。 

1. 設定チャームを開いて、[PC 設定の変更] をタップまたはクリックします。  

2. [全般] をタップまたはクリックします。  

3. [タッチ キーボード] までスクロールします。[入力時にキー音を鳴らす] のスライダーをオフになるまで動かします。  

ファンクション キー 

ファンクション キー (F1 ～ F12) を使いたい場合は、Fn キーをタッチ カバーの一番上の行にあるキーと組み合わせて使います。たとえ

ば、F1 の場合、Fn キーと消音キーを同時に押します。  

ファンクション キー 押すキー   ファンクション キー   押すキー 

F1 Fn + 消音  F9   Fn + Home 

F2 Fn + 音量を下げる  F10   Fn + End 

F3 Fn + 音量を上げる  F11   Fn + PageUp 

F4 Fn + 再生/一時停止  F12   Fn + PageDown 

F5 Fn + 検索  PageUp   Fn + ↑ 

F6 Fn + 接続  PageDown   Fn + ↓ 

F7 Fn + デバイス  Home   Fn + ← 

F8 Fn + 設定  End   Fn + → 

 

  

http://www.microsoft.com/surface/ja-jp/support/surface-with-windows-RT/getting-started/get-to-know-windows-RT
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タイプ カバー  

タイプ カバーは、キーが動く従来のキーボードが薄型になったものです。ノート PC キーボードで入力する場合のような速さと感覚

が得られます。  

タッチ カバー キーボードと同じように、タイプ カバーは磁気部分をカチッと音がするまで差し込むことで、Surface のカバーとしての役

割も果たします。タイプ カバーを使うと、タブレットからノート PC に早変わりします。 

 

トラックパッド 

タッチ カバーとタイプ カバーには、マウスのように使えるトラックパッドが備わっています。ノ

ート PC のように、トラックパッド上を指でドラッグして、画面上のポインターを移動できま

す。  

 

 

トラックパッドのジェスチャ 

操作 トラックパッドのジェスチャ 

画面上のポインターの移動 トラックパッド上を指でドラッグします。  

左クリック 

トラックパッド上の任意の場所を 1 本指でタップします。 

- または - 

左トラックパッド ボタンを押します。 

右クリック 

トラックパッド上の任意の場所を 2 本指でタップします。 

- または -  

右のトラックパッド ボタンを押します。 

左クリックしてドラッグ 

左トラックパッド ボタンを押したまま、任意の方向に指をスライドさせます。 

- または - 

1 本指でタップしてから、タップして任意の方向にスライドします。 

スクロール  2 本指を水平または垂直にスライドさせます。 

アプリのコマンドの表示 トラックパッド上の任意の場所を 2 本指でタップします。 
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トラックパッド設定を変更する方法 

トラックパッド設定アプリは、Windows ストアから入手できます。アプリをインストールするには、次の手順に従います。 

1. ストア アプリを開き、「トラックパッド設定」と入力します。  

2. 検索結果から [トラックパッド設定] をタップまたはクリックし、[インストール] をタップまたはクリックします。 

3. インストールしたら、トラックパッド設定アプリを開きます。 

トラックパッド設定アプリで変更できる設定は次のとおりです。 

トラックパッド設定 機能 

トラックパッド トラックパッドをオン/オフにします。  

タップ ジェスチャ 左クリックするには 1 本指でタップ、右クリックするには 2 本指でタップ、テキス

トを選ぶにはタップしてから指をスライドさせます。 

スクロール 2 本指で垂直または水平にスクロールします。 

スクロールする方向にフリップ スクロールする方向または逆方向にフリップします。 

トラックパッド設定アプリが機能しない 

トラックパッド設定アプリがタッチ カバーまたはタイプ カバーを検出しない場合、次の操作を行ってください。 

1. スタート画面で、「更新」と入力し、[設定] をタップまたはクリックして、[更新プログラムを今すぐチェックする] をタップまたはク

リックします。  

2. 検索チャームを開いて、「デバイス」と入力し、[設定] をタップまたはクリックします。 

3. 検索結果から [デバイスとプリンター] をタップまたはクリックします。  

4. [最新の情報に更新] (検索ボックスの横にある環状矢印) を 3 回タップします。  

5. もう一度トラックパッド設定アプリを使ってみます。  
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マウス 

マウスが必要な場合は、タッチ カバーまたはタイプ カバーのトラックパッドを

使用するか、USB または Bluetooth のマウスを接続できます。  

 USB マウスを使用するには、トランシーバーを Surface の USB 

ポートに差し込みます。  

 Bluetooth マウスを使用するには、このガイドの「Bluetooth デバ

イスを追加する」のセクションを参照してください。 

 Windows RT 用として認定されたマウスであることを確認してくだ

さい。 

マウスの設定を変更する 

マウスの動作を変更するには、次の手順に従います。  

1. 検索チャームを開いて、検索ボックスに「マウス」と入力し、[設定] をタップまたはクリックします。  

2. 検索結果から [マウス] をタップまたはクリックします。 

3. マウスの設定を変更します。  

たとえば、マウス ポインターの速度を変更するには、[ポインター オプション] タブをタップまたはクリックして速度を調整します。

Microsoft マウスを使用している場合は、Microsoft マウス キーボード センターでマウスの設定を変更することもできます。  

静電容量式ペン 

Surface RT では、静電容量式ペンまたはスタイラス (別売) も使用できます。静電容量式ペンは、タッチスクリーン上で指の代わりに

使えるペンです。  

ペンを使って描画、書き込み、テキストの強調表示を行う (Office アプリではインクと呼びます) 方法については、Office.com の

「Windows タブレットでペンを使って描画、書き込み、テキストの強調表示を行う」を参照してください。  

Surface Pro に付属のデジタル ペンは、Surface RT では使えません。  

  

http://www.microsoft.com/surface/ja-jp/support/surface-with-windows-RT/getting-started/add-a-bluetooth-device
http://office.microsoft.com/ja-jp/excel-help/use-a-pen-to-draw-write-or-highlight-text-on-a-windows-tablet-HA103986634.aspx?CTT=1
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アカウント  

ユーザー アカウントは、Surface を操作したり Windows RT を自由にカスタマイズするための設定の集まりです。Surface を使用す

るには、お使いのユーザー アカウントでサインインします。 

ユーザー アカウントにはローカル アカウントと Microsoft アカウントの 2 種類があります。Microsoft アカウントを使用することをお勧

めします。 

持っているアカウントの種類を確認する 

使っているアカウントの種類を確認するには 

1. 設定チャームを開いて、[PC 設定の変更] をタップまたはクリックします。 

2. [ユーザー] をタップまたはクリックします。名前の下にお使いのユーザー アカウントに関する情報が表示されます。  

 電子メール アドレスが表示される場合は、Microsoft アカウントを使っています。  

 ローカル アカウントが表示される場合、そのアカウントは Surface 専用のアカウントです。  

この設定ページでは、サインイン オプションを変更したり、ユーザー アカウントを追加したりすることもできます。詳細については、このガ

イドの「サインインとサインアウト」のセクションおよび以下の「複数のユーザー アカウント」を参照してください。 

ローカル アカウントとは 

ローカル アカウントは、1 台の PC にのみアクセスするためのアカウントです。ローカル アカウントを作成する場合は、使用する PC ごと

に個別のアカウントが必要です。使用する Windows 8 および Windows RT の PC 間で設定は同期されません。また、クラウドに 

PC を接続することもできません。Windows ストアからアプリをダウンロードする場合は、Microsoft アカウントを使用する必要があり

ます。 

ローカル アカウントから Microsoft アカウントに切り替えるには 

1. 設定チャームを開いて、[PC 設定の変更] をタップまたはクリックします。 

2. [ユーザー] をタップまたはクリックします。 

3. [Microsoft アカウントへの切り替え] をタップまたはクリックして、画面に表示される指示に従います。 

Microsoft アカウントとは 

Microsoft アカウント (電子メール アドレスとパスワードの組み合わせ) は、Windows 8 または Windows RT を実行している任意

の PC にサインインするための新しい方法です。Microsoft アカウントを使用して Surface にサインインすると、クラウドに接続されま

http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/favorites-settings-all-pcs#1TC=t1
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す。"クラウド" とは、インターネット経由で提供されるネットワーク ベースのサービスまたは記憶域を意味する技術用語です。

Microsoft アカウントに関連付けられている多数の設定、基本設定、およびアプリを別の PC でも使えるようになります。 

場合によっては、Microsoft アカウントを既に取得済みである可能性があります。Microsoft アカウント (旧 Windows Live ID) と

は、Outlook.com、SkyDrive、Xbox Live、Windows Phone などの Microsoft サービスへのサインインに使う電子メール アドレ

スとパスワードです。これらのサービスを使用している場合は、Microsoft アカウントを取得済みです。 

Microsoft アカウントをお持ちでない場合は、Windows.com の「つながる生活」で Microsoft アカウントの取得方法を参照してく

ださい。 

Microsoft アカウントを使うことのメリット 

Microsoft アカウントを使ってサインインすると、Surface をクラウドに接続できます。その結果、以下のような状態になります。 

 Outlook.com、Facebook、Twitter、LinkedIn などから、友達の連絡先情報や状況が自動的に最新の状態に更新さ

れます。 

 SkyDrive、Facebook などにある写真、ドキュメント、その他のファイルを取得したり共有したりできます。Microsoft アカウ

ントには SkyDrive 上の記憶域 7 GB が無料で付属します (詳細については、このガイドの「SkyDrive」のセクションを参

照してください)。 

 Windows ストアからダウンロードしたアプリは、最大で 5 台の Windows 8 または Windows RT 搭載の PC で使うことが

できます。詳細については、このガイドの「ファミリー セーフティと Windows ストア」のセクションを参照してください。 

 使用する Windows 8 PC や Windows RT PC 間で、個人設定がオンラインで自動的に同期されます。詳細については、

このガイドの「PC 設定の同期」のセクションを参照してください。 

Surface のアプリ、音楽、ビデオ、ゲームなどを購入するには Microsoft アカウントが必要です。Microsoft アカウントを使っていない

場合でもご安心ください。いつでも Microsoft アカウントを設定できます。Microsoft アカウントを設定する方法については、

Windows.com の「つながる生活」で Microsoft アカウントの取得方法を参照してください。  

Microsoft アカウントの設定を変更する 

プロフィールを編集したり、Microsoft アカウントの設定を変更したりするには、Microsoft アカウントの概要の Web ページにアクセ

スしてサインインします。また、Windows.com の次のトピックも参照してください。 

 Microsoft アカウントにアカウントを追加する方法 

 アプリとアカウントの共有設定を変更する 

Microsoft アカウントの支払いオプションを変更したり、支払い履歴を確認したりする方法については、このガイドの「Windows スト

ア」を参照してください。  

http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/microsoft-account#1TC=t1
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/microsoft-account#1TC=t1
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=164220
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/how-add-remove-account-microsoft-account
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/change-who-sees-info-microsoft-account
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複数のユーザー アカウント 

Surface を他の人と共有する場合は、それぞれ個別のユーザー アカウントを作成できます。これにより、それぞれのユーザーが 

Windows を自由にカスタマイズし、ファイルや設定のプライバシーを維持することができます。  

3 種類のアカウントがあります。制御のレベルはアカウントの種類によって異なります。 

 標準アカウントは日常的に使用できるアカウントです。 

 管理者アカウントは高度な制御が可能なアカウントです。Surface を保護する (および他のユーザーが不必要な変更を行

えないようにする) には、管理者アカウントを慎重に使用してください。Surface で他の人のためのアカウントを設定する場合

は、管理者アカウントを使用する必要があります。 

 ゲスト アカウントは、Surface を一時的に使用する人に便利です。ゲスト アカウントは、コントロール パネルのゲスト アカウ

ントで有効にできます。 

セットアップ中に作成されるユーザー アカウントは、管理者アカウントです。つまり、必要に応じて、設定の変更、アプリのインストール、

追加のユーザー アカウントの作成を行うことができます。管理者アカウントを使っているかどうかわからない場合は、Windows.com 

の「管理者としてサインインしていることを確かめるには」を参照してください。 

ユーザー アカウントを作成する 

ユーザー アカウントを作成するには、次のいずれかを実行します。 

 Windows.com の「ユーザー アカウントを作成する」を参照します。  

 ヘルプ トピックを探します (スタート画面に移動して、「ヘルプ」と入力します。[ヘルプとサポート] をタップまたはクリックし、検

索ボックスに「ユーザー アカウント」と入力して、"ユーザー アカウントを作成する" をタップまたはクリックします。  

ユーザーアカウントを切り替える方法については、このガイドの「別のアカウントに切り替える」を参照してください。 

アカウントの管理 

ユーザー アカウントは次の 2 つの場所で管理できます。  

 [PC 設定]  設定チャームを開いて、[PC 設定] をタップまたはクリックし、[ユーザー] をタップまたはクリックします。 

 [コントロール パネル]  検索チャームを開いて、「ユーザー アカウント」と入力し、[設定] をタップまたはクリックします。検索

結果から [ユーザー アカウント] を選びます。  

[PC 設定] には、ユーザー アカウントの基本設定が多数含まれています。[コントロール パネル] には、さらに高度な設定 (アカウント

の種類の変更など) が含まれています。  

メモ  自分の Surface を使用している他のユーザーとファイルを共有するには、パブリック フォルダーを使うと便利です。詳細について

は、このガイドの「自分の Surface の他のユーザーとファイルを共有する」を参照してください。 

http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/how-sign-in-as-administrator
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/create-user-account
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ファミリー セーフティ 

ファミリー セーフティは Windows RT の重要な機能の 1 つであり、お子様が PC を使う時間帯や方法を、これまでよりも簡単に管

理できます。使用を許可する Web サイト、アプリ、ゲームに厳密な制限を設けることができます。ファミリー セーフティを有効にするに

は、保護者の方が管理者アカウントを取得する必要があります。また、管理対象のお子様にも、それぞれ標準ユーザー アカウントが

必要になります。  

ファミリー セーフティを使用する方法については、Windows.com の「ファミリー セーフティで子供用のアカウントを設定する」を参照し

てください。 

アカウントのセキュリティ 

アカウントにセキュリティ情報を追加してアカウントを保護することをお勧めします。パスワードを忘れた場合や、アカウントをハッキングさ

れた場合、Microsoft ではユーザーのセキュリティ情報を使用して本人確認を行い、アカウントを復帰させます。追加したセキュリティ

情報が正確かどうかを確認することが重要です。 

セキュリティ情報を追加する方法については、Windows.com の「Microsoft アカウントを安全に保護する」を参照してください。 

メモ 

 Microsoft アカウントがブロックまたはハッキングされていると思われる場合は、Windows.com の「Microsoft アカウントが

ブロックまたはハッキングされた場合に、アカウントを回復する」を参照してください。 

 未承認のユーザーが Surface にアクセスできないようにするには、強力なパスワードを使用してください。詳細については、

Windows.com の「強力なパスワードおよびパスフレーズを作成するためのヒント」を参照してください。 

  

http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/how-sign-in-as-administrator
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/set-up-kids-accounts#1TC=t1
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/secure-microsoft-account#1TC=t1
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/get-back-blocked-hacked-account
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/get-back-blocked-hacked-account
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/create-strong-passwords-passphrases
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サインインとサインアウト 

Surface を数分間使わないでいると、スマートフォンと同じように、画面が消えてロックされます。この場合、Surface を使うにはロック

を解除する必要があります。  

メモ  この設定を変更する方法については、このガイドの「画面を暗くするまでの時間と電源を切るまでの時間を変更する」を参照し

てください。  

Surface をロック解除およびサインインする  

Surface を使いたいときは、お使いのアカウントでサインインします。方法は次のとおりです。 

1. 画面の下端から上へスワイプするか、いずれかのキーを押して、ロック画面を解除します。  

2. サインイン画面が表示されたら、ユーザー アカウントのパスワードを入力します。別のアカウントにする場合は、[戻る] ボタン

をタップまたはクリックして、そのアカウントを選びます。 

 パスワードを思い出せない場合は、このガイドの「パスワードを忘れた場合」を参照してください。 

 ピクチャ パスワードまたは PIN を設定している場合は、[サインイン オプション] をタップまたはクリックして、別のサインイ

ン方法を選びます。詳細については、このガイドの次のセクションを参照してください。 

Surface をロックまたはサインアウトする 

1. スタート画面で、右上隅のアカウントの画像をタップまたはクリックします。  

2. [サインアウト] か [ロック] をタップまたはクリックします。  

ヒント   

キーボードで Ctrl + Alt + Del キーを押してから、[ロック] または [サインアウト] を選ぶこともできます。 

サインアウトとロックの違い 

 サインアウトすると、使っていたすべてのアプリが閉じられます。  

 Surface をロックすると、それまで使っていたアプリを閉じずに、アカウントを保護しながら、他のユーザーが自分のアカウントで

サインインできるようになります。  
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別のアカウントに切り替える 

他のユーザーと Surface を共有している場合、サインアウトしたりアプリを閉じたりしなくても、Surface で別のアカウントに切り替

えることができます。方法は次のとおりです。 

1. スタート画面で、右上隅のアカウントの画像をタップまたはクリックします。  

2. アカウントをタップまたはクリックします。使いたいアカウントが表示されない場合は、[アカウントの切り替え] をタップまたはクリ

ックして、目的のアカウントにサインインします。  

サインイン画面から、別のユーザー アカウントに切り替えることもできます。方法は次のとおりです。 

1. 画面の下端から上へスワイプするか、いずれかのキーを押して、ロック画面を解除します。  

2. [戻る] ボタンをタップまたはクリックし、アカウントを選びます。 

アカウントの作成の詳細については、このガイドの「ユーザー アカウントを作成する」を参照してください。 

その他のサインイン オプション 

サインイン オプションは他にも 2 つあります。PIN とピクチャ パスワードです。  

PIN の作成 

パスワードを入力する代わりに、4 桁の PIN を使ってすばやくサインインすることができます。方法は次のとおりです。  

1. 設定チャームを開いて、[PC 設定の変更] をタップまたはクリックし、[ユーザー] をタッ

プまたはクリックします。  

2. [PIN の作成] をタップまたはクリックします。アカウントにパスワードを設定していない

場合は、PIN を設定する前にパスワードを作成する必要があります。  

3. 現在のパスワードを確認したら、PIN を作成できます。  

これで、4 桁の PIN を使ってすばやくサインインすることができます。  

ピクチャ パスワードの作成 

好きな画像でジェスチャを使用してサインインすることもできます。方法は次のとおりです。 

1. 設定チャームを開いて、[PC 設定の変更] をタップまたはクリックし、[ユーザー] をタップまたはクリックします。  

2. [サインイン オプション] の下の [ピクチャ パスワードの作成] をタップまたはクリックして、画面に表示される指示に従います。  
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ピクチャ パスワードの設定方法のヒントおよびピクチャ パスワードを設定できない場合の対処法については、Windows.com の「ピク

チャ パスワードでサインインする」を参照してください。 

重要  仕事用の電子メール アカウントをメール アプリに追加した場合は、セキュリティ ポリシーによって PIN やピクチャ パスワードの

代わりにパスワードが求められることがあります。  

アカウントのパスワード 

強力なパスワードを使用してそれを定期的に変更すれば、Surface をより安全に使うことができます。強力なパスワードの詳細につ

いては、Windows.com の「強力なパスワードおよびパスフレーズを作成するためのヒント」を参照してください。 

メモ  Microsoft アカウントがブロックまたはハッキングされていると思われる場合は、Windows.com の「Microsoft アカウントがブロ

ックまたはハッキングされた場合に、アカウントを回復する」を参照してください。 

パスワードの変更 

パスワードを変更する方法は次のとおりです。 

1. 設定チャームを開いて、[PC 設定の変更] をタップまたはクリックします。  

2. 左側にある [ユーザー] を選択します。 

3. [サインイン オプション] の下の [個人用パスワードの変更] をタップまたはクリックします。画面の指示に従って、[次へ] をタッ

プまたはクリックします。 

4. 画面の指示に従って、[完了] をタップまたはクリックします。 

メモ  パスワードに関連するその他の質問については、Windows.com の「Windows 8 のパスワード: FAQ」を参照してください。 

パスワードを忘れた場合 

パスワードをお忘れの場合は、いくつかの方法でパスワードを取得またはリセットできます。 

 Microsoft アカウント (電子メール アドレスとパスワード) をお使いの場合は、account.live.com でパスワードをオンライン

でリセットできます。  

 ローカル アカウントをお使いの場合は、確認用のパスワードのヒントを使用します。 

 Surface の管理者アカウントを持つユーザーがサインインして、あなたのパスワードを変更します (Windows のセットアップ

中に作成されるアカウントは、管理者アカウントです)。他のユーザーのパスワードを変更する方法については、

Windows.com の「パスワードを変更する」を参照してください。アカウントが管理者アカウントかどうかを確認する方法につ

いては、このガイドの「持っているアカウントの種類を確認する」を参照してください。 

これらの方法を試してもサインインできない場合は、Surface.com で Surface サポートにお問い合わせください。  

http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/picture-passwords#1TC=t1
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/picture-passwords#1TC=t1
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/create-strong-passwords-passphrases
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/get-back-blocked-hacked-account
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/get-back-blocked-hacked-account
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/passwords-in-windows-8-faq
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=238656
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=238656
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/change-your-password
http://www.microsoft.com/Surface/ja-JP/support/home
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パスワードの入力を必要にする 

Surface へのサインインにパスワードの入力が必要になるように設定できます。方法は次のとおりです。 

1. 設定チャームを開いて、[PC 設定] をタップまたはクリックし、[ユーザー] をタップまたはクリックします。  

2. [サインイン オプション] の下で、[ディスプレイがオフになっていた時間が次の時間を超えた場合はパスワードの入力を求め

る] を探します。この設定は、メール アプリに仕事用の電子メール アカウントを追加した場合は利用できない可能性があり

ます。  

3. 項目を一覧から選択します。 

 [Microsoft アカウント]  時間を選択するか (最大 15 分)、[常にパスワードの入力を求める] を選択します。 

 [ローカル アカウント]  時間を選択するか、[常にパスワードの入力を求める] または [パスワードの入力を常に求めな

い] を選択します。 
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アプリの詳細 

ここでは、アプリについて簡単に説明します。  

組み込みアプリ 

ここでは、Surface に付属するアプリをいくつか紹介します (詳細については、「組み込みアプリ」のセクションを参照してください)。  

 People  

最新情報を入手して、知り合いと

会話を始めましょう。 

 SkyDrive  

クラウド上にファイルを保存して、

どこからでもアクセスできます。 

 メール  

このアプリ 1 つで複数のアカウント

の電子メールを確認できます。 

 Internet Explorer 

Web 上でやりたいことをすべて

スワイプやタップで行うことができ

ます。 

 ビデオ  

自分のビデオや Xbox Video のム

ービーを観ることができます。 
 

Skype  

Skype を使って知り合いと音声

通話、ビデオ通話、またはインス

タント メッセージでやり取りできま

す。  

 フォト  

このアプリ 1 つですべての写真およ

びホーム ビデオを観ることができま

す。 
 

カレンダー 

すべてのカレンダーを 1 つにまと

めます。 

 ミュージック  

最新の曲をストリーミングしたり、自

分の音楽コレクションの曲を聴いた

りできます。 
 

ゲーム  

新しいゲームを探してダウンロー

ドできます。  

ms-windows-store:PDP?PFN=microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=microsoft.microsoftskydrive_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=Microsoft.Bing_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=Microsoft.ZuneVideo_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c
ms-windows-store:PDP?PFN=microsoft.windowsphotos_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=Microsoft.BingNews_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=Microsoft.ZuneMusic_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=Microsoft.XboxLIVEGames_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=microsoft.microsoftskydrive_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=Microsoft.ZuneVideo_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=Microsoft.SkypeApp_kzf8qxf38zg5c
ms-windows-store:PDP?PFN=microsoft.windowsphotos_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=Microsoft.ZuneMusic_8wekyb3d8bbwe
ms-windows-store:PDP?PFN=Microsoft.XboxLIVEGames_8wekyb3d8bbwe
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これらのアプリ (および Office などのその他のアプリ) の詳細について

は、このガイドの「組み込みアプリ」のセクションを参照してください。 

ヒント 

 アプリは頻繁に更新されます。このガイドの「アプリの更新」の

セクションを参照してください。 

アプリを探す 

Surface にインストールされているアプリを探すには、次のいずれかを実行します。 

 タッチまたはマウス  スタート画面にたくさんのタイルがある場合は、画面上を指でスライドするか、マウスのスクロール ホイー

ルを使用します。また、タッチ カバーやタイプ カバーのトラックパッド上で 2 本の指を水平にスライドして、スタート画面をスク

ロールすることもできます。 

 キーボード  スタート画面で、アプリの名前を入力します。入力すると同時に、検索結果が更新されます。検索結果から、

開くアプリをタップまたはクリックします (または Enter キーを押して、選択したアプリを開きます)。  

すべてのアプリを表示する: 

 スタート画面で、画面の上端から下へスワイプして、(右下隅にある) [すべてのアプリ] をタップまたはクリックします。 

ヒント 

 必要なアプリがない場合は、Windows ストアを検索してみてください。Windows ストアを検索する方法については、この

ガイドの「アプリの検索とインストール」のセクションを参照してください。 

アプリを開始する 

以前のバージョンの Windows の [スタート] ボタンと同様に、スタート画面からアプリを開始できます。  

アプリの開始方法は次のとおりです。 

 タッチまたはマウス  スタート画面で、タイルをタップまたはクリックします。たくさんのタイルがある場合は、画面上を指でドラッ

グするか、トラックパッド上で 2 本の指を水平にスライドして、画面をスクロールします。 

 キーボード  スタート画面でアプリの名前を入力して、Enter キーを押します。  

スタート画面を変更する方法については、このガイドの「スタート画面のカスタマイズ」を参照してください。 

アプリ間の切り替え 

複数のアプリを開いて、アプリ間を切り替えることができます。方法は次のとおりです。  
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最後に使ったアプリに切り替える 

 タッチ操作の場合、左端から内側へスワイプします。  

 マウスを使う場合、ポインターを左上隅に移動し、隅をクリックし

ます。 

 キーボードを使う場合は、Alt + Tab キーを押します。  

 

特定のアプリに切り替える 

ここでは、開いているアプリの一覧を表示して、特定のアプリに切り替える方法について説明します。 

 タッチ操作の場合、左端から内側へ指を離さずにスワイプし

て、次に左端に押し戻します。これで、最近使ったアプリが表

示されます。目的のアプリをタップします。  

 

 マウスを使う場合、ポインターを左上隅に移動してから、まっす

ぐ下に移動します。これで、最近使ったアプリが表示されます。

目的のアプリをクリックします。  

 

 キーボードを使う場合は、Windows ロゴ  キーを押しながら Tab キーを押して、Windows ストア アプリとスタート画面間

を切り替えます。 

 すべてのアプリ (デスクトップ アプリと Windows ストア アプリ) 間で切り替えるには、Alt キーを押しながら Tab キーを押して、
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アプリ間を繰り返し切り替えます。目的のアプリが表示されたら、キーを離します。 

2 つのアプリを横に並べて使う (アプリをスナップする) 

音楽の再生リストを見ながら、レポートを作業できます。お気に入りのチームのスケジ

ュールと自分自身の予定表を比較できます。画面左側または右側に 2 つ目のアプリ

をスナップすれば、より多くの作業をこなすことができます。  

 

  

アプリのスナップ 

最後に使ったアプリをスナップする 

 タッチ操作の場合、左端から内側に指をスライドして 2 つ目のアプリを表示させ、アプリが後ろで開くまで画面の左側または

右側にドラッグします。  

 マウスを使う場合、ポインターを左上隅に近づけて 2 つ目のアプリを表示させ、アプリが後ろで開くまで画面の左側または右

側にドラッグします。  

最近使ったアプリをスナップする 

左端から内側へ指を離さずにスワイプして、次に左端に押し戻します。これで、最近使ったアプリが表示されます。次に、アプリが後ろ

で開くまで、アプリを画面の左側または右側にドラッグします。 

ヒント 

 スナップの使い方については、Windows.com のアプリのスナップに関するビデオをご覧ください。 

 Windows ロゴ  キー + ピリオド (.) キーを押して現在のアプリを画面の端にスナップします。画面の左端から内側にスワ

イプして別のアプリを表示させます。  

 アプリのサイズを調整するには、アプリの境界線を動かします。一方のアプリが画面の 1/3 を占め、他方のアプリが 2/3 を

占めるように調整できます。 

アプリを閉じる 

Windows ストアのアプリを開いていても Surface の速度は低下しないため、終了する必要はありません。別のアプリに切り替えると、

Windows はアプリをバックグラウンドで実行したままにし、使用していない場合は最終的に終了します。  

Windows ストア アプリを終了する方法は次のとおりです。 

http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/all-about-apps?page=touch2#touch
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 タッチ操作の場合は、アプリの上部を押したまま、アプリが画面から消えるまで、画面の下端に指をスライドします。 

 マウスを使う場合は、アプリの上部をクリックし、ポインターが手の形になったら、アプリを下にドラッグして画面から消します。ま

たは、ポインターを左上隅に移動してからまっすぐ下に移動して、開いているアプリを表示し、次にアプリを右クリックして [閉

じる] をクリックすることもできます。 

開いているアプリを確認するには、このガイドの「アプリ間の切り替え」のセクションを参照してください。 

デスクトップ アプリを閉じる 

Office アプリなどのデスクトップ アプリは、使い終わった場合や Surface をシャットダウンする前に、終了することをお勧めします。

Office アプリは、アプリの右上隅にある閉じるボタンをタップまたはクリックすると終了できます。 

アプリ コマンドの使い方 

アプリを開いた後で、アプリ内のアイテムの変更が必要な場合があります。アプリ コマンドは必要なとき以外は表示されないので、画

面全体を使って作業できます。アプリ コマンドが必要な場合は、画面の上部や下部に表示されます。 

アプリ コマンドを表示する   

アプリ コマンドを表示するには 

 タッチ  画面の下端から上へスワイプするか、上端から下へス

ワイプします。  

 マウス  右クリックします。 

 トラックパッド  タッチ カバーまたはタイプ カバーのトラックパッド

上の任意の場所を 2 本指でタップします。 

たとえば、天気アプリを開き、画面の上端から下へスワイプして、そのア

プリのコマンドを表示します。  

また、アプリ内のアイテムを下にスワイプまたは右クリックして選択したときに、コマンドが表示されることもあります。たとえば、フォト アプ

リ内の写真を下にスワイプまたは右クリックすると、コマンドが表示されます。 
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アプリの設定  

設定チャームは状況に応じて表示されます。つまり、実行できる操作は現在の表示画面によって異なります。設定を開くと、現在の

表示画面に応じて、右上隅のアイテムが変わります。たとえば、アプリから設定を開くと、そのアプリの設定が表示されます。  

たとえば、メール アプリと Internet Explorer の設定を変更する方法は次のとおりです。 

 Internet Explorer を開き、設定チャームを開いて、[インターネット オプション] をタップまたはクリックします。  

 メール アプリを開き、設定チャームを開いて、[アカウント] をタップまたはクリックします。 

アプリのヘルプとトラブルシューティング 

アプリを使用している場合に、画面の右端から内側へスワイプして、[設定] をタップまたはクリックし、[ヘルプ] をタップまたはクリックし

ます (アプリによっては、ヘルプがこれ以外の場所にある可能性もあります。設定チャームにヘルプがない場合は、提供元企業の 

Web サイトをチェックしてください)。 

Windows ストアから入手したアプリの実行時に問題が発生する場合は、Windows.com の「アプリに問題が発生した場合の対処

方法」に記載されている解決策を試してください。  

  

http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/what-troubleshoot-problems-app
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/what-troubleshoot-problems-app
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Windows ストア 

Windows ストアで、さまざまなすばらしいアプリを探しましょう。特集されているアプリをチェックしたり、

Surface Picks やゲームなどのカテゴリ別にアプリを参照することができます (Surface Picks が利用でき

るかどうかは地域によって異なります)。各カテゴリ内の [人気トップ (無料)]、[人気トップ (有料)]、[新し

いリリース] などのグループからアプリを参照することもできます。目的のアプリがある場合は、Windows 

ストアで入力すると、キーワードに一致するアプリの検索結果が表示されます。  

Windows ストアにアクセスするには、スタート画面で [ストア] タイルをタップまたはクリックします。 

Microsoft アカウントでのサインイン  

Windows ストアからアプリをインストールするには、Microsoft アカウントとインターネット接続が必要です。  

Windows ストアにサインインまたは Windows ストアからサインアウトするには 

1. スタート画面で、[ストア] をタップまたはクリックします。 

2. 画面の右端から内側へスワイプして、[設定] をタップし、[お使いのアカウント] をタップまたはクリックします。次のいずれかが

表示されます。 

 [サインイン] ボタン。この場合、Windows ストアにサインインしていないことを意味します。[サインイン] をタップまたはク

リックし、Microsoft アカウント情報 (電子メール アドレスとパスワード) を入力します。 

 アカウント情報。この場合、既にサインイン済みです。支払い方法を追加し、別のアカウントでサインインして、ご使用

のアカウントに関連付けられた PC を表示できます。支払いオプションの追加および支払い履歴の表示の詳細につい

ては、引き続き読み進めてください。 

アプリの検索とインストール 

Windows ストアでは、さまざまなアプリをインストールできます。アプリを探してインストールする方法は次のとおりです。 

1. スタート画面で、[ストア] をタップまたはクリックします。  

2. Microsoft アカウントでサインインしていることを確認します (前のセクションを参照)。 

3. 次のいずれかの方法で、インストールするアプリを探します。  

 画面をスクロールしてアプリを参照します。より多くのアプリを表示するには、[ゲーム] などのカテゴリをタップします。 

 探しているアプリの名前を入力します。検索条件に一致した結果が表示されます。 

 画面の右端から内側へスワイプして、検索チャームをタップまたはクリックし、探しているアプリの名前を入力します。  
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4. アプリをタップまたはクリックして、そのアプリの詳細やレビューを読みます。  

5. [購入]、[試用]、または [インストール] をタップまたはクリックします。  

 [インストール] は、アプリが無料の場合や購入済みの場合に選択できます。  

 [試用] は、試用版アプリがあるときに選択できます。アプリを購入する前に試してみることができます。  

 [購入] は、そのアプリが有料であり、価格が表示されます。アプリを購入すると、Microsoft アカウントで設定した支払

い方法で課金されます。ご使用のアカウントで支払い方法を追加または変更するには、このガイドの「支払い方法の

追加または変更」をご覧ください。 

アプリをインストールすると、そのアプリのタイルがスタート画面に表示されます。  

重要 アプリは Windows ストアからのみインストールできます。その他のソースからはインストールできません。Microsoft Outlook な

どの Windows 7 プログラムを Surface RT にインストールすることはできません。  

メモ 

 Windows ストア アプリのヘルプを表示するには、設定チャームを開き、[ヘルプ] をタップまたはクリックします。  

 アプリが見つからない場合、またはインストールできない場合は、Windows.com の「Windows ストアにアプリが見つからな

い (またはインストールできない) 理由」をご覧ください。  

 

アプリのアンインストール 

アプリをもう使わない場合は、アンインストールできます。方法は次のとおりです。 

1. 削除するアプリを探します。それには、スタート画面でア

プリのタイルを探すか、検索チャームを使用します。  

2. アプリのタイルを下にスワイプするか、アプリを右クリックし

ます。画面下にアプリ コマンドが表示されます。  

3. [アンインストール] をタップまたはクリックします。  

ヒント   

 インストール済みのアプリを表示するには、スタート画面

に移動して、画面を上端から下へスワイプし (または右

クリックして)、[すべてのアプリ] をタップまたはクリックします。 

 [ミュージック] などの組み込みアプリをアンインストールした場合、Windows ストアから再インストールできます。メール、カレ

ンダー、People、メッセージングが 1 つのアプリとして「メール、カレンダー、People、メッセージング」というアプリ名で 

Windows ストアに表示されます。  

 Office アプリはアンインストールできません。  

http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/why-find-install-app-windows-store
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/why-find-install-app-windows-store
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アプリの更新 

アプリはアプリ開発者によって定期的に更新され、アプリの更新プログラムが

利用可能になると、ストア タイルから通知されます。  

たとえば、ストア タイルに "4" と表示されている場合は、4 つのアプリの更新

プログラムを利用することができます。 

アプリの更新プログラムをインストールするには 

1. スタート画面で、[ストア] をタップまたはクリックします。  

2. 右上隅の [更新プログラム] をタップまたはクリックします。  

3. [インストール] をタップまたはクリックして、選択したアプリの更新プログラムをインストールします。  

支払い方法の追加または変更 

Windows ストアの支払い方法を追加または編集するには 

1. Windows ストア アプリで、設定チャームを開きます (画面の右端から内側へスワイプして、[設定] をタップします)。 

2. [お使いのアカウント] をタップまたはクリックします。Windows ストアにサインインしていない場合は、Microsoft アカウントを

使用してサインインします。 

3. [支払い方法の追加] または [支払方法の編集] をタップまたはクリックし、必要な情報を編集して、[送信] をタップまたは

クリックします。 

アカウントから支払い方法を削除するには 

1. 支払い Web サイトにアクセスし、Microsoft アカウントでサインインします。 

2. [支払いオプション] をタップまたはクリックします。 

3. 支払い方法を選択し、[削除] をタップまたはクリックし、[削除] をタップまたはクリックします。 

支払い履歴の表示 

Windows ストアで購入したアプリの支払い履歴を表示するには 

1. Windows ストア アプリで、設定チャームを開きます (画面の右端から内側へスワイプして、[設定] をタップします)。 

2. [お使いのアカウント] をタップまたはクリックします。Windows ストアにサインインしていない場合は、Microsoft アカウントを

使用してサインインします。 

3. [お支払いの履歴を表示する] をタップまたはクリックします。  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=241657
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4. Microsoft アカウントを使用して支払い Web サイトにサインインします。 

5. [トランザクション] をタップまたはクリックし、支払い履歴を表示するオプションを選びます。 

ヒント 

 支払い履歴を印刷するには、[印刷ビューを表示] をタップまたはクリックし、[印刷] をタップまたはクリックします。 

ファミリー セーフティと Windows ストア 

Windows ストアで子供が閲覧しインストールする可能性のあるゲームやアプリは、ファミリー セーフティを使用して規制できます。特

定のアプリやゲームを許可またはブロックすることもできます。詳細については、Windows.com の「Windows ストアでのファミリー セ

ーフティ設定の使用」を参照してください。 

別の PC にインストールされているアプリのインストール  

Windows ストアからインストールしたアプリはお客様の所有となり、(無料アプリ/有料アプリを問わず) 最大 5 台の PC にインストー

ルできます。別の Windows 8 または Windows RT PC にアプリをインストールした場合は、次の手順に従って、同じアプリを 

Surface にインストールします。  

1. 別の PC で使っているのと同じ Microsoft アカウントでサインインします (どのアカウントにサインインしているかを確認するに

は、設定チャームを開いて、[お使いのアカウント] をタップまたはクリックします)。 

2. 画面の上から下へスワイプし、画面上部から [アプリ] をタップまたはクリックします。 

3. インストールするアプリを選び、[インストール] をタップまたはクリックします。 

メモ   

 [アプリ] 一覧には、Microsoft アカウントに関連付けられた PC にインストールされているすべてのアプリが表示されます。特

定の PC にインストールされたアプリのみを表示することもできます。  

 PC をアカウントから削除するには、Windows.com の「Windows ストア アカウントを使用して最大 5 台の PC にアプリを

インストールする」をご覧ください。  

  

http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/family-safety-settings-windows-store
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/family-safety-settings-windows-store
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/windows-store-install-apps-five-pcs
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows-8/windows-store-install-apps-five-pcs
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Surface のパーソナル設定 

このセクションでは、Surface のパーソナル設定について説明します。 

 

アカウントの追加 

新しい Surface を入手したら、まず初めに Outlook.com、Gmail、Skype、Facebook、Twitter、LinkedIn など、お使いのアカウ

ントを Microsoft アカウントに追加しておくと便利です。アカウントを追加すると、お使いの連絡先、カレンダー、電子メールがメール、

People、カレンダー アプリに表示されます。SkyDrive、Facebook、Flickr などのサービスから写真やファイルを簡単に入手することも

できます。詳細については、このガイドの「アカウントの追加」のセクションを参照してください。 

ロック画面の画像、色、アカウントの画像変更 

ここでは、画像と色の変更方法を説明します。  

1. 設定チャームを開いて、[PC 設定の変更] をタップまたはクリックします。  

2. [個人設定] をタップまたはクリックします。 
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 ロック画面  ロック画面の画像を探すには、[ロック画面] をタップまたはクリックして、[参照] をタップまたはクリックします。 

 スタート画面  スタート画面をタップまたはクリックして、色または背景を選びます。背景はスタート画面にしか表示され

ませんが、選んだ色はチャームやサインイン画面など他のいくつかの場所にも反映されます。  

 アカウントの画像  [アカウントの画像] をタップまたはクリックして、既存の画像を選択する場合は [参照] を選び、新し

いアカウントの画像を撮影する場合は [カメラ] を選びます。  

スタート画面のカスタマイズ  

スタート画面は、グループごとに並んだタイルで構成されます。タ

イルは、スタート画面から 開くことができるアプリまたはコンテンツ 

(Web サイト、連絡先、フォルダーなど) です。  

スタート画面を好きなようにカスタマイズして、お気に入りのアプリ、

人、Web サイトを前面や中心に配置することもできます。ここで

紹介するいくつかのオプションを試してみてください。 

お気に入りの人や場所のタイルの作成 

毎日閲覧する Web サイトや日常的に連絡する相手がいる場

合は、その Web サイトや相手にすばやくアクセスできるようにスタート画面にタイルを作成しておくと便利です。  

スタート画面に追加したい Web サイト、連絡先、フォルダーを見つけたら、次の方法を試してください。 

 Web サイトまたは連絡先をピン留めするには  Internet Explorer または People アプリの連絡先で Web ページを開き、

画面の上端から下へスワイプして、[スタートにピン留め] をタップまたはクリックします。  

 フォルダーをピン留めするには  エクスプローラーを開き、フォルダーを右クリックするか、ボックスが表示されるまで押し続け、

[スタートにピン留め] をタップまたはクリックします。  

タイルの並べ替え、サイズ変更、ピン解除、グループ化 

タイルの並べ替え、サイズ変更、使用しないタイルのピン解除、タイルのグループ化を行うことができます。これらの操作方法について

は、Windows.com のビデオ「[スタート] のタイルを並べ替える」をご覧ください。 

タイルの並べ替え 

タイルは、自由に並べ替えることができます。方法は次のとおりです。 

 タイルを移動するには、タイルを上または下にドラッグしてから、目的の場所にドラッグします。  

http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/rearrange-tiles-start
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タイルのサイズ変更 

タイルが目的の場所に収まらない場合は、大きくしたり小さくしたりできます。方法は次のとおりです。 

 タイルを下にスワイプ (または右クリック) し、[大きくする] または [小さくする] をタップまたはクリックします (サイズを変更でき

ないタイルもあります)。  

タイルのピン解除 

使用しないタイルは、ピン解除できます。方法は次のとおりです。 

 タイルを下にスワイプ (または右クリック) し、[スタート画面からピン留めを外す] をタップまたはクリックします。  

タイルのグループ化 

似たようなタイルをグループにまとめて名前を付けることができます。たとえば、スタート画面にピン留めしたすべての Web サイト用に 

"Web サイト" グループを作成できます。タイルのグループに名前を付ける方法は次のとおりです。 

1. 2 本以上の指でスタート画面をつまむように指どうしを近づけて縮小させることで、すべてのタイルを表示できます (マウスを

使っている場合は、右下隅の [ズーム] ボタン  をクリックします)。  

2. 名前を付けるタイルのグループを下にスワイプするか、右クリックして、[グループ名を付ける] をタップまたはクリックします。  

アプリのピン留め/ピン解除 

Surface にインストールされているアプリにはスタート画面にピン留めされないものもありますが、必要に応じて、後からピン留めするこ

とができます。方法は次のとおりです。  

 スタート画面で検索チャームを開き、ピン留めするアプリを下にスワイプ (または右クリック) して選択し、[スタートにピン留め] 

をタップまたはクリックします。アプリが既にスタート画面に存在する場合は、[スタート画面からピン留めを外す] が表示されま

す。  

o アプリは、ピン留めを解除してもインストールされたままなので、検索チャームを使用していつでもそのアプリを見つけ

ることができます。  

o アプリをアンインストールするには、このガイドの「アプリのアンインストール」をご覧ください。  

ライブ タイルをオフにする 

ライブ タイルでは、便利な情報がタイルに表示されます。たとえば、予定表タイルには次の予定が表示されます。ライブ タイルをオフに

することもできます。方法は次のとおりです。 

 ライブ タイルを下にスワイプ (または右クリック) し、[ライブ タイルをオフにする] をタップまたはクリックします。  
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PC 設定の同期 

Microsoft アカウントを使用してサインインすると、Surface はクラウドに接続されます。つまり、多くの個人設定や基本設定が 

Microsoft サーバーにオンラインで保存されて、自分がサインインするすべての Windows 8 PC または Windows RT PC に同期さ

れます。次に例を示します。  

 選んだ色、テーマ、言語の設定、ブラウザーの履歴やお気に入り、および Windows ストアの設定が、PC 間で同期されま

す。 

 写真、ドキュメントなどのファイルを、SkyDrive、Facebook、Flickr、およびその他のサービスにそれぞれにサインインせずに

入手および共有できます。 

同期する設定の選択 

個人設定の一部の機密性を高める必要がある場合は、特定の設定について同期を無効にするか、同期をすべて無効にすることが

できます。PC 間で同期する設定を選択するには、次の手順に従います。 

1. ご使用の Microsoft アカウントでサインインします。既に Microsoft アカウントを持っているか確認する場合、または 

Microsoft アカウントを設定する場合は、Windows. com の「つながる生活」で Microsoft アカウントの取得方法を参照

してください。 

2. 設定チャームを開いて、[PC 設定の変更] をタップまたはクリックします。 

3. [PC 設定の同期] をタップまたはクリックします。 

4. [同期する設定] の下で、同期する設定をオンにします。  

同期する設定を指定するためのヒントは、Windows.com の「PC 間で設定を同期する必要があるかどうか」を参照してください。 

通知 

新しい電子メール、メッセージ、カレンダー イベント、近況、ツイートをさまざまな方法で確認できます。通知は、右上隅、ロック画面 

(簡単な状態と詳しい状態の表示の更新)、スタート画面のタイルの更新に表示されます。  

バックグラウンドで実行するアプリおよびロック画面に通知を表示するアプリを選択できます。方法は次のとおりです。 

1. 設定チャームを開いて、[PC 設定の変更] をタップまたはクリックします。  

2. [個人設定] をタップまたはクリックし、ロック画面に表示するアプリを選びます。 

通知の詳細については、Windows.com の「メール、カレンダー、People、メッセージングの通知を管理する方法」を参照してください。 

  

http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/microsoft-account#1TC=t1
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/sync-settings-pcs
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/how-manage-notifications
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言語の追加 

言語を追加して、表示と入力に異なる言語を使用することが

できます。必要な言語を追加したら、表示言語 (Windows と

アプリで最もよく使う言語) を選択して、入力時に言語を切り替

えることができます。 

 言語の追加方法および異なる言語での入力方法の

詳細については、Windows.com の「PC の個人設

定: Windows 8 と Windows RT の言語」を参照し

てください。  

 Office アプリで異なる言語を使用する場合は、

Office.com の「Office 2013 の言語オプション」を参

照してください。 

デスクトップのカスタマイズ 

目的のスタイルおよび設定に合わせてデスクトップを変更します。 

デスクトップ項目のサイズを大きくする 

必要に応じて、テキストなどのデスクトップ項目を大きくすることができます。方法は次のとおりです。 

1. スタート画面に移動して、「テキスト」と入力します。  

2. [設定] をタップまたはクリックして、検索結果から [テキストやその他の項目の大きさの変更] を選びます。 

3. [中 - 125%] を選択し、[適用] をタップまたはクリックします。 

テーマとデスクトップの背景 

デスクトップの背景、色、サウンドを変更できます。方法は次のとおりです。 

1. 検索チャームを開き、「個人設定」と入力して、[設定] をタップまたはクリックします。 

2. [個人設定] をタップまたはクリックします。  

3. テーマを選択したり、デスクトップの背景、色、サウンドを個別に変更したりすることができます。 

http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/language#1TC=t1
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/language#1TC=t1
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=259794
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タスク バーからデスクトップ アプリをピン留めまたはピン解除 

デスクトップ アプリ (Office アプリなど) をデスクトップのタスク バーにピン留めまたはピン解除できます。方法は次のとおりです。 

1. スタート画面に移動して、タスク バーにピン留めする Office アプリ (Word、PowerPoint、Excel、OneNote) を入力しま

す。  

2. 検索結果で、アプリを下にスワイプします。 

3. [タスク バーにピン留めする] または [タスク バーからピン留めを外す] をタップまたはクリックします。 

デバイスの接続 

Surface には、USB、HD ビデオ出力ポート、または Bluetooth ワイヤレス テクノロジを使用して、さまざまなデバイスを接続できます。  

 USB  Surface はフルサイズの USB ポートを右端に備えています。このポートを使用して、プリンター、マウス、外部ハード 

ドライブを Surface に接続できます。 

 HD ビデオ出力  Surface をテレビ、モニター、プロジェクターに接続できます。3 

 Bluetooth  電話、スピーカー、ヘッドセット、マウス、キーボードなどのさまざまな Bluetooth ワイヤレス テクノロジ対応デバ

イスを Surface で使用できます。  

3 アダプターおよびケーブル (別売) が必要です。 

メモ  Surface には Windows RT 認定済みのデバイスを使用する必要があります。詳細については、「デバイスの互換性」を参照し

てください。  

プリンター接続 

Surface RT から印刷するために必要な情報をご紹介します。 

プリンターの設定  

 ローカル プリンター  プリンターと Surface の USB ポートを USB ケーブルで接続します。  

 ネットワーク プリンターまたはワイヤレス プリンター  プリンターが既にホーム ネットワークまたは企業ネットワーク上にあるネット

ワーク プリンターまたはワイヤレス プリンターの場合は、プリンターがインストールされていることを確認し、次のセクションに進

みます。 

まだホーム ネットワークに追加していない新しいワイヤレス プリンターの場合は、プリンターに付属の説明書を参照して、ホー

ム ネットワークへの追加方法を確認してください。 
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 他の PC に接続されているプリンター  ホームグループの他のユーザーが既にプリンターをインストールしている場合、ホームグ

ループに参加して、そのプリンターに印刷を出力できます (プリンターが接続されている PC の電源がオンになっていること、お

よび Windows RT との互換性があることが必要です)。  

プリンターがインストールされているかの確認  

1. 設定チャームを開いて、[PC 設定の変更] をタップまたはクリックします。  

2. 左側にある [デバイス] をタップまたはクリックします。  

3. デバイス一覧で目的のプリンターを探します。  

 この一覧にプリンターがあれば、印刷準備はできています (次のトピックを参照してください)。 

 この一覧にプリンターがない場合は、[デバイスの追加] をタップまたはクリックし、一覧からインストールするプリンターを

選びます。プリンターが Windows によって検出されない場合は、Windows.com の「デバイスが Windows によって

検出されない理由」を参照するか、次の手順に従ってプリンターを追加してください。  

1. 検索チャームを開き、検索ボックスに「デバイスとプリンター」と入力します。 

2. [設定] をタップまたはクリックし、検索結果の "デバイスとプリンター" をタップまたはクリックします。  

3. [プリンターの追加] をタップまたはクリックして、画面上の手順に従います。  

印刷 

Windows ストア アプリから印刷するには  

1. 印刷するものを開きます。たとえば、Internet Explorer で Web ページを開いたり、メールでメール メッセージを開きま

す。  

2. 右から内側へスワイプして、[デバイス] をタップします。 

3. 一覧からプリンターをタップまたはクリックします。プリンターが一覧にない場合は、アプリが印刷をサポートしていないか、プリン

ターを追加していないことが原因として考えられます。  

4. 印刷オプションを選んで、[印刷] をタップまたはクリックします。 

デスクトップ アプリ (Office アプリなど) から印刷するには、次の手順に従います。  

 アプリの [印刷] コマンドを探すか、Ctrl + P キーを押します。 

ヒント   

 通常使うプリンターを設定する方法については、Windows.com の「通常使うプリンターを設定または変更する」を参照して

ください。 

 画面をキャプチャ (プリント スクリーン) する方法については、このガイドの「スクリーンショットを撮る」を参照してください。 

http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/why-isnt-windows-finding-device
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/why-isnt-windows-finding-device
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/set-change-your-default-printer
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印刷できない場合 

印刷で問題がある場合は、Windows.com の「Windows での印刷の問題を解決する方法」を参照してください。Windows RT 

をご使用の場合、ドライバーを更新またはインストールするには Windows Update を使用する必要があります。 

プリンターの互換性 

Windows RT は、Windows RT 用に認定されたプリンターと互換性があります。これらのデバイスには、認定されていることを示す 

Windows RT ロゴが付いており、追加設定なしですぐに使えます。一部のプリンターは Windows RT と互換性がありません。ご使

用のプリンターが Windows RT と互換性があるかどうかを確認するには、次の手順に従ってください。 

1. プリンターを Surface の USB ポートに接続します。 

2. 検索チャームを開いて、[PC 設定の変更] をタップまたはクリックし、左側にある [デバイス] をタップまたはクリックします。  

3. デバイス一覧で目的のプリンターを探します。プリンターに互換性がない場合は、プリンター モデルの下に [このバージョンの 

Windows との互換性がありません] と表示されます。  

Windows RT と互換性のあるプリンターを確認するには、「Windows 互換性センター」を参照してください。  

デバイスおよびプリンターの追加、表示、および管理 

[コントロール パネル] または [PC 設定] で Surface にデバイスを追加できます。 

[PC 設定] を使用してデバイスを追加する 

1. 設定チャームを開いて、[PC 設定の変更] をタップまたはクリックします。 

2. [デバイス] をタップまたはクリックし、[デバイスの追加] をタップまたはクリックします。  

[コントロール パネル] を使用してデバイスを追加する 

1. 検索チャームを開き、検索ボックスに「デバイスとプリンター」と入力します。 

2. [設定] をタップまたはクリックし、検索結果の "デバイスとプリンター" をタップまたはクリックします。  

3. [プリンターの追加] または [デバイスの追加] をタップまたはクリックして、画面上の手順に従います。  

Bluetooth デバイスを追加する 

Bluetooth ワイヤレス テクノロジに対応したデバイスを追加する手順を以下に示します。 

http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows/printer-problems-in-windows-help#fix-printer-problem&fix-printer-problems
http://www.microsoft.com/ja-JP/windows/compatibility/winrt/CompatCenter/Home
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手順 1: Bluetooth デバイスの電源がオンで検出可能になっていることを確かめる 

デバイスの電源を入れ、検出可能な状態にします。デバイスを検出可能にする方法については、Bluetooth デバイスに付属している

説明書や製造元の Web サイトを参照してください。  

手順 2: Bluetooth がアクティブになっていることを確かめる 

1. 設定チャームを開いて、[PC 設定の変更] をタップまたはクリックします。  

2. [ワイヤレス] をタップまたはクリックします。  

3. Bluetooth が [オン] になっていることを確かめます。  

手順 3: Bluetooth デバイスを追加する 

1. [PC 設定] の [デバイス] をタップまたはクリックします。  

2. [デバイスの追加] をタップまたはクリックします。  

3. ワイヤレス デバイスの一覧から Bluetooth デバイスを選びます。  

4. 追加するアクセサリにパスコード (ペアリング コードともいいます) が必要な場合は、パスコードの入力を求められます。パスコ

ードがわからない場合は、デバイスに付属しているマニュアルや製造元の Web サイトをご覧ください。  

ヒント 

 スマートフォンを接続する場合は、スマートフォンのロックを解除し、Bluetooth の設定画面を表示します。  

 Bluetooth キーボードを追加する場合、タッチ カバーやタイプ カバーは、折りたたむか取り外すことで無効にできます。  

 デバイスの追加に問題がある場合は、Windows.com の次のトピックを参照してください。 

o デバイスが Windows によって検出されない理由  

o デバイスが正しくインストールされない場合の対処方法  

デバイスを管理する  

デバイスの管理、設定の変更、トラブルシューティングを行うには、コントロール パネルの [デバイスとプリンター] を使います。たとえば、

通常使うプリンターを設定したり、ワイヤレス マウスの設定を変更することができます。  

[デバイスとプリンター] を開くには 

1. スタート画面で、「デバイスとプリンター」と入力します。  

2. [設定] をタップまたはクリックし、検索結果の "デバイスとプリンター" をタップまたはクリックします。  

ヒント 

 [コントロール パネル] で、スピーカーやヘッドホンなどの異なるオーディオ デバイスを切り替えることができます。そのためには、

検索チャームを開き、[設定] をタップして、「オーディオ デバイスの管理」と入力します。  

http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/why-isnt-windows-finding-device
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/what-device-isnt-installed-properly
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トラブルシューティング 

 デバイスの追加に問題がある場合は、Windows.com の次のトピックを参照してください。 

o デバイスが Windows によって検出されない理由 

o デバイスが正しくインストールされない場合の対処方法 

 デバイスの隣に黄色の警告アイコンが表示されている場合、ボックスが表示されるまでデバイスをタップしたまま押さえ、[トラ

ブルシューティング] を選択します。 

デバイスの互換性 

Surface RT は、Windows RT 用として認定されたデバイスと互換性があります。これらのデバイスには、認定されていることを示す 

Windows RT ロゴが付いています。現在使っているデバイスの中には、Windows RT で動作しないものがある可能性があります。

Windows RT との互換性を確認するには、Windows 互換性センターを参照してください。 

テレビ、モニター、またはプロジェクターへの接続 

Surface をテレビ、モニター、プロジェクターにつなげば、Surface にある映像をより大きく見せることができます。たとえば、Surface を 

HDTV に接続して映画を大きな画面で鑑賞したり、プロジェクターに接続してプレゼンテーションに利用したりすることができます。  

Surface を別のスクリーンに接続するには、アダプター (別売) および互換性のある VGA または HDMI ケーブルが必要です。利用

できるアダプターは、次のとおりです。 

  
Surface HD デジタル AV アダプター Surface VGA アダプター 

必要なアダプターの種類 

どのアダプターが必要かを判断するには、テレビ、ディスプレイ、またはプロジェクターのビデオ ポートを確認します。  

 HDTV  HD 画質用です。Surface HD デジタル AV アダプターをお使いの HDTV の HDMI ポートに接続します。  

 プロジェクターまたはモニター  プロジェクターまたはモニターに HDMI ポートがあるかどうかをチェックします。見つからない場合

は、Surface VGA アダプターを使って、プロジェクターまたはモニターの VGA ポートに接続できます。VGA アダプターはビデ

オ専用です。オーディオ用ではありません。 

Surface ビデオ アダプターは、Microsoft Store からオンラインで入手できます。  

http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/why-isnt-windows-finding-device
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/what-device-isnt-installed-properly
http://www.microsoft.com/ja-JP/windows/compatibility/winrt/CompatCenter/Home
http://www.microsoftstore.com/store/msjp/ja_JP/home
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テレビ、モニター、またはプロジェクターへの接続 

大画面に接続するには、次の手順に従います。 

1. お使いのテレビ、モニター、またはプロジェクターの HDMI または 

VGA ポートに VGA または HDMI ケーブルを接続します。 

2. ケーブルのもう一方の端を、Surface アダプターに接続します。 

3. Surface アダプター ケーブルの端からキャップを取り外します。 

4. Surface の HD ビデオ出力ポート (右側下) にアダプターを接続し

ます。 

ディスプレイの設定 

ディスプレイを接続すると、ディスプレイ オプションを選択できます。方法は次のとおりです。 

1. デバイス チャームを開きます (画面の右端から内側へスワイプして、[デバイス] をタップします)。 

2. [セカンド スクリーン] をタップまたはクリックし、次のオプションのいずれかを選択します。 

 [複製]  両方のスクリーンに同じ画面が表示されます。 

 [拡張]  両方のモニター全体にスクリーンが拡張され、2 つのモニター間でアイテムをドラッグし、移動できるようになりま

す。 

 [セカンド スクリーンのみ]  接続したスクリーンにすべてを表示し、Surface は空白にしておくことができます。  

複数のモニターを使う 

別のモニターを Surface に接続すると、マルチタスクを最大限に活用できます。1 台目のモニターを仕事用 (Office アプリ) に使い、

別のモニターを趣味 (友人とのチャット、ソーシャルの更新、音楽など) に使うことができます。モニターを接続すると、次のキーの組み

合わせのいずれかを (タッチ カバーまたはタイプ カバーで) 使って、アプリをセカンド スクリーンに移動できます。 

キーの組み合わせ 動作 

Windows ロゴ キー  + PgUp  

-または- 

Windows ロゴ キー  + PgDn 

Windows ストア アプリを別のモニターに移動します。 

Windows ロゴ キー  + →  

-または- 

Windows ロゴ キー  + ← 

デスクトップ アプリ (Word など) を別のモニターに移動しま

す。 
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メモ 

 デスクトップ アプリ (Office アプリなど) を 2 つのモニターで開いたり、1 つのモニターで Windows ストアから入手したアプリを

開きながら、別のモニターでデスクトップ アプリを開くこともできます。  

 1 つのモニターでスタート画面またはチャームを開くと、Windows ストアから入手したすべてのアプリが同じモニターに移動し

ます。 

 いずれかのスクリーンの四隅を使って、チャームや最近使ったアプリをマウスで開くことができます。セカンド スクリーンでチャー

ムを開くには、マウス ポインターをセカンド スクリーンに移動します。 
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記憶域、ファイル、およびバックアップ 

Surface RT のハード ドライブは、32 GB と 64 GB の 2 種類が用意されています 4。  

4システム ソフトウェアが一定の記憶容量を使用します。ユーザー用の空き容量はこれより少なくなります。surface.com/storage を参照してください。1 GB = 10 

億バイト。 

ローカル記憶容量の確認方法 

使用できる記憶容量を確認するには 

1. 設定チャームを開いて、[PC 設定の変更] をタップまたはクリックします。  

2. [全般] をタップまたはクリックします。  

3. [使用可能記憶域] までスクロールして、残っている記憶容量を確認します。また、[アプリのサイズを表示する] をタップまた

はクリックするとアプリごとの記憶域使用量を確認できます。 

メモ  あらかじめインストールされているソフトウェアやアプリにも、かなりの記憶容量が使われています。使用量については、

Surface.com の「Surface のディスク領域に関する FAQ」を参照してください。 

Surface の記憶域オプション  

Surface では、内蔵されている記憶域のほか、次のような記憶域を使用できます。  

 USB フラッシュ ドライブや microSD メモリ カードなどのリムーバブル記憶域 

 クラウド ストレージ (SkyDrive)—最大 7 GB の記憶域 (無料) 

 ネットワーク上の別のコンピューター。ネットワーク上の別のコンピューターからファイルを開いたり、別のコンピューターにファイル

を保存することもできます。詳細については、このガイドの「別のコンピューターのファイルにアクセスする」のセクションを参照し

てください。  

リムーバブルな記憶域の選択肢 

USB 記憶域または microSD メモリ カードには、ドキュメント、音楽、ビデオ、写真などを保存できます。  

USB フラッシュ ドライブまたはハード ドライブ 

USB フラッシュ ドライブまたは外部記憶域デバイスを Surface の USB ポートに接続できます。 

http://www.microsoft.com/Surface/ja-JP/support/surface-with-windows-rt/files-folders-and-online-storage/surface-disk-space-FAQ
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USB フラッシュ ドライブまたは外部ハード ドライブに格納されたファイルを開くには  

1. USB フラッシュ ドライブまたはハード ドライブを Surface の右端にある USB ポートに差し込みます。  

2. 画面の右上隅に表示される通知をタップまたはクリックします。  

3. [フォルダーを開いてファイルを表示] をタップまたはクリックします。エクスプローラーが開き、USB フラッシュ ドライブまたはハー

ド ドライブに格納されているファイルが表示されます。  

Surface 上に保存したファイルを参照、コピー、または移動するには、エクスプローラーというアプリ (旧 Windows エクスプローラー) を

使います。詳細については、このガイドの「ファイルおよびフォルダー」のセクションを参照してください。  

microSD メモリ カード 

Surface には microSD カード スロットで最大 64 GB の記憶域を

追加できます。microSD、microSDHC、または microSDXC カード

を使用できます。  

キックスタンドを開いてカード リーダーにアクセスします。  

SkyDrive: クラウド ストレージ  

SkyDrive を使用すると、ドキュメントや音楽、ビデオ、写真などをクラ

ウドに保存できます。Surface には、SkyDrive 上のファイルをアップロ

ードしたり、開いたりできる SkyDrive アプリが搭載されています。

Microsoft アカウントには SkyDrive 上の記憶域 7 GB が無料で付属します。7 GB は、Office ドキュメントなら 2 万個、写真な

ら 7,000 枚を保存するのに十分なサイズです。  

SkyDrive の詳細については、このガイドの「SkyDrive」のセクションを参照してください。 

ファイルおよびフォルダー 

エクスプローラー (以前は Windows エクスプローラーと呼ばれていました) を使って Surface 上またはネットワークの別のコンピュータ

ー上のファイルやフォルダーを操作します。ネットワーク上の場所の参照の詳細については、このガイドの「別のコンピューターのファイル

にアクセスする」のセクションを参照してください。  

エクスプローラー  

エクスプローラーを使ってファイルの検索、フォルダーの作成、ファイルのコピーまたは移動などの操作を行うことができます。  

エクスプローラーを開くには 

 スタート画面で、「エクスプローラー」と入力し、検索結果の "エクスプローラー" をタップまたはクリックします。 
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 デスクトップで、タスク バーのファイル フォルダー アイコンをタップまたはクリックします。 

エクスプローラーの使い方については、Windows.com の「ファイルとフォルダーを操作する方法」を参照してください。 

ライブラリ 

ライブラリとは、ドキュメント、音楽、画像、およびその他のファイルすべてに 1 つの場所でアクセスできるコレクションです。Windows に

は、ドキュメント、ミュージック、ピクチャ、およびビデオという 4 つのライブラリが用意されています。ファイルを種類別に分け、それぞれに

該当するライブラリに格納しておくと、適切なアプリから確実に認識されるので便利です。たとえば、音楽ファイルはミュージック フォルダ

ーに配置し、写真はピクチャ フォルダーに配置します。また、同じ種類のファイルがライブラリにまとまっていると、目的のファイルを探し

やすくなります。ライブラリの使い方の詳細については、Windows.com の「ライブラリの基本」を参照してください。 

自分の Surface の他のユーザーとファイルを共有する 

自分の Surface を使用している他のユーザーとファイルを共有するには、パブリック フォルダーを使うと便利です。たとえば、あなたが

家族と Surface を共有している場合は、家族の写真を [パブリックのピクチャ] フォルダーに入れると、家族みんなで簡単にフォルダー

アクセスして、写真を追加、削除、編集できます。  

パブリック フォルダーは、各ライブラリにあります。パブリック フォルダーを開くには  

1. 検索チャームを開き、検索ボックスに「エクスプローラー」と入力して、検索結果の "エクスプローラー" をタップまたはクリックし

ます。  

2. ナビゲーション ウィンドウで、[ライブラリ] の下のいずれかのライブラリ ([ドキュメント]、[ミュージック]、[ピクチャ]、または [ビデ

オ]) の横の矢印をタップまたはクリックします。  

詳細については、Windows.com の「パブリック フォルダー: よく寄せられる質問」を参照してください。 

Surface にファイルを移動する 

音楽、写真、ビデオ、およびドキュメントを Surface に簡単に移動できます。Surface にファイルを移動するには、次のようないくつか

の方法があります。 

 ネットワーク上のコンピューターに接続する  

 SkyDrive を使用する 

 USB フラッシュ ドライブまたは microSD メモリ カードを使用する  

ネットワーク コンピューターに接続する 

Surface は、ネットワーク上のコンピューターにある音楽、写真、ビデオ、およびドキュメント ファイルにアクセスできます。それによって他

の PC から Surface にファイルをコピーしたり、ファイルを元の保存場所に置いたまま Surface で開いたりできるようになります。詳細

については、このガイドの「別のコンピューターのファイルにアクセスする」のセクションを参照してください。 

http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/files-folders-windows-explorer
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/libraries-windows-explorer
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/public-folders-faq
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SkyDrive を使用する 

ファイルを Surface で使用する場合、Surface に移動するのではなく SkyDrive を使ってクラウドにファイルを置く方法もあります。こう

すると、他のコンピューターや電話からファイルにアクセスできるようになります。 

SkyDrive の詳細については、このガイドの「SkyDrive」のセクションを参照してください。 

USB フラッシュ ドライブまたは microSD メモリ カードを使用する 

USB フラッシュ ドライブまたはメモリ カードを使ってファイルを Surface に移動することもできます。方法は次のとおりです。 

1. 他のコンピューターでファイルを USB フラッシュ ドライブまたはメモリ カードにコピーします。  

2. USB フラッシュ ドライブまたは microSD メモリ カードを Surface に挿入します。  

3. 画面の右上隅に表示される通知をタップまたはクリックします。  

4. [フォルダーを開いてファイルを表示] をタップまたはクリックします。エクスプローラーが開きます。  

5. Surface に追加するファイルまたはフォルダーを選択します。  

6. [ホーム] をタップまたはクリックしてから、[コピー先] をタップまたはクリックします。  

7. 場所を選択します。たとえば、フラッシュ ドライブまたはメモリ カードにドキュメントが含まれている場合は、[ドキュメント] を選

択します。ファイルの整理の詳細については、このガイドの「ライブラリ」を参照してください。 

エクスプローラー (旧 Windows エクスプローラー) の使い方については、Windows.com の「ファイルとフォルダーを操作する方法」を

参照してください。 

ファイル履歴を使ってファイルをバックアップ 

写真、ドキュメント、音楽などの個人用ファイルを外部ドライブやネットワークの場所に自動的にバックアップするには、ファイル履歴を

使います。たとえば、外部 USB ハード ドライブやネットワーク上の場所 (他の PC 上のフォルダーなど) がバックアップ先になります。  

ファイル履歴は、ライブラリ、連絡先、お気に入り、SkyDrive、およびデスクトップにあるファイルを自動的にバックアップします。元のファ

イルが失われたり、損傷したり、または削除された場合、それらのファイルはすべて復元できます。特定の時点のバージョンが異なるフ

ァイルを見つけることもできます。時間が経つと、完全なファイル履歴ができあがります。  

ファイル履歴を使ってファイルをバックアップする前に、ファイルの保存先となるドライブを設定する必要があります。外部ドライブまたは

ネットワーク上の場所を使用することをお勧めします。  

バックアップ用のドライブまたはネットワークの場所の設定については、Windows.com の「ファイル履歴のドライブを設定する」を参照

してください。 

http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/files-folders-windows-explorer
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/set-drive-file-history
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ネットワーク 

Surface は Wi-Fi を内蔵しており、ワイヤレス ネットワークに接続できます。ワイヤレス ネットワークに接続すると、インターネットの閲

覧、Windows ストアでのアプリの入手、メールの送信、ネットワーク上の他のコンピューターやデバイスへのアクセスが可能になります。 

ワイヤレス ネットワークに接続する 

ワイヤレス ネットワークに接続するには、次の手順に従います。  

1. 画面の右端から内側へスワイプし、[設定] をタップして、ワイヤレス ネットワーク アイコンをタップまたはクリックします ( )。

使用可能なワイヤレス ネットワークのリストが表示されます。  

2. 接続したいネットワークをタップまたはクリックします。  

3. 利用可能なときに Surface を自動的に接続するには、[自動的に接続する] を選択します。  

4. [接続] をタップまたはクリックします。  

5. 指示が表示されたら、ネットワーク セキュリティ キー (ネットワーク パスワード) を入力し、[次へ] をタップまたはクリックしま

す。ワイヤレス ネットワーク パスワードの調べ方については、Surface.com の「ワイヤレス ネットワーク パスワードの調べ

方」を参照してください。 

6. ネットワーク上の他のコンピューターおよびデバイスと共有するかどうかを選択します。喫茶店などの公共の場所でネット

ワークに接続する場合は、[いいえ] を選択します。 

ワイヤレス ネットワークへの接続に問題がある場合は、Surface.com の「ワイヤレス ネットワークに接続できませんか?」を参照してく

ださい。  

ヒント 

 ワイヤレス ネットワークが使えないときは、携帯電話のインターネット接続を利用することもできます。詳細については、この

ガイドの「テザリング: 電話のデータ接続を使う」を参照してください。  

ワイヤレス ネットワークから切断する 

ワイヤレス ネットワークから切断するには、次の手順に従います。  

1. 設定チャームを開いて、ワイヤレス ネットワーク アイコン ( ) をタップまたはクリックします。ネットワークに接続している場合、

ネットワーク名がワイヤレス バーの下に表示されます。 

2. 接続状態のネットワークをタップまたはクリックします。 

http://www.microsoft.com/Surface/ja-JP/support/surface-with-windows-RT/hardware-and-drivers/how-to-find-your-wireless-network-password
http://www.microsoft.com/Surface/ja-JP/support/surface-with-windows-RT/hardware-and-drivers/how-to-find-your-wireless-network-password
http://www.microsoft.com/Surface/ja-JP/support/networking-and-connectivity/cant-connect-to-a-wireless-network
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3. [切断] をタップまたはクリックします。 

ネットワークの接続情報 (パスワードまたは自動接続) を削除したい場合、ネットワーク名をタップしたまま押し続け、ボックスが表示さ

れたら離して、[この接続を削除する] を選びます。 

ホームグループに参加する 

ホームグループとは、1 つのホーム ネットワーク上でデバイス (プリンターなど) やライブラリ (ドキュメント、写真、音楽、ビデオ ライブラリ) 

を共有しあう PC の集まりです。ホームグループを利用することによって共有が容易になります。  

ホームグループが既にホーム ネットワークに存在する場合、Surface でホームグループに参加できます。方法は次のとおりです。 

1. 設定チャームを開き、[PC 設定の変更] をタップまたはクリックして、[ホームグループ] をタップまたはクリックします。 

2. [参加] をタップまたはクリックします。パスワードは、そのホームグループを使っているユーザーに確認してください。  

ホームグループに参加すると、ホームグループに参加している他のコンピューター上のファイルにアクセスできるようになりますが、

Surface に保存したコンテンツをホームグループのコンピューターで共有することはできません。  

メモ 

 ホームグループの詳細については、Windows.com の「ホームグループの概要」を参照してください。 

 Surface RT ではホームグループを作成できませんが、参加することができます。  

別のコンピューターのファイルにアクセスする  

ネットワークで共有されているファイル、フォルダー、およびライブラリを確認するには、エクスプローラーを開き、"ホームグループ" または 

"ネットワーク" に移動します。その方法は次のとおりです。 

1. エクスプローラーを開きます (スタート画面で、「エクスプローラー」と入力し、検索結果の "エクスプローラー" をタップまたはク

リックします)。 

2. エクスプローラーの左下隅で、使用するネットワークの種類に応じて [ホームグループ] または [ネットワーク] をタップまたはク

リックします。  

3. 共有されているファイルやフォルダーを参照するには、[ネットワーク] でコンピューター名をタップまたはクリックするか、[ホームグ

ループ] でユーザー名をタップまたはクリックします。同じ方法でプリンターなどの他のネットワーク リソースにも接続できます。  

メモ 電源がオフになっている PC や、休止中/スリープ中の PC は、ホームグループに表示されません。  

http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/homegroup-from-start-to-finish
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機内モード 

飛行機での移動時、または一時的に Wi-Fi や Bluetooth を使用する必要がない場合は、機内モードをオンにします。機内モード

にすると、再充電までの時間が延びます。 

機内モードのオン/オフを切り替えるには 

1. 設定チャームを開いて、ワイヤレス ネットワーク アイコン ( ) をタップまたはクリックします。 

2. [機内モード] を [オン] または [オフ] に設定します。 

機内モードがオンになると、Wi-Fi と Bluetooth がオフになります。  
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組み込みアプリ 

Surface には Xbox Music、Xbox Video、Skype、メール、Internet Explorer などの豊富なアプリがあらかじめインストールされて

います。仕事をこなすために、Surface には Office 2013 RT プレビュー版がインストールされており、Word、PowerPoint、Excel、

および OneNote のタッチ操作に最適化されたバージョンが含まれています。  

このセクションでは、Surface に組み込まれている一部のアプリについて重点的に説明します。  

メモ: ご利用できる機能は地域によって異なる場合があります。 

Office 2013 RT 

 

 

 

 

 

Office のアプリ 

 Word 完成度の高いドキュメントの作成に役立つワード プロセッシング プログラムです。  

 Excel データをわかりやすく表現し、計算機能やあらゆる種類の情報を追跡する機能を備えた高性能ツールです。 

 OneNote 日常生活で覚えておく必要がある事や管理が必要な事など、すべてのメモを 1 か所で管理できるデジタルのノ

ートブックです。OneNote デスクトップ アプリとは別に、Windows ストアから無料で入手可能な OneNote アプリもありま

す。詳細については、次のセクションを参照してください。 

 PowerPoint 一連のスライドでメッセージやストーリーを伝えるプレゼンテーションを作成するためのソフトウェアです。 

 

メモ 
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 Office 2013 RT の機能は Windows 7 または Windows 8 の Office 2013 とほぼ同じですが、いくつかの相違点があり

ます。相違点の詳細については、「Office 2013 RT の紹介」を参照してください。 

 Microsoft Office 2013 RT プレビュー版をご使用の場合、Windows Update によって Office が最終版に更新されま

す (ダウンロードは無料ですが、通信にかかる費用はお客様のご負担になります)。更新されない場合は、後述の「Office 

最終リリース版に更新する」を参照してください。  

Office アプリを開始する 

Office アプリを開始するには、スタート画面に移動して、アプリのタイ

ルを探すか、アプリ名を入力します (たとえば、「Word」と入力して 

Enter キーを押します)。 

デスクトップから Office アプリを開始することもできます。そのために

は、スタート画面に移動して [デスクトップ] をタップまたはクリックしま

す (または Windows ロゴ  キー + D キーを押します)。デスクトッ

プに追加された Office アプリは、タスク バーにも表示されます。タス

ク バーの Office アプリをタップまたはクリックします。 

スタート画面またはタスク バーからアプリをピン留めまたはピン解除す

る方法については、このガイドの「Surface のパーソナル設定」のセクションを参照してください。  

Office クイック スタート ガイド 

Office 2013 を初めてお使いになる場合、無料のクイック スタート ガイドをダウンロードして参考にすることができます。各ガイドは印

刷可能であり、目的の情報を探すために役立つ便利なヒント、ショートカット、スクリーンショットが掲載されています。Office.com に

アクセスして「クイック スタート ガイド」を検索するか、次のリンクを利用してください。 

 Word 2013 クイック スタート ガイド 

 Excel 2013 クイック スタート ガイド 

 PowerPoint 2013 クイック スタート ガイド 

 OneNote 2013 クイック スタート ガイド 

あらゆるデバイス上にある Office ファイル 

Microsoft アカウントでサインインした場合、Office アプリは、既定で SkyDrive (クラウド) にドキュメントを保存します。これにより、

Office ドキュメントは 1 か所に保存され、PC、Mac、iPad、スマートフォン、またはインターネットに接続されたあらゆるデバイスで 

SkyDrive から利用できます。また、Office ドキュメントを SkyDrive に保存することで、簡単に他の人とファイルを共有して作業でき

ます (他の人が Office を持っていない場合、無料の Office Web Apps を使って共有すれば、ドキュメントの表示や編集を行うこ

とができます)。詳細については、Office.com の「Office ドキュメントを SkyDrive で共有する」を参照してください。 

Office ドキュメントを Surface に保存したい場合は、Office アプリでドキュメントを保存する際に [コンピューター] を選びます。 

http://office.com/officert
http://office.microsoft.com/ja-JP/
http://office.microsoft.com/ja-JP/support/word-2013-quick-start-guide-HA103673715.aspx?CTT=5&origin=HA103673669
http://office.microsoft.com/ja-JP/redir/HA103673690.aspx?queryid=df6cacaa%2Df0ac%2D458e%2Dafd3%2D0f599cdc5a55&respos=1&CTT=1
http://office.microsoft.com/ja-JP/redir/HA103673693.aspx?queryid=df6cacaa%2Df0ac%2D458e%2Dafd3%2D0f599cdc5a55&respos=4&CTT=1
http://office.microsoft.com/ja-JP/redir/HA103673691.aspx?queryid=df6cacaa%2Df0ac%2D458e%2Dafd3%2D0f599cdc5a55&respos=3&CTT=1
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=250772
http://office.microsoft.com/ja-jp/videos/video-sharing-office-docs-with-skydrive-VA103984830.aspx?CTT=1
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ファイルの互換性 

以前のバージョンの Office で作成したファイルを Office 2013 アプリで開くことができます。Office 2013 と以前のバージョンの 

Office との互換性を確認するには、Office.com の「以前のバージョンとのファイル互換性のチェック」を参照してください。  

タッチ、ペン、および言語のサポート 

 タッチ  新しい Office アプリでタッチを使う方法については、Office.com の「Office タッチ ガイド」を参照してください。  

 ペン  静電容量式スタイラス (別売) を使って Office アプリで描画、書き込み、テキストの強調表示を行う (Office ではイ

ンクと呼びます) 方法については、Office.com の「Windows タブレットでペンを使って描画、書き込み、テキストの強調表

示を行う」を参照してください。  

 言語  異なる言語を使用する場合は、Office.com の「Office 2013 の言語オプション」を参照してください。 

Office 最終リリース版に更新する 

Office アプリを使用し、スタートアップ画面に "Preview" という語句が含まれている場合、ご使用の Office のコピーは最終リリース

に更新されていません。その場合は、Windows Update を使用して Office 最終リリース版に更新してください。方法は次のとおり

です。  

1. スタート画面で、検索チャームを開いて、「オプションの更新プログラムのインストール」と入力します。  

2. [設定] をタップまたはクリックし、検索結果の "オプションの更新プログラムのインストール" を選びます。コントロール パネル

の [Windows Update] セクションが表示されます。 

3. [更新プログラムの確認] または [更新プログラムを利用できます] をタップまたはクリックします。 

4. 結果一覧で "Update for Microsoft Office Home & Student 2013 RT Preview" を選び、[インストール] をタッ

プまたはクリックします。 

更新プログラムのインストールに問題がある場合は、「Office 2013 RT Preview の更新プログラム」の記事をご覧ください。  

  

http://office.microsoft.com/ja-JP/word-help/check-file-compatibility-with-earlier-versions-HA010357401.aspx?CTT=1
http://office.microsoft.com/ja-JP/support/office-touch-guide-HA102823845.aspx
http://office.microsoft.com/ja-JP/excel-help/use-a-pen-to-draw-write-or-highlight-text-on-a-windows-tablet-HA103986634.aspx?CTT=1
http://office.microsoft.com/ja-JP/excel-help/use-a-pen-to-draw-write-or-highlight-text-on-a-windows-tablet-HA103986634.aspx?CTT=1
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=259794
http://support.microsoft.com/kb/2748583/ja-JP
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OneNote 

OneNote は、日常生活で覚えておく必要がある事や管理が必要な事など、すべてのメモや情報を 1 か所で管理できるデジタルの

ノートブックです。チェックボックスを使用して To Do リストを作成できるほか、メモに画像を追加し、表、箇条書き、色などを使用し

てメモの体裁を整えることができます。 

Microsoft アカウントを使用してサインインすると、メモをクラウド上に保管して、PC、携帯電話、または Web を通じてどこからでもア

クセスできます。 

Surface で使用できる OneNote アプリのバージョンは、次の 2 つです。  

 OneNote アプリは Windows ストアで入手できます (OneNote アプリをインストールするには、Windows ストア アプリを

開き、「OneNote」と入力します)。  

 OneNote 2013 RT (デスクトップ アプリ) は Surface にあらかじめインストールされています。  

OneNote のメモ帳はクラウド (SkyDrive) に保管されるため、いずれかのアプリを使用してメモの追加や編集を行うことができます。

初めて OneNote を起動する際に、Microsoft アカウントの入力を求められる場合があります。  

OneNote アプリを使う 

Windows ストアからインストールした OneNote アプリの操作方法は次のとおりです。 

タスク 操作方法 

テキストの書式を設定する メモのテキストを選択し、[A] アイコンをタップまたはクリックします。これにより、各種

オプションのリング メニューが表示されます。  

メモを探す 検索チャームを開き、探しているメモの名前を入力します。 

メモを手書き入力する 静電容量式スタイラス (別売) を使ってメモを手書き入力します。  

OneNote と共有する 

- または - 

OneNote に送信する 

共有チャームまたは [OneNote に送る] を使ってメモを作成します。  

たとえば、Internet Explorer で Web ページのテキストを選択し、共有チャームを

開いて、[OneNote] を選びます。  

または、デスクトップから Web ページのテキストを選択し (デスクトップから Internet 

Explorer を使う)、選択したテキストをタップしたまま押し続け、ボックスが表示され

たら離して、[OneNote に送る] を選びます。  

ページにすばやくアクセスする ページをスタート画面にピン留めして、すばやく開くことができます。OneNote で、

左側のウィンドウに表示されたページをタップしたまま押し続け、ボックスが表示され
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たら離して、[スタートにピン留め] をタップします。 

ヘルプを参照する 設定チャームを開いて、[ヘルプ] をタップまたはクリックします。 

 

OneNote を携帯電話で使う 

OneNote を携帯電話で使用して、外出先でメモを取ったり、閲覧したりすることもできます。  

 Windows Phone 8: OneNote Mobile の使用  

 Windows Phone 7: Microsoft OneNote Mobile の使用  

 OneNote Mobile for Android  

 OneNote Mobile for iPhone  

Internet Explorer 

Web の閲覧機能がさらに向上しました。Surface には次の 2 つのバージョンの Internet Explorer 10 

が付属しています。  

 タッチ操作向けのアプリ  

 デスクトップ アプリ  

スタート画面からもデスクトップからも Web アクセスを快適に行うことができます。2 つの Internet Explorer アプリは同じ閲覧履歴と

設定を共有しています。 

タッチ操作向けの Internet Explorer  

Internet Explorer 10 アプリはタッチ向けに最適化されています。大きなタイルとタブに表示されてタップしやすくなり、必要なときだけ

表示されます。  

Internet Explorer アプリを開始するには、スタート画面に移動して、[Internet Explorer] をタップまたはクリックします。 

  

http://www.windowsphone.com/ja-JP/how-to/wp8/office/use-onenote-mobile
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=248671
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=248673
https://itunes.apple.com/jp/app/onenote/id410395246?mt=8


  

© 2013 Microsoft  ページ 76 

 

アドレス バーを探す 

アドレス バーを探すには、画面の上端から下へスワイプします 

(またはトラックパッドを右クリックします)。画面下部にアドレス 

バーが表示され、画面上部にタブ バーが表示されます。 

特定の Web サイトに移動するには 

 ピン留めしたサイト、よくアクセスするサイト、お気に入

りのサイトを表示するには、アドレス バーをタップまた

はクリックします。タイル間をスワイプすると、さらに多く

のオプションが表示されます。目的のサイトが見つかっ

たら、タイルをタップまたはクリックします。  

 Web アドレスまたは検索語句をアドレス バーに入力

します。入力を開始すると、以前に閲覧したサイト、ピン留めしたサイト、お気に入りのサイトなど、目的のサイトに一致する

結果がすぐに Internet Explorer に表示されます。 

ヒント 

 Internet Explorer の設定を変更するには、設定チャームを開いて、[インターネット オプション] をタップまたはクリックします。

一部の設定は、デスクトップ版の Internet Explorer からのみ利用できます。詳細については、「デスクトップ版 Internet 

Explorer」のセクションを参照してください。 

 共有チャームを使うと、Web ページを友達と共有できます。詳細については、このガイドの「リンクを共有する」を参照してく

ださい。  

 Internet Explorer に関するヘルプ (ホーム ページの変更方法など) を表示するには、Windows.com の「Internet 

Explorer: よくあるお問い合わせ」を参照してください。 

タブを使ったナビゲーション 

タブを新しく開く場合や、タブ間の切り替えを行う場合は、画面を上端から下へスワイプするか、マウスまたはトラックパッドで右クリック

します。画面上部のタブ バーに、既に開いている Web ページの縮小版が表示されます。  

 切り替えるには、ブラウザー ウィンドウをタップまたはクリックします。  

 新しいブラウザー タブを開くには、  をタップまたはクリックします。新しいタブを開くと、ピン留めしたサイト、よくアクセスする

サイト、およびお気に入りのサイトがアドレス バーの上に表示され、これらのサイトにすばやく移動できます。  

 InPrivate タブを開くには、  をタップまたはクリックします。現在開いているタブを残して他のタブをすべて閉じるには、[タブ

を閉じる] を選びます。 

Web のお気に入り 

サイトをスタート画面にピン留めしたり、ブラウザーのお気に入りに追加したりできます。これを行うには、アドレス バーで [サイトをピン

留め]  をタップまたはクリックし、[スタートにピン留め] または [お気に入りに追加] を選びます。詳細については、Windows.com 

の「お気に入りを追加、表示、および整理する」を参照してください。  

http://www.microsoft.com/surface/ja-jp/support/getting-started/using-the-charms
http://windows.microsoft.com/ja-JP/internet-explorer/internet-explorer-help#internet-explorer=top-solutions
http://windows.microsoft.com/ja-JP/internet-explorer/internet-explorer-help#internet-explorer=top-solutions
http://windows.microsoft.com/ja-JP/internet-explorer/add-view-organize-favorites#ie=ie-10
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ブラウザーのお気に入りおよび履歴は、Microsoft アカウントを使うと、Windows RT および Windows 8 PC でアクセスを同期でき

ます。詳細については、このガイドの「PC 設定の同期」を参照してください。 

サイト間のページ フリップ 

ページ フリップをオンにすると、ページからページへ、記事から記事へ、流れるように移動できます。ページ フリップをサポートしているニ

ュース サイトの記事を読んでいる場合、ページ間をスワイプ (または [進む] ボタン  をクリック) して、コンテンツの次のページに移動

できます。 

ページ フリップをオンにするには、Internet Explorer で設定チャームを開いて、[インターネット オプション] をタップまたはクリックします。  

デスクトップ版 Internet Explorer 

デスクトップから Web にアクセスする場合は、デスクトップ版 Internet Explorer を使います。Internet Explorer デスクトップ アプリ

を開始するには 

1. スタート画面で、[デスクトップ] をタップまたはクリックします (または Windows ロゴ  キー + D キーを押します)。 

2. タスク バーの [Internet Explorer] アイコンをタップまたはクリックします。  

ポップアップ ブロックを無効にする場合など、ブラウザーの設定を変更するには、Internet Explorer (デスクトップ版) の右上隅にある 

[設定] アイコンをタップし、[インターネット オプション] をタップまたはクリックします (ポップアップ ブロックのオプションは [プライバシー] タ

ブにあります)。2 つの Internet Explorer アプリに同じ設定が適用されます。 

閲覧履歴を表示するには 

1. デスクトップ版 Internet Explorer を開きます。 

2. 右上隅の [お気に入り] ボタンをタップまたはクリックし、[履歴] タブをタップまたはクリックします。 

アドオン、Flash、その他のマルチメディア コンテンツ 

Internet Explorer は、Adobe Flash Player や HTML5 コンテンツの再生に対応し、Web サイトに埋め込まれたオーディオ、ビデ

オなどのリッチ コンテンツを利用できます。  

Surface RT では、Internet Explorer のブラウザー アドオンはサポートされていません。 

Adobe Flash 

Flash コンテンツを使用している多くの Web サイトは Surface RT と互換性があります。タッチ、パフォーマンス、バッテリー寿命に関し

て Windows と互換性がない少数の Web サイトは、ブロックされます。 

http://windows.microsoft.com/ja-JP/internet-explorer/change-ie-settings?ocid=IE10_cpl_general
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HTML5 の互換性 

HTML 5 の機能は Internet Explorer に組み込まれています。HTML5 では、プラグインやサード パーティ プログラムを使用しなくて

もオーディオ、ビデオ、アニメーション、グラフなどのさまざまなリッチ コンテンツを埋め込むことができます。これにより、操作が簡単でわか

りやすくなります。  

Java および Silverlight プラグインとの互換性 

Java および Silverlight プラグインは、Surface RT ではサポートされていません。  

バックグラウンドでのストリーミング オーディオ再生 (使用可能な場合) 

Web サイトからのオーディオ ストリーミング再生を実行しながら他のアプリを使う必要がある場合は、次のいずれかを実行します。 

 デスクトップ版の Internet Explorer を使います。 

 タッチ操作に最適化されたバージョンの Internet Explorer を、使用しているアプリの横にスナップします。詳細については、

「2 つのアプリを横に並べて使う (アプリをスナップする)」を参照してください。 

メモ  Xbox Music アプリで音楽を再生すると、Surface 画面がオフのときにバックグラウンドで再生されます。詳細については、このガ

イドの「Xbox Music」を参照してください。* 

*一部のミュージック アプリ サービスは、地域によってはご利用いただけないことがあります。 

 

メール 

ビューやアプリを切り替えることなく、ご使用のすべてのメール アカウントのメール メッセ

ージを読み、返信することができます。  

メール アカウントの追加 

メール アカウントの追加方法を確認するには、このガイドの「メール アカウントを追加

する」をご覧ください。  

メール アカウントの削除 

メール アカウントの削除方法については、Windows.com の「Windows のメール アプリ: よく寄せられる質問」を参照してください。  

メール設定の変更 

メール アカウントの設定を変更するには 

http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/mail-app-faq
ms-windows-store:PDP?PFN=microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe
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1. メール アプリを開いて、設定チャームを開きます (画面の右端から内側へスワイプして、[設定] をタップします)。 

2. [アカウント] をタップまたはクリックし、変更するアカウントを選びます。  

3. 右端のウィンドウに設定が表示されます。ここでメール パスワード、ダウンロードしたメールの件数、メールの署名などを変更

できます。  

4. 戻る矢印をタップまたはクリックします。 

メールを使う 

メール アプリには次の 3 つのウィンドウがあります。 

 左側のウィンドウの左下隅にメール フォルダーとアカウントが

表示されます。切り替えるには、フォルダーまたはアカウント

をタップまたはクリックします。  

 中央のウィンドウには、選択したメール アカウントのメッセー

ジが表示されます。  

 右側の閲覧ウィンドウには、選択したメール メッセージの内

容が表示されます。 

メールの操作方法は次のとおりです。 

*すべての機能を使うには、メール アプリの最新版を Windows ストアから入手して、インストールします。 

タスク 操作方法 

アプリ コマンドを開く 画面を上端から下へスワイプするか、右クリックして、メール アプリのコマンドを表示

します。  

複数のメッセージを選択する  

 

 タッチの場合  中央のウィンドウで、選択するメッセージ間をスワイプします。  

 マウスまたはトラックパッド操作の場合  選択する各メッセージを右クリックしま

す。  

連続するメッセージのグループを選択するには、Shift キーを押しながら↑キーまた

は↓キーを押します。 

メッセージを消去するには、メッセージをスワイプするか、右クリックします。 

返信、全員に返信、または転送する 右上隅の [返信] アイコンをタップまたはクリックします。 

メッセージを削除する 1 つまたは複数のメッセージを選び、右上隅にある [ごみ箱] アイコンをタップまたは

クリックします。 

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=253521
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コピーおよび貼り付け  
 タッチ操作の場合  単語をタップしてから、単語の両端にある丸いマークをドラッ

グして選択範囲を広げます。選択したテキストをタップし、アプリのコマンド バー

で [コピー] または [コピー/貼り付け] をタップします。  

 マウスまたはトラックパッド操作の場合  テキストを選択して右クリックし、[コピ

ー] または [貼り付け] を選びます。 

 キーボード操作の場合  Ctrl + C キーでコピーし、Ctrl + V キーで貼り付けま

す。 

フォルダーを作成および管理する 画面の上端から下へスワイプし、新規フォルダーを作成する場合は [フォルダー オプ

ション] をタップまたはクリックし、選択したメッセージを移動する場合は [移動] をタッ

プまたはクリックします。 

テキストの書式を設定する 新しいメール メッセージのテキストを選択すると、フォント、絵文字、箇条書きなどの

基本的な書式設定オプションが表示されます。  

キーボード ショートカットを使用する場合、太字にするには Ctrl + B キーを押し、フ

ォントを選ぶ場合は Ctrl + Shift + F キーを押します。メールのキーボード ショート

カットの一覧については、Windows.com の「キーボード ショートカット」を参照して

ください。  

メッセージを探す メッセージの上にある検索アイコンをタップするか、検索チャームを開きます。検索ボ

ックスに探す内容 (名前またはメール メッセージのテキスト) を入力し、Enter キー

を押すか、検索アイコンをタップします。  

メッセージを印刷する メール メッセージを選び、デバイス チャームを開きます。次に、プリンターを選び、[印

刷] を選びます。詳細については、「印刷」を参照してください。 

メールの通知 新着メールの通知は、右上隅、ロック画面、メールのタイルに表示されます。新着メ

ールの通知方法を変更するには、Windows.com の「メール、カレンダー、

People、メッセージングの通知を管理する方法」を参照してください。 

メッセージに未読、迷惑メール、またはフラ

グ付きのマークを付ける 

1 つまたは複数のメッセージを選択し、画面を上端から下へスワイプして、[フラグ]、

[迷惑メール]、または [未開封にする] を選びます。 

メールを送受信する メールを手動で同期するには、アプリ コマンドを開いて、[同期] をタップします (また

は F5 を押します)。  

既定では、メール アプリは新着メッセージと最近 2 週間のメールをダウンロードしま

す。メールをダウンロードする時間間隔とダウンロードするメールの量を変更するに

は、設定チャームを開き、[アカウント] をタップまたはクリックしてアカウントを選択し、

設定を変更します。  

http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/keyboard-shortcuts
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/how-manage-notifications
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/how-manage-notifications
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メールの署名を変更する 設定チャームを開き、[アカウント] をタップまたはクリックしてメール アカウントを選択

し、[署名を使用する] オプションを探します。ボックス内のテキストを変更します。  

添付ファイルを追加する 新しいメール メッセージの右上隅にあるクリップ アイコンをタップまたはクリックします。

メッセージに追加するファイルを選択し、[添付] をタップまたはクリックします。 

サイズの大きい添付ファイルがあったり、ファイルを他の人が編集できるようにしたい

場合は、メール メッセージの [SkyDrive で添付] リンクを選びます。詳細について

は、Windows.com の「基本的な添付ファイルと SkyDrive 添付ファイルの違いと

は」を参照してください。 

Outlook.com エイリアスでメールを送る Outlook.com アカウントにエイリアスを使用している場合、Outlook.com エイリア

スでメールを送る方法については、「Windows のメール アプリ: よく寄せられる質

問」を参照してください。 

連絡先を追加する People アプリを使って連絡先を追加します。その方法については、

Windows.com の「Windows の People アプリ: よく寄せられる質問」を参照して

ください。 

その他のメール用アプリ 

 Internet Explorer で Web メール アカウントにアクセスできます。また、Web メール ページをスタート画面にピン留めして

アクセスを簡単にすることもできます。Web ページをスタート画面にピン留めする方法については、このガイドの「Web のお

気に入り」を参照してください。 

 必要に応じて別のメール用アプリを使うこともできます。Windows ストアでメール用アプリを探してください。 

  

http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/what-difference-skydrive-attachments-basic
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/what-difference-skydrive-attachments-basic
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/mail-app-faq
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/mail-app-faq
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/people-faq
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People 

People アプリには単なるアドレス帳以上の機能があります。

ソーシャル ネットワークの最新情報を入手し、普段連絡する

相手にアクセスできます。Facebook、Twitter、LinkedIn な

どのアカウントに接続すると、すべての最新の更新情報、ツイ

ート、写真が 1 か所に表示されます。更新情報にコメントす

るにも、ツイートをリツイートするにも、アプリを切り替える必要

がありません。  

ユーザーを追加する 

既存の連絡先一覧やアドレス帳からユーザーを追加する方

法は、次のとおりです。  

1. スタート画面で、[People] をタップまたはクリックします。  

2. 設定チャームを開いて、[アカウント] をタップまたはクリックします。  

3. [アカウントの追加] をタップまたはクリックします。  

4. 追加したいメールまたはソーシャル ネットワークのアカウントを選択して、画面に表示される指示に従います。  

メッセージに従ってアカウントのパスワードでサインインした後、追加するアカウントと Microsoft の間で具体的にどのような情報が共

有されるかが表示されます。数分間待つと、連絡先が People アプリに表示されるようになります。アカウントの種類によっては、プロ

フィール写真や最新情報なども表示されます。 

ヒント 

 連絡先を一度に追加する方法やメールから連絡先を追加する方法については、Windows.com の「Windows の 

People アプリ: よく寄せられる質問」を参照してください。 

 連絡先をリンクする方法や、どの連絡先を表示させるかを変更する方法について質問がある場合は、Windows.com の

「Windows の People アプリ: よく寄せられる質問」を参照してください。 

メモ  2013 年 1 月 30 日をもって、Google は、いくつかのケースで、新しい EAS (Exchange ActiveSync) 接続のサポートを終了

したため、People アプリに連絡先を追加する方法が変わる場合があります。詳細については、Windows.com の「Google サービ

スを Windows と同期する方法」を参照してください。 

ユーザーを検索する 

ユーザーを追加した後、さまざまな方法でユーザーの連絡先情報を表示し、最新情報を確認できます。  

 検索  People アプリで検索チャームを開き、ユーザーの名前を入力します。 

 特定の英字へのジャンプ  People で特定の英字だけが表示されるように表示を絞り込みます。いずれかの文字を選択し

て、名前がその文字で始まるユーザーに直接移動します。  

http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/people-faq
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/people-faq
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/people-faq
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/use-google-windows-8-rt
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/use-google-windows-8-rt
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 スタートにピン留め  ユーザーをスタートにピン留めすると、追加したユーザーの更新やツイートの通知が表示され、連絡先

情報や更新ページに直接移動できます (「連絡先をスタートにピン留めする」を参照)。  

 お気に入りとして追加  お気に入りとして追加したユーザーの写真は、People を開くと最初に表示されます (People でユ

ーザーをタップまたはクリックし、上端から下へスワイプして、[お気に入り] をタップまたはクリックします)。  

他のユーザーとコミュニケーションをとる 

検索したユーザーに連絡を取るには、いくつかの方法があります。 

 インスタント メッセージまたはメールを送信する。  

 電話またはテレビ通話をかける。  

 アドレスをマッピングしてすぐにアクセスできるようにする。  

 Facebook のウォールに書き込む。 

表示する連絡先を変更する 

既定では、追加したアカウントのすべての連絡先が連絡先一覧に表示されます。一覧をネットワークで絞り込むこともできます。その

方法については、Windows.com の「Windows の People アプリ: よく寄せられる質問」の「表示される連絡先を変更するにはどう

すればよいですか。」を参照してください。 

連絡先をスタートにピン留めする 

大切な人は前面や中心におきましょう。連絡先をスタートにピン留めすると、アプリを開かなくても、大切な人の写真や更新情報を

表示できます。メールの送信やチャットの開始などの便利なショートカットにもなります。  

1. People アプリで、ピン留めする相手をタップまたはクリックします。  

2. 画面の上端から下へスワイプし、[スタートにピン留め] をタップまたはクリックします。  

プロフィールの画像や Facebook の状態の更新、およびツイートがスタート画面にタイルとして表示されます。連絡先情報を取得す

るには、タイルをタップまたはクリックします。そこから簡単にメール、通話、メッセージ送信を行うことができます。 

自分の更新情報を投稿する 

Facebook の最新情報を更新またはツイートを作成する方法は、次のとおりです。  

1. People アプリを開き、[自分] をタップまたはクリックします。  

2. [最新情報] で、ソーシャル ネットワークを選択してメッセージを書き込み、[送信] アイコンをタップまたはクリックします。  

他の人の Facebook ウォールに書き込む 

他の人の Facebook ウォールに書き込む方法は次のとおりです。  

http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/people-faq
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1. People アプリを開き、連絡先をタップまたはクリックします。  

2. [新着情報] セクションでは、人の名前をタップまたはクリックします。  

ヒント 

 共有チャームを使って、ソーシャル ネットワークとリンクや写真を共有できます。このガイドの「写真、リンク、その他を共有す

る」を参照してください。  

カレンダー  

カレンダー アプリを使うと、すべてのカレンダーを 1 つにまとめてスケジュールを常に把握し、自由時間を有効活用することができます。

イベントや予定を知らせるアラームおよび通知機能があるため、行事を忘れる心配がありません。 

すべてのカレンダーを 1 つにまとめる 

メール アカウントを追加すると、すべての予定を 1 か所に表示できます。アカウントの追加方法は次のとおりです。 

1. 新しい予定またはイベントの日付と時刻をタップまたはクリックします。 

2. 予定のカレンダーを選びます。 

3. タイトル、場所、期間など、予定に関する詳細を追加します。 

4. [参加者] フィールドに、招待する人の名前または電子メール アドレスを入力します。 

 

Outlook アカウントからミーティングを作成している場合は、他人の空き時間を確認して、それに応じてミーティングのスケジ

ュールを立てることができます。そのためには、[スケジュール アシスタント] をタップまたはクリックします。この機能を使用でき

るのは、職場で Microsoft Exchange Server 2010、Microsoft Exchange Server 2010 SP1、または 

Microsoft Exchange Server 2013 Preview が使用されている場合だけです。詳細については、ネットワーク管理者にお

問い合わせください。 

5. [保存] アイコン ( ) をタップまたはクリックします。 

アカウントを追加すると、カレンダー アプリに予定が表示されます。 

アカウント内に複数のカレンダーが存在する場合、その一部しかカレンダーには表示されない可能性があります。表示するには、元の

カレンダーにアクセスする必要があります。たとえば、家族と共有しているカレンダーが Gmail カレンダーに含まれているにもかかわらず、

カレンダー アプリに表示されない場合、それらに記載されているイベントを閲覧するには、www.gmail.com にアクセスする必要があ

ります。 

メモ  2013 年 1 月 30 日をもって、Google は、新しい EAS (Exchange ActiveSync) 接続のサポートを終了しました。最新版の

カレンダー アプリを使用している場合、Google カレンダーはカレンダー アプリと同期しません。詳細については、Windows.com の

「Google サービスを Windows と同期する方法」を参照してください。  

http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/use-google-windows-8-rt
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オプションを変更する 

選んだカレンダーを好きな色で表示できます。たとえば、ソーシャル ネットワークで誕生日カレンダーを非表示にできます。 

カレンダー オプションを変更するには 

1. 設定チャームを開いて、カレンダー アプリで [オプション] をタップまたはクリックします。  

2. 表示するカレンダーと色を選びます。 

表示を切り替える 

カレンダーは、3 とおりの表示方法 (日、週、月) で切り替えることができます。方法は次のとおりです。 

1. アプリ コマンドを開きます (画面を上端から下へスワイプするか、右クリックします)。  

2. [日]、[週]、または [月] をタップまたはクリックします。 

予定表アイテムを追加する 

予定表にアイテムを追加することによって、To Do アイテムやイベントの通知を受けることができます。方法は次のとおりです。 

1. 新しい予定またはイベントの日付と時刻をタップまたはクリックします。 

2. タイトル、場所、期間など、予定に関する詳細を追加します。 

3. 予定のカレンダーを選びます。 

4. アラームや招待者などの追加オプションを追加するには、[詳細表示] をタップまたはクリックします。  

5. [保存] アイコンをタップまたはクリックします。 

アラームを設定する 

ロック画面にカレンダーの通知を追加するには 

1. 設定チャームを開いて、[PC 設定の変更] をタップまたはクリックし、[個人設

定] をタップまたはクリックします。 

2. ロック画面アプリで、[+] をタップまたはクリックし、[カレンダー] をタップまたはクリ
ックします。 

3. 左側にある [通知] をタップまたはクリックして、カレンダー アプリ用の通知がオンになっていることを確認します。 

詳細については、Windows.com の「Windows のカレンダー アプリ: よく寄せられる質問」を参照してください。今後のイベントに関

する通知を受ける方法については、Windows.com の「メール、カレンダー、People、メッセージングの通知を管理する方法」を参照

してください。 

http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/calendar-faq
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/how-manage-notifications
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カメラ 

Surface には 2 つのカメラがあります。フロント カメラを使って友達とビデオ チャットを楽しんだり、リア カメラで会議やイベントをハンズ 

フリーで記録したりできます。カメラを使って写真を撮ること

もできます。 

いずれかのカメラがオンになると、プライバシー ライトが点灯

するのですぐにわかります。どちらのカメラも固定焦点なので、

ピンぼけの心配がありません。本製品のカメラは、720p 

HD、アスペクト比 16:9 でビデオをキャプチャします。 

どちらのカメラでも写真撮影やビデオ録画を行えます。リア 

カメラは、Surface をキックスタンドで立てかけたときに、正

面のアングルになります。  

ビデオを撮影する  

1. スタート画面で、[カメラ] をタップまたはクリックします。  

2. [ビデオ モード] をタップまたはクリックします。このアイコンはビデオ モードと写真モードを切り替えます。  

3. [カメラの変更] をタップまたはクリックして、フロントとリアのカメラを切り替えます。  

4. 画面をタップしてビデオ撮影を開始します。終了する際は、画面をタップして撮影を停止します。  

ヒント 

 [カメラのオプション] をタップまたはクリックして、ビデオの手ぶれ補正、明るさ、コントラストなどの設定を変更します。  

 Surface で撮影したビデオは、画像ライブラリにあるカメラ ロール アルバムに保存されます。フォト アプリを使用して、ビデオ

を観ることができます。  

 Windows ストアから他のカメラ アプリを入手して使うこともできます。 

写真を撮る 

1. スタート画面で、[カメラ] をタップまたはクリックします。  

2. [ビデオ モード] が選ばれていないことを確かめます。  

3. [カメラの変更] をタップまたはクリックして、フロントとリアのカメラを切り替えます。  

4. 画面をタップして写真を撮ります。  
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ヒント   

 [カメラのオプション] をタップまたはクリックして、解像度、明るさ、コントラストなどの設定を変更します。  

 Surface で撮影した写真は、画像ライブラリにあるカメラ ロール アルバムに保存されます。フォト アプリを使用して、写真を

観ることができます。  

詳細については、Windows.com の「カメラ アプリと Web カメラ: FAQ」を参照してください。 

Xbox Music 

Xbox Music を使うと、現在のコレクションを再生したり、何百万もの曲やアルバムから選んでストリーミングしたり、独自の音楽ライブ

ラリに追加することが、ミュージック アプリですべてできます。 5 また、どれを聴きたいかはっきりしない場合、ミュージック アプリがお気に

入りに基づいたカスタムのプレイリスト作成を支援します。 

5無料ストリーミングの利用は、利用開始から 6 か月が過ぎた後は、月間 10 時間以内に制限されます。有料の Xbox Music パスのサブスクリプションでは無制限

にご利用いただけます。無料ミュージック ストリーミング、Xbox Music パス、および Xbox Music は、国や地域によってはご利用いただけないことがあります。詳細に

ついては、「Introducing Xbox Music (Xbox Music のご紹介)」を参照してください。  

ご使用の Microsoft アカウントでサインインする 

Xbox Music から曲を購入するには、Microsoft アカウントでサインインする必要があります。方法は次のとおりです。 

1. スタート画面で、[ミュージック] をタップまたはクリックします。  

2. 次のいずれかを実行します。 

 右上隅の [サインイン] をクリックします。 

 画面の右端から内側へスワイプして、[設定] をタップし、[アカウント] をタップまたはクリックします。[サインイン] をクリッ

クします。 

3. Microsoft アカウントの情報 (電子メール アドレスとパスワード) を入力し、[保存] をタップまたはクリックします。 

コレクション内の音楽の再生 

ミュージック ライブラリ内の楽曲を再生するには、次のようにします。  

1. スタート画面からミュージック アプリを開きます。 

2. 左にスクロールして、[マイ ミュージック] をタップまたはクリックします。  

3. 聴きたい曲またはアルバムを選ぶか、プレイリストに追加します (画面を上端から下へスワイプすると、すべてのオプションが表

示されます)。  

曲が表示されないとき  マイ ミュージックが空の場合は、ミュージック ライブラリに曲を追加するか、ホームグループに参加します。 

 ミュージック ライブラリに曲をコピーする方法については、このガイドの「Surface にファイルを移動する」を参照してください。  

http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/camera-app-faq
http://www.xbox.com/en-US/music
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 別の PC に保存されている曲の再生については、このガイドの「別のコンピューターのファイルにアクセスする」を参照してくださ

い。  

 

ヒント  

 音楽をより大きな音で楽しむには、Surface のヘッドセット ジャックまたは USB ポートに外部スピーカーを接続するか、

Bluetooth でワイヤレス スピーカーを接続してください。詳細については、「デバイスの接続」を参照してください。  

 ミュージック アプリを開いたときに曲が表示されるようにするには、基本設定でこの機能をオンにします (ミュージック アプリから

設定チャームを開き、[基本設定] をタップまたはクリックして、スタートアップ表示を [オン] にします)。 

音楽のストリーミング 

Microsoft アカウントでサインインすると、膨大な数の楽曲に無料でアクセスし、すぐにストリーミング再生できます。* ストリーミングで

音楽を楽しむには、次のようにします。 

1. ミュージック アプリから検索チャームを開きます (画面の右端から内側へスワイプして、[検索] をタップします)。 

2. 検索ボックスにアーティスト、アルバム、または曲を入力し、検索アイコンをタップまたはクリックします。  

3. 目的のアーティスト、アルバム、または曲を選んで、[再生] を選びます。  

*インターネット接続が必要です。通信にかかる費用はお客様のご負担になります。利用開始から 6 か月が過ぎた後は、ミュージック ストリーミングの利用が月間 10 

時間以内に制限されます。無制限のミュージック ストリーミングについては、この後の「Xbox Music パス」のセクションを参照してください。無料ミュージック ストリーミン

グ、Xbox Music パス、および Xbox Music は、国や地域によってはご利用いただけないことがあります。詳細については、「Introducing Xbox Music (Xbox 

Music のご紹介)」を参照してください。  

曲やアルバムの購入  

Microsoft アカウントを使って、Xbox Music ストアから曲やアルバムを購入できます。方法は次のとおりです。 

1. 目的の曲またはアルバムを探します。検索チャームを使うと、曲、アルバム、またはアーティストを簡単に見つけることができま

す。または、[all music] (すべてのミュージック) または [top music] (トップ ミュージック) を選んで Xbox Music ストアを

閲覧します。  

2. [アルバムの購入] をタップまたはクリックするか、アプリ コマンドを表示し、[Buy song] (曲の購入) をクリックします (画面の

上端から下へスワイプするか、右クリックして、アプリ コマンドを表示します)。  

アカウントの設定 (支払いオプションや支払い履歴など) を確認するには、設定チャームを開いて、[アカウント] をタップまたはクリックし

ます。  

Smart DJ の使用方法 

Smart DJ は、ユーザーから指定されたアーティストに似た特徴をもつ楽曲のプレイリストを自動的に作成します。プレイリストの楽曲

はユーザーのコレクションおよび Xbox Music ストアから探し出します。 

http://www.xbox.com/en-US/music
http://www.xbox.com/en-US/music
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ミュージック アプリの現在再生中の領域で、[新規 Smart DJ] をタップまたはクリックし、アーティスト名を入力して、再生 (>) アイコン

をタップします。 

プレイリストの作成 

プレイリストを作成して保存すれば、お気に入りの曲に簡単にアクセスできます。方法は次のとおりです。  

1. ミュージック アプリで、左にスクロールし、[マイ ミュージック] をタップまたはクリックします。  

2. [プレイリスト] をタップまたはクリックして、[新しいプレイリストの作成] をタップまたはクリックします。  

3. プレイリストの名前を入力し、[保存] をタップまたはクリックします。  

4. 自分のコレクションのアルバムまたは曲を選んで、アプリ コマンドから [プレイリストに追加] をタップまたはクリックします (画面

の上端から下へスワイプするか、右クリックして、アプリ コマンドを開きます)。  

Xbox Music パス 

Xbox Music パスを購入すると、膨大な数の楽曲に無制限でアクセスでき、広告に中断されることもなくなります。ストリーミングまた

はダウンロードした曲は、PC、タブレット、Windows Phone、Xbox 360 で再生できます。オフラインのときや外出先でも音楽を聴く

ことができます。独自のカスタム プレイリストを作成して保存することや、SmartDJ を使ってお気に入りのアーティストに基づいてプレイ

リストを作成することも可能です。 

ミュージック アプリのヘルプ 

Xbox Music または Xbox Music ストアのヘルプを表示する場合は、support.xbox.com の「Xbox Music」を参照してください。 

その他のミュージック アプリをインストールする 

Windows ストアを閲覧または検索して、その他のミュージック アプリを探すこともできます。  

  

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=262213
http://support.xbox.com/music-and-video/music/music-info
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フォト 

フォト アプリを使用して、画像ライブラリに保存されている写真を閲覧および検索できます。Facebook、Flickr、SkyDrive などのお

気に入りのサイトのアカウント情報をフォト アプリに追加すると、これらの写真も表示されます。自分が保存しているすべての写真をこ

れ 1 つで見ることができます。 

写真を表示するには、スタート画面に移動して、フォト ア

プリを開きます。  

 Surface で撮影した写真やビデオを見るには、

[画像ライブラリ] をタップまたはクリックして、[カメ

ラ ロール] をタップまたはクリックします。  

 [画像ライブラリ] に保存されている写真がフォト 

アプリに表示されます。ライブラリの詳細について

は、Windows.com の「ライブラリの基本」を参

照してください。 

 

ヒント  

 アプリのコマンド ([スライド ショー]、[すべて選択] など) を表示するには、画面を上端から下へスワイプするか、右クリックしま

す。  

 フォト アプリでサポートされているファイル形式については、Surface.com の「Surface でサポートされるファイル形式」を参照

してください。 

写真やビデオをインポートする  

フォト アプリを使って、カメラ、電話、リムーバブル記憶域 (USB フラッシュ ドライブまたは microSD メモリ カード) から写真を直接イン

ポートすることもできます。方法は次のとおりです。 

1. カメラ、電話、またはリムーバブル記憶域を Surface に接続します。 

2. フォト アプリで、画面を下端から上へスワイプし、[インポート] をタップまたはクリックします。  

3. 内容をインポートしたいカメラまたはメモリ カードをタップまたはクリックします。  

4. インポートしたい個々の写真やビデオを、スワイプ ダウンまたは右クリックして選択します。  

5. ファイルの保存先フォルダーの名前を入力し、[インポート] をタップまたはクリックします。  

ヒント 

 フォト アプリの使い方については、Windows.com の「Windows のフォト アプリ: よく寄せられる質問」を参照してください。  

http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/libraries-windows-explorer
http://www.microsoft.com/Surface/ja-JP/support/storage-files-and-folders/which-file-types-are-supported
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/photos-app-faq
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 写真やビデオが大量にある場合、SkyDrive に保存すれば、Surface だけでなく Web に接続できるあらゆるデバイスからア

クセスできます。詳細については、このガイドの「SkyDrive」を参照してください。  

 Surface でビデオや写真を撮影する方法については、「カメラ」を参照してください。 

Xbox Video 

Xbox Video アプリでお気に入りのムービーやテレビ番

組をダウンロードまたはストリーミングできます。ビデオ ア

プリを使用して、ビデオ ライブラリのビデオを観ることもで

きます。* 

*Xbox Video は、国や地域によってはご利用いただけないことがあり

ます。  

ライブラリのビデオを再生する  

ビデオ ライブラリのビデオを再生する方法は次のとおりで

す。  

1. スタート画面で、[ビデオ] をタップまたはクリックします。  

2. 左にスクロールして、[マイ ビデオ] をタップまたはクリックします。  

3. 再生するビデオをタップまたはクリックします。その他のオプションを表示するには、ビデオを下へスワイプします。  

ビデオが表示されないとき  マイ ビデオが空の場合は、ビデオ ライブラリにビデオを追加するか、ホームグループに参加します。 

 ビデオ ライブラリにビデオをコピーする方法については、このガイドの「Surface にファイルを移動する」を参照してください。  

 別の PC に保存されているビデオを再生するには、このガイドの「別のコンピューターのファイルにアクセスする」を参照してくだ

さい。  

ヒント  

 サポートされているファイル形式については、Surface.com の「Surface でサポートされるファイル形式」を参照してください。 

 音楽をより大きな音で楽しむには、Surface のヘッドセット ジャックまたは USB ポートに外部スピーカーを接続するか、

Bluetooth でワイヤレス スピーカーを接続してください。詳細については、「デバイスの接続」を参照してください。  

 ビデオ アプリを開いたときにビデオを見たい場合は、基本設定でこの機能をオンにします (ビデオ アプリから設定チャームを開

き、[基本設定] をタップまたはクリックして、スタートアップ表示を [オン] にします)。  

http://www.microsoft.com/surface/ja-jp/support/storage-files-and-folders/which-file-types-are-supported
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ご使用の Microsoft アカウントでサインインする 

Xbox Video からビデオをストリーミングまたはダウンロードするには、Microsoft アカウントでサインインする必要があります。方法は

次のとおりです。 

1. スタート画面で、[ビデオ] をタップまたはクリックします。  

2. 次のいずれかを実行します。 

 右上隅の [サインイン] をクリックします。 

 画面の右端から内側へスワイプして、[設定] をタップし、[アカウント] をタップまたはクリックします。[サインイン] をクリッ

クします。 

3. Microsoft アカウントの情報 (電子メール アドレスとパスワード) を入力し、[保存] をタップまたはクリックします。 

ムービーやテレビ番組を閲覧、購入、およびレンタルする 

ビデオ アプリを使用して、最新ムービーやテレビ番組 (利用可能な場合) を購入またはレンタルできます。HD ですぐにストリーミング

再生でき、ダウンロードされるのを待つ必要がありません。方法は次のとおりです。  

1. スタート画面で、[ビデオ] をタップまたはクリックします。  

2. ムービーおよびテレビの選択領域にスクロールして、カテゴリを参照するか、検索チャームを使って、特定のムービーまたはテ

レビ番組を検索します。  

3. ムービーやテレビ番組を選び、画面の指示に従ってビデオを購入またはレンタルします。  

メモ  Xbox のムービーおよびテレビ ストアは、すべての国または地域で利用できるわけではありません。詳細については、

support.Xbox.com の「Xbox on Windows の機能一覧」を参照してください。  

 

ヒント  

 Xbox Video で購入またはレンタルしたビデオは、Microsoft アカウントで設定した支払い方法で課金されます。アカウント

の情報を表示するには、設定チャームを開いて、[アカウント] をタップします。 

 [リモート再生] または Xbox SmartGlass を使って、Surface からご家庭のテレビにビデオをストリーミング再生できます。6 

 ビデオ アプリの使い方のヒントについては、support.Xbox.com の「Xbox Video」を参照してください。 
6ブロードバンド インターネット接続と Xbox 360 コンソールが必要となり、これらは別売です。SmartGlass に対応していないコンテンツもあります。利用できるコンテン

ツおよび機能は、デバイスや地域によって異なります。詳細については、xbox.com/live を参照してください。 

  

http://support.xbox.com/apps/windows-8/xbox-on-windows-features
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/play-to#1TC=t1
http://support.xbox.com/music-and-video/video/video-info
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Skype 

Skype のアプリはいつでも起動しているので、連絡が今まで以

上に簡単です。友達との連絡に役立つビデオ通話、音声通

話、インスタント メッセージを 1 つのアプリですべてサポートして

います。  

誰とでも、ほとんどの機器と、世界中のどこからでも無料で連

絡を取り合えます。固定電話や携帯電話にも低料金で通話

できます。 

Skype のセットアップ 

1. Windows ストアから Skype アプリをインストールす

るには  

 Windows ストア アプリを開き、「Skype」と入力します。検索結果の "Skype" をタップまたはクリックし、[インストー

ル] をタップまたはクリックします。 

2. Skype アプリを開きます。  

3. Skype の Web ページの「Microsoft アカウントを使って Skype for Windows 8 にサインインする方法を教えてください。」

の手順に従います。Skype アカウントと Microsoft アカウントを統合する場合は、Messenger の友人が既存の連絡先リ

ストに自動的に追加されます。  

Skype にさらに連絡先を追加するには、Skype.com の「連絡先を追加する方法 (Windows 8)」を参照してください。  

通話とチャット 

通話  通話を開始するには、連絡先をタップまたはクリックして、[通話] ボタン  または [ビデオ通話] ボタン  をタップまたはクリッ

クします。携帯電話または固定電話に電話するには、Skype ホーム画面の [通話] ボタン  をタップまたはクリックします (Skype 

クレジットまたは月間サブスクリプションのご契約が必要です)。詳細については、Skype.com の「携帯電話や固定電話との通話 

(Windows 8)」を参照してください。 

チャット  チャットを開始するには、連絡先をタップまたはクリックして、入力を開始します。 

Skype の使い方については、Skype.com の「Skype for Windows 8 をひととおりお使いになってみたい方へ」を参照してください。 

Skype に関するヒント 

 Skype の設定を変更したり、ヘルプを参照するには、Skype から設定チャームを開きます。 

 ビデオ通話の最中にフロントとリアのカメラを切り替えるには、Web カメラのイメージをタップします。 

https://support.skype.com/ja/faq/FA12168/how-do-i-sign-in-to-skype-for-windows-8-with-my-microsoft-account
https://support.skype.com/ja/faq/FA12107/adding-contacts-windows-8
http://www.skype.com/ja/features/call-phones-and-mobiles/
http://www.skype.com/ja/features/call-phones-and-mobiles/
https://support.skype.com/ja/faq/FA12110/finding-your-way-around-skype-for-windows-8?frompage=search&q=finding+your+way+around&fromSearchFirstPage=false
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 他のユーザーをスタート画面にピン留めする場合、その人の画像をタップまたはクリックすると、Skype を使ってビデオ通話、

チャット、または SMS を利用できます。スタート画面にピン留めする方法については、このガイドの「連絡先をスタートにピン

留めする」を参照してください。 

SkyDrive 

SkyDrive を使うと、大切なドキュメント、写真、ビデオの保管に不自由しません。

Microsoft アカウントには、あらゆる PC、Mac、iPad、携帯電話からアクセスできる 

7 GB のクラウド記憶域が無料で付属します。既定では、Office 2013 アプリで作成

したドキュメントは SkyDrive に保存されます。 

SkyDrive アプリを使って、SkyDrive に保存されているファイルのアップロードやアクセ

スを行うことができます。この操作を行うには、スタート画面に移動して、[SkyDrive] 

をタップまたはクリックします。 

SkyDrive に保存したすべてのファイルが表示されます。内容を表示するフォルダー名をタップまたはクリックします。開くファイルをタップ

またはクリックします。Office ファイルは Office アプリで開き、ミュージック ファイルは Xbox Music で開きます。  

画面を上端から下へスワイプすると、アプリ コマンドが表示されます。  

メモ  SkyDrive アプリはコンピューター間でファイルを自動的に同期しません。そのためには、Windows 7、Windows 8、または 

Mac OS X Lion を実行しているコンピューターに無料の SkyDrive デスクトップ アプリをインストールします。 

ヒント 

 ファイルまたはフォルダーを選ぶには、目的のファイルまたはフォルダーを下にスワイプするか、右クリックします。  

 SkyDrive にアップロードした写真はフォト アプリにも表示されます。 

 SkyDrive のヘルプを表示するには、SkyDrive アプリで、設定チャームを開き、[ヘルプ] をタップまたはクリックします。 

どこからでもファイルにアクセス  

あらゆるコンピューターや電話から、さらには Xbox 360 からもファイルにアクセスできます。 

 携帯電話、iPad、または任意のコンピューター (Windows または Mac) 用の無料の SkyDrive アプリをダウンロードします。  

 または、任意の Web 接続デバイスから SkyDrive.com に接続して、ファイルにアクセスします。 

アプリから SkyDrive にファイルをアップロードする 

SkyDrive は一部のアプリの共有チャームから利用できます。これにより、お使いのアプリから SkyDrive に簡単にコンテンツを追加で

きます。  

http://windows.microsoft.com/ja-JP/skydrive/download
https://apps.live.com/skydrive
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たとえば、フォト アプリで写真をアップロードできます。方法は次のとおりです。 

1. スタート画面で、[写真] をタップまたはクリックします。 

2. アップロードする写真またはフォルダーに移動します。 

3. SkyDrive にアップロードする写真またはフォルダーを、下にスワイプして選びます。  

4. 共有チャームを開いて、[SkyDrive] をタップまたはクリックします。 

5. 写真をアップロードするフォルダーをタップまたはクリックします。  

6. [アップロード] をタップまたはクリックします。  

もちろん、SkyDrive アプリを使ってファイルをアップロードすることもできます。SkyDrive アプリを開き、画面を上端から下へスワイプし

て、アプリ コマンド ([アップロード] や [ダウンロード] など) を表示します。  

SkyDrive で写真やビデオを共有する 

SkyDrive を使うと、安全かつ簡単に友達や同僚とファイルを共有できます。友達や同僚は、特別なプログラムをインストールすること

も、アカウントを新規登録することも必要ありません。どの Web ブラウザーを使っても、共有したいファイルにアクセスできます。また、

選んだ相手のみとファイルを共有することもできます。 

大きなファイルを共有する 

添付ファイルを使うのではなく、SkyDrive 上でファイルへのリンクを使って写真やビデオを共有します。方法は次のとおりです。 

1. SkyDrive アプリを開いて、共有するファイルを選びます。目的のファイルまたはフォルダーを下にスワイプして選びます。 

2. 共有チャームを開いて、共有方法を指定します。  

 メール  [メール] を選んで、電子メール アドレスを追加し、必要に応じてメモを入力して、[送信] アイコンをタップまたは

クリックします。 

 ソーシャル ネットワーク  [People] を選び、ソーシャル ネットワークを選択し、必要に応じてメモを入力して、送信アイ

コンをタップまたはクリックします。 

SkyDrive の詳細については、Windows.com の「 SkyDrive アプリ: よく寄せられる質問」を参照してください。 

マップ 

マップでは、現在位置、行き先、目的地までの道順を表示できます。交通状況を表示して、最速の

経路を探すために役立てることもできます。  

メモ  マップを使うには、インターネットに接続している必要があります。 

http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/skydrive-app-windows-8-faq


  

© 2013 Microsoft  ページ 96 

 

マップ上を移動する 

1. スタート画面で、[マップ] をタップまたはクリックします。 

2. 確認メッセージが表示されたら、マップによる現在の位置情報へのアクセスを許可します。 

3. 次のいずれかを実行します。 

 地図を動かす  画面上を指で任意の方向にスライドして地図を動かします。  

 拡大/縮小  拡大するには、地図上で親指と人差し指を広げます。縮小するには、指を使ってつまむようにします。  

 リアルな拡大  地図をダブルタップすると、自動的にその場所が中心になり、表示が拡大されます。もう一度ダブルタッ

プすると、さらに地図が拡大されます。  

 現在位置に移動する  画面の上端から下へスワイプするか、右クリックし、[現在地] をタップまたはクリックします。 

道順の確認 

マップのルート案内機能を使用すると、目的地までの道順がわかります。総距離と予想所要時間が表示されるので、計画を立てる

のに役立ちます。  

住所または場所への道順を調べるには 

1. マップ アプリで、画面を上端から下へスワイプするか、右クリックして、[ルート案内] をタップまたはクリックします。  

2. A と B (出発地と到着地) のフィールドに、次のいずれかを入力します。  

 住所 

 会社名または業種 (例: 喫茶店) 

 郵便番号 

 目的地 (例: スペースニードル) 

3.  (ルート案内) をタップまたはクリックします。マップに道順が表示されます。  

4. 左上隅の [ルート案内] ボックスをタップまたはクリックします。 

マップの使用 

タスク 操作方法 

交通状況を表示する 画面の上端から下へスワイプし、[交通情報を表示] をタップまたはクリックし

ます。 

設定を変更する 設定チャームを開いて、[オプション] をタップまたはクリックします。 

ルート案内と地図を印刷する デバイスチャームを開いて、プリンターを選び、[印刷] をタップまたはクリックします。 
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マップを共有する 共有チャームを開いて、[メール] をタップまたはクリックします。 

トラブルシューティング 

マップ アプリに位置情報が表示されない場合は、プライバシー設定の変更が必要になることがあります。方法は次のとおりです。 

1. 設定チャームを開いて、[PC 設定の変更] をタップまたはクリックします。  

2. [プライバシー] をタップまたはクリックし、[アプリで自分の位置情報を使うことを許可する] が [オン] になっていることを確認

します。  

詳細については、Windows.com の「Bing マップ アプリ: よく寄せられる質問」を参照してください。 

Xbox ゲーム 

Xbox 360 をお持ちでなくても、Xbox Games ア

プリを使ってゲームを入手し、そのゲームを楽しみ

ながら、友人と交流することができます。ゲームの

進行状況を見たり、得点や実績を獲得したり、

友人でだれがオンラインか、どのゲームをプレイし

ているかを確認したりできます。  

また、今していることを友人に知らせたい場合は、

共有チャームを使って、お気に入りのゲーム、プロ

フィール、結果へのリンクを送ります。 

ご使用の Microsoft アカウントで

サインインする 

Xbox Games からゲームを購入またはダウンロードするには、Microsoft アカウント (旧 Windows Live ID) でサインインする必要が

あります。方法は次のとおりです。 

1. スタート画面で、[ゲーム] をタップまたはクリックします。  

2. 次のいずれかを実行します。 

 右上隅の [サインイン] をクリックします。 

 画面の右端から内側へスワイプして、[設定] をタップし、[アカウント] をタップまたはクリックします。[サインイン] 

をクリックします。 

3. Microsoft アカウントの情報 (電子メール アドレスとパスワード) を入力し、[保存] をタップまたはクリックします。 

4. 次のストアのどちらかにスクロールします。  

http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/bing-maps-app-faq
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 Windows ゲーム ストア Surface でプレイできるゲームを探す場合 

 Xbox 360 ゲーム ストア Xbox 360 コンソールでプレイできるゲームを探す場合。購入したゲームはコンソールの

ダウンロード キューに追加され、コンソールを次回 Xbox Live サービスに接続したときに、自動的にダウンロードさ

れます。  

ヒント  

 ゲームをタップまたはクリックすると、購入、プレイ、探検などのオプションが表示されます。特定のゲームを探すには、検索チ

ャームを開きます。  

 ビーコンを設定して、ゲームをプレイしたいことを友人に知らせることができます。  

 Xbox ゲームでは、実績、ランキング、マルチプレーヤー モード、友人とのコミュニケーションといった Xbox 機能を利用できま

す。  

Windows ストアのゲーム  

Windows ストア アプリで Surface 用のゲームをインストールすることもできます。方法は次のとおりです。  

 Windows ストア アプリを開いて、[ゲーム] までスクロールし、[ゲーム] をタップまたはクリックします。すべてのゲームを表示し

たら、上部のサブカテゴリを選びます。  

ヒント  

 ゲームを購入すると、Microsoft アカウントで設定した支払い方法で課金されます。購入したゲームは、Windows 8 また

は Windows RT を実行する最大 5 台の PC にインストールできます。詳細については、このガイドの「Windows ストア」

を参照してください。 

 アカウント情報を表示するには、設定チャームを開いて、[お使いのアカウント] をタップまたはクリックします。 
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Xbox SmartGlass 

 

Xbox SmartGlass は、Surface をセカンド スクリーンとして Xbox 360 と連動し、テレビ番組、映画、音楽、スポーツ、ゲームの楽し

みを広げます。7  

SmartGlass で実行できる操作については、「Xbox SmartGlass で 新次元のエンターテイメント体験」を参照してください。  

手順 1: Xbox 360 で SmartGlass を設定する 

Xbox 360 コンソールで SmartGlass を設定します。それには、Xbox.com の「Xbox 360 で SmartGlass を設定して使用する」の

手順に従います。  

手順 2: Surface を Xbox 360 に接続する 

1. Surface で、SmartGlass アプリを開きます (このアプリをお持ちでない場合は、Windows ストアからインストールしてくださ

い)。  

2. 画面に表示される指示に従って、Surface を Xbox 360 コンソールに接続します。  

手順 3: プレイする  

1. Surface でビデオ、音楽、またはゲームのアプリを開きます。  

http://www.xbox.com/ja-JP/smartglass
http://support.xbox.com/apps/my-xbox-live/my-xbox-live-requirements
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2. プレイ対象を選択します。  

3. [Play on Xbox 360] (Xbox 360 でプレイ) をタップまたはクリックします。SmartGlass アプリが起動し、選択したアイテム

のプレイが Xbox 360 で開始されます。 

コンテンツのプレイだけでなく、楽しんでいる映画、テレビ番組、ゲーム、音楽に関する情報を Xbox SmartGlass で表示することもで

きます (セカンド スクリーンとして機能)。  

7 ブロードバンド インターネット接続が必要です。通信にかかる費用はお客様のご負担になります。SmartGlass に対応していないゲームや Xbox コンテンツもありま

す。また、Xbox Music などの一部のコンテンツでは、Xbox LIVE ゴールドのメンバーシップや追加料金、要件が適用されます。利用できる機能およびコンテンツは、

お使いの機器や地域によって異なり、変更されることがあります。詳細については、xbox.com/live を参照してください。 

その他の組み込みアプリ 

  
ニュース 

写真が豊富なアプリを使用して、世界で何が生じているか、

最新の情報をいち早く知ることができます。ヘッドラインをスワ

イプして、すばやく目を通すことができます。または、関心のあ

るトピックについて深い情報を知ることもできます。 

ファイナンス 

目まぐるしい市況の変化をいち早く把握できます。カラフルな

グラフをスワイプすれば、その日の動向にすばやく目を通すこと

ができます。 
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トラベル 

旅へのインスピレーションをかきたてられる充実したツールを利

用すれば、今度の旅行の計画は万全です。タップまたはクリ

ック操作で簡単に世界中の旅行先を探索できます。 

スポーツ 

興味のあるスポーツ、チーム、および選手を追跡できます。

アプリでスワイプして、ヘッドラインの概要、得点、試合日

程、統計データなどを確認できます。 

 

 
 

天気 

1 時間ごと、毎日、および 10 日間の最新の予報を確認で

きます。複数のプロバイダーの天気予報の比較、レーダーと

天気図の確認、および過去の天気の表示が可能です。  

Bing 

Bing アプリを起動すると、検索バー、人気のトピックへのリン

ク、背景画像を含む Bing ホームページが表示されます。ト

レンド トピックを選択することも、検索語句を入力することも

できます。 

 

リーダー 

ファイルを PDF 形式および XPS 形式で読めます。詳細につい

ては、Windows.com の「Windows リーダー: よく寄せられる

質問」を参照してください。 

 

Windows ストアには、これ以外にもさまざまなアプリがあります。ぜひチェックしてみてください。 

*メモ:ご利用できる機能は地域によって異なる場合があります。 

 

  

http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/reader-faqs
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/reader-faqs
http://apps.microsoft.com/windows/app/514c2f84-5490-4d72-b509-e482fb09529d
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その他の重要情報 

このセクションでは、その他の重要事項について説明します。  

Surface を最新の状態に保つ 

Windows Update を使用して、Surface を最新の状態に保つ方法を説明します。 

Windows の更新プログラム 

オンラインで更新プログラムを検索したり、重要な修正プログラムを Surface に適用し忘れていることを心配する必要はありません。

重要な更新プログラムが利用可能になると、Windows Update によって自動的にインストールされます。更新プログラムが利用可

能になると、ロック画面に次のようなメッセージが表示されます。  

Windows Update 

重要な更新プログラムのインストールを完了するために、2 日以内に PC の再起動が必要です。 

このメッセージが表示された場合は、Surface を更新して再起動することもできますが、2 日後には Windows が自動的に更新プロ

グラムをインストールし、Surface を再起動します。 

Surface を更新して再起動するには  

ロック画面で、電源アイコンをタップして、[更新して再起動] をタップします。または、スタート画面で設定チャームを開いて、[電源] 

をタップまたはクリックし、[更新して再起動] をタップまたはクリックします。  

メモ  自動更新をオフにすることはできません。 

Windows の更新プログラムの手動チェック 

[コントロール パネル] または [PC 設定] で更新プログラムをチェックできます。[PC 設定] で更新プログラムをチェックする方法は次のと

おりです。  

1. 設定チャームを開いて、[PC 設定の変更] をタップまたはクリックします。 

2. [Windows Update] までスクロールして、タップまたはクリックします。 

3. [更新プログラムを今すぐチェックする] をタップまたはクリックします。  

Windows の更新履歴の確認 

どの Windows 更新プログラムがインストールされたかを確認するには 

http://www.microsoft.com/surface/ja-jp/support/surface-with-windows-RT/getting-started/get-to-know-windows-RT
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1. 検索チャームを開いて、「更新履歴の表示」と入力し、[設定] をタップまたはクリックします。 

2. 検索結果の "更新履歴の表示" をタップまたはクリックします。更新プログラムの一覧が表示されます。  

更新プログラムのインストールに関して問題がある場合  

更新プログラムのインストールに関して問題がある場合は、Windows ヘルプの該当トピックを検索してください。方法は次のとおりで

す。 

1. スタート画面で、「ヘルプ」と入力し、[ヘルプとサポート] をタップまたはクリックします。 

2. 検索ボックスに「Windows 更新」と入力します。 

ファームウェアの更新 

ファームウェアは、ハードウェアの動作方法を制御するソフトウェアです。ファームウェアの更新が利用可能になると、Surface に通知が

表示されます。通知が表示されたら、画面の指示に従って Surface を更新してください。  

重要 

 ファームウェアを更新する前に、Surface の電源プラグを電源コンセントに差し込みます。  

 タッチ カバーやタイプ カバーを取り付けておくと、Surface の電源を入れたときに、接続しているキーボードのファームウェアの

更新が Windows Update によって確認されます。  

テザリング: 電話のデータ接続を使う 

ワイヤレス ネットワークが使えない場合、携帯電話を Surface に接続して、電話のインターネット接続を共有することができます。携

帯電話のデータ接続を別のデバイスと共有する技術を、テザリングということもあります (あるデバイスを別のデバイスに接続すること)。

テザリングにより、電話がモバイルのホットスポットになります。  

メモ 

 携帯電話のデータ接続を共有するには、ご利用の携帯電話会社および料金プランがこの機能に対応している必要があり

ます。テザリングについては、プランの資料や携帯電話会社の Web サイトをご覧ください。この機能には、多くの場合に追

加料金が発生します。  

 別のデバイスで誰かと接続を共有する場合は、携帯電話のデータ通信プランを使用します。追加料金が発生しないように、

プランのデータ通信量の上限に注意してください。 

 既定では、テザリング接続は従量制課金制です。アプリや更新プログラムは、従量制課金接続の条件を超えてダウンロー

ドすることはできません。この設定の変更法やこの仕組みの詳細については、「従量制課金接続: よく寄せられる質問」を

参照してください。  

http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/metered-internet-connections-frequently-asked-questions
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手順 1: 電話のインターネット接続を共有する 

電話に表示された指示に従って、電話のインターネット接続を共有します。  

 Windows Phone  「Windows Phone 8: 新しい電話を手に入れたら:接続の共有」または「Windows Phone 7: 新し

い電話を手に入れたら:接続の共有」を参照してください。  

 iPhone  「iOS:インターネット共有について」を参照してください。  

 Android  電話に付属しているマニュアルや製造元の Web サイトをご覧ください。  

手順 2: 電話をネットワークとして選ぶ 

1. Surface で設定チャームを開き、ワイヤレス ネットワーク アイコンをタップします。 

2. 電話の名前 (設定したブロードキャスト名またはパーソナル ホットスポット名) をタップまたはクリックして、[接続] をタップまた

はクリックします。  

3. 指示が表示されたら、手順 1 で設定したネットワーク パスワードを入力します。 

Windows Defender と Windows Firewall 

Windows Defender は、ユーザーの知らないうちにウイルス、スパイウェア、およびその他の悪意あるソフトウェアや望ましくないソフト

ウェアが Surface にインストールされることを防ぎます。Windows Defender で Surface をスキャンするには、Windows.com の「ウ

イルスを検出して削除する方法」を参照してください。  

Windows Firewall は、ハッカーや悪意あるソフトウェア (ウイルスなど) がインターネットによって Surface にアクセスすることを防ぎま

す。  

メモ  Windows Defender および Windows Firewall は常時オンになっており、オフにすることはできません。 

キーボード ショートカット 

Windows の操作に使用できる新しいキーボード ショートカットを次の表に示します。  

押すキー 動作 

Windows ロゴ キー  + 入力を開始する  PC を検索します。 

Windows ロゴ キー  + C  チャームを開きます。 

アプリで、アプリのコマンドを開きます。 

http://www.windowsphone.com/ja-JP/how-to/wp8/start/share-my-connection
http://www.windowsphone.com/ja-jp/how-to/wp7/start/share-my-connection
http://www.windowsphone.com/ja-jp/how-to/wp7/start/share-my-connection
http://support.apple.com/kb/HT4517?viewlocale=ja_JP
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/how-find-remove-virus
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/how-find-remove-virus
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押すキー 動作 

Windows ロゴ キー  + F  検索チャームを開いてファイルを検索します。 

Windows ロゴ キー  + H  共有チャームを開きます。 

Windows ロゴ キー  + I  設定チャームを開きます。 

Windows ロゴ キー  + J  メイン アプリとスナップ アプリを切り替えます。 

Windows ロゴ キー  + K  デバイス チャームを開きます。 

Windows ロゴ キー  + O  画面の向き (横方向または縦方向) を固定します。 

Windows ロゴ キー  + Q  検索チャームを開いてアプリを検索します。 

Windows ロゴ キー  + W  検索チャームを開いて設定を検索します。 

Windows ロゴ キー  + Z  アプリで使用できるコマンドを表示します。 

Windows ロゴ キー  + Tab  開いているアプリ (デスクトップ アプリを除く) を順番に切り替え

ます。開いているすべてのアプリ間で切り替えるには、Alt + 

Tab を使います。 

Windows ロゴ キー + Shift + ピリオド (.)  アプリを左にスナップします。 

Windows ロゴ キー  + ピリオド (.)  アプリを右にスナップします。 

その他のショートカットについては、Windows.com の「キーボード ショートカット」および「マウスとキーボード: Windows の新機能」を

参照してください。  

アクセシビリティ  

簡単操作機能を利用すると、Surface がより操作しやすくなります。使用できる設定を確認するには、次のように操作します。 

1. 画面の右端から内側へスワイプして、[検索] をタップします。 

2. 検索ボックスに「簡単操作」と入力し、[設定] をタップまたはクリックします。  

3. 変更する設定を検索結果から選びます。 

簡単操作機能の詳細については、Windows.com の「個人設定と簡単操作」を参照してください。 

http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/keyboard-shortcuts
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/mouse-keyboard-whats-new
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows/personalization-accessibility-help#personalization-accessibility-help=windows-8&v1h=win8tab2&v2h=win7tab1&v3h=winvistatab1&v4h=winxptab1
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音声認識 

Windows 音声認識により、キーボードとマウスを使用する必要がなくなります。キーボードとマウスの代わりに、音声を使用して 

Surface を操作し、テキストをディクテーションできます。 

音声認識は、次の言語で使用できます。  

英語 (米国および英国)、フランス語、ドイツ語、日本語、韓国語、中国語 (簡体字および繁体字)、およびスペイン語。 

詳細については、Windows.com の「音声認識を使用する」を参照してください。 

別の PC でファイルとアプリを操作する  

リモート デスクトップ アプリを使うと、別の PC 上にあるファイルやアプリをローカルに置いてあるファイルのように使用できます。リモート 

デスクトップの基本的な使い方については、Windows.com の「高度な機能: どこからでもファイルやアプリにアクセス」を参照してくだ

さい。 

スクリーン ショットを撮る  

画面に表示されている内容を他のユーザーに伝える際、説明するよりも画面そのものを見せた方がわかりやすいことがあります。画面

をキャプチャするには、タッチスクリーンで Windows ロゴ  を押しながら Surface の左端にある音量を下げるボタンを押します。画

面をコピーし、ピクチャ ライブラリ内にある [スクリーンショット] フォルダーにファイルとして保存するとき、しばらくの間画面が暗転します。  

Snipping Tool を使用してデスクトップ画面の一部を取り込む方法もあります。 Snipping Tool の使い方については、

Windows.com の「Snipping Tool を使用してスクリーン ショットをキャプチャする」を参照してください。 

http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/using-speech-recognition
http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkID=256422
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/remote-desktop#1TC=t1
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/use-snipping-tool-capture-screen-shots
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Surface をリフレッシュする 

Surface のパフォーマンスが低下するようになったら、更新することができます。Surface をリフレッシュすると Windows が再インストー

ルされますが、個人用ファイル、設定、およびアプリは維持されます。  

Surface をリフレッシュするには 

1. 設定チャームを開いて、[PC 設定の変更] をタップします。  

2. [全般] をタップまたはクリックします。  

3. [PC をリフレッシュする] で、[開始する] をタップまたはクリックし、画面の指示に従います。  

Surface のリセット  

Surface に問題がある場合、または一からやり直したい場合は、すべて削除して Windows を再インストールする方法があります。 

警告  すべての個人用ファイルは削除され、設定はリセットされます。必ずすべてのファイルをバックアップしてから処理を開始してくださ

い。Surface に付属のアプリは自動的に再インストールされますが、その他のアプリは次の手順に従って再インストールする必要があ

ります。 

Surface をリセットするには 

1. 設定チャームを開いて、[PC 設定の変更] をタップします。  

2. [全般] をタップまたはクリックします。  

3. [すべてを削除して Windows を再インストールする] で、[開始する] をタップまたはクリックして、画面の指示に従います。  

メモ データをすばやく消去するか完全に消去するかを選ぶための画面が表示されます。データをすばやく消去することを選んだ場合、

一部のデータは特別なソフトウェア (Surface には含まれていません) を使って回復できる可能性があります。データを完全に消去す

ることを選んだ場合、より長い時間がかかりますが、データが回復できる可能性がはるかに少なくなります。 

Surface のリセット後に Windows ストアのアプリを再インストールする必要があります。方法は次のとおりです。 

1. Windows ストア アプリを開きます。  

2. 画面の上端から下へスワイプし、[アプリ] をタップまたはクリックします。  

3. インストールするアプリを下にスワイプして選び、[インストール] をタップまたはクリックします。  
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BitLocker 回復キー 

Surface のハード ドライブに保存されたデータは自動的に暗号化され、安全な状態で保護されます。これにより、Surface が紛失

や盗難に遭った場合でも、第三者がデータにアクセスすることはできません。  

セキュリティ上の問題やハードウェア障害によって Surface がロックされた場合、サインインするには BitLocker 回復キーが必要にな

ります。Microsoft アカウントで Surface にサインインすると BitLocker 回復キーがそのアカウントに自動的にバックアップされます。

回復キーを入手するには、BitLocker 回復キーにオンラインでアクセスします。  

詳細については、Windows.com の「BitLocker 回復キー: よく寄せられる質問」を参照してください。 

Surface の掃除とケア 

タッチスクリーンおよびキーボードのこまめな清掃とお手入れにより、Surface を美しく保ち、快適にご使用いただくことができます。また、

使用しないときはタッチスクリーンのカバーを閉じることをお勧めします。 

タッチスクリーンのお手入れ 

擦り傷、皮脂、ほこり、化学薬品、および紫外線により、タッチスクリーンの性能が低下するおそれがあります。タッチスクリーンを保護

する方法をいくつかご紹介します。 

 こまめに清掃してください。タッチスクリーンは清掃しやすいようにコーティングされているので、指紋や脂分を取り除くために強

くこする必要はありません。擦り傷が付くのを避けるため、柔らかく糸くずの出ない布でていねいに画面を拭き取ってください。

水や眼鏡クリーナーで湿らせた布をお使いいただけますが、これらの液体は Surface の表面に直接かけないでください。窓

ガラスクリーナーや化学洗浄剤は使用しないでください。  

 カバーを閉じてください。移動中および Surface を使用しないときは、キーボードのカバーを閉じてください。タッチ カバーまた

はタイプ カバーがない場合は、スリーブでタッチスクリーンを保護できます (スリーブは Surface.com/アクセサリで入手できま

す)。 

 直射日光を避けて保管してください。直射日光が当たる場所に Surface を長期間置かないでください。紫外線と過度の

熱によってタッチスクリーンが損傷するおそれがあります。  

カバーとキーボードのお手入れ 

タッチ カバーとタイプ カバーは、糸くずの出ない布を水で薄めた中性洗剤で湿らせて拭き取ってください。洗浄液を直接キーボードに

使用しないでください。お手入れをこまめに行っていただくことで、キーボードを美しい状態で保つことができます。カバーの留め具やマ

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=237614
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows-8/bitlocker-recovery-keys-faq
http://www.microsoft.com/Surface/ja-jp/accessories/home
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グネット部分に汚れが付いた場合は、糸くずの出ない布に少量のイソプロピル アルコール (消毒用アルコール) を付けて清掃してくだ

さい。  

バッテリーの注意事項 

 使用温度  Surface は 0°C ～ 35°C (32°F ～ 95°F) で動作するように設計されています。リチウムイオン電池は、

高温に弱いので、Surface を日の当たらない場所に置くようにして、高温の車内に放置しないでください。  

 いつでも再充電を  本製品のバッテリーは、再充電する前に空にしたり減らしたりする必要はありません。いつでも再充電で

きます。ただし、月に 1 度は再充電する前にバッテリーを使い切るようにすることをお勧めします。 

 バッテリー寿命  バッテリーには、再充電サイクルに制限があり、最終的には、認定のサービス プロバイダーに電池交換を依

頼する必要があります。 

ヘルプとサポートを利用する 

Surface、Windows、および特定のアプリに関するサポートを利用できます。方法は次のとおりです。  

 Surface ヘルプ  Surface のヘルプおよびサポートは Surface.com/Support でご利用いただけます。  

 Windows ヘルプ  Surface でスタート画面に移動して、「ヘルプ」と入力し、検索結果の "ヘルプとサポート" をタップまた

はクリックします。Windows のヘルプ コンテンツは Windows.com からオンラインでご覧いただくこともできます。 

 ヘルプの追加  画面の右端から内側へスワイプして、[設定] をタップまたはクリックし、[ヘルプ] をタップまたはクリックします 

(アプリによっては、ヘルプがこれ以外の場所にある可能性もあります。設定チャームにヘルプがない場合は、提供元企業の 

Web サイトをチェックしてください)。  

Surface をまだ登録していない場合は、「Surface の製品登録」にアクセスし、登録してください。  

終わりに 

本ガイドはこれで終了です。お役に立てばさいわいです。  

Surface.com の Surface Web サイトをこまめにチェックして、最新ニュース、アクセサリ、サポート情報をご覧ください。  

http://www.microsoft.com/Surface/ja-jp/support/
http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows/home
http://surface.com/ja-jp/Support/Register
http://www.microsoft.com/Surface/ja-jp/
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