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暮らしに寄り添う 
Windows

Windows 8 は、携帯性が高く常につな
がることができる、タッチ対応コンピュ
ーティングの革新的な存在です。	
Windows 8.1 は、優れたデバイスと、必
須のアプリやクラウド ベース サービス
の強力なコレクションを組み合わ
せ、Windows 8 の世界観を進化させて
います。

この新しい Windows は人々 の生活に寄
り添った設計がされています。先進的
で、最上の新しいハードウェア デザイン
とテクノロジを提供します。カスタマイ
ズ性が高く、デバイス、デザイン、ディス
プレイに幅広い選択肢を用意していま
す。また、多くの優れたアプリを利用で
き、クラウド対応のエンターテイメント、
コミュニケーションとストレージのオプ
ション、Web の閲覧と検索のエクスペリ
エンスがさらに強化されています。

そして何よりも、Windows ではユーザー
の目的に合わせて、すべてのアプリとサ
ービスが相互にインテリジェントに機能
するように、あらゆるものが統合されて
います。これは、Windows 8.1 と 
Windows RT 8.1 がもたらす比類のない
エクスペリエンスです。

Windows 8.1 製品ガイド
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すべてのことを デバイスで行うことを 1 つにまとめるこ
とができたらどれほど便利でしょう。そ
れが新しい Windows です。生活に必要
なアプリやサービスを集め、やりたいこ
とを 1 つにまとめてくれます。

Skype で友人とつながり、Office* で作
業し、Xbox でリラックスし、Windows 
ストアで新しいアプリを見つけ、そしてク
ラウドを使ってすべてをバックアップし
て同期させる。Windows はいつでもど
こでも人々 の暮らしにぴったりと寄り添
います。

Windows のすべての要素は相互に連携
するように設計されています。これによ
って、ユーザーの生産性、創造性、コミ
ュニケーション能力を高めるエクスペリ
エンスが実現します。Windows では、こ
れまでより多くのことをもっと楽しくで
きるのです。

*Windows RT 8.1 に含まれ
ています。Windows 8.1 で
は、別途購入が必要な場合
があります。
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さらに充実させるた
めに

最初に簡単な手順を行って、Windows 
デバイスを最大限に活用しましょう。そ
の手順とは、PC をオンラインにして 
Microsoft アカウントを設定することで
す。Microsoft アカウントは無料かつ高
速で、デバイスであらゆるアプリやサー
ビスを利用できるようにすることで 
Windows の価値をさらに高めます。

Microsoft アカウントを使う
と、Windows ストアでアプリを購入
し、Xbox ゲームなどのエンターテイメン
トにアクセスできます。クラウドにファイ
ルを保存したり、Skype の無料アカウン
トを入手することができます。他の 
Windows デバイスをアカウントにリン
クすると、すべてのファイル、設定、Web 
ページ、ダウンロード済みの Windows 
ストア アプリをデバイス間で同期させる
ことができます。

Outlook.com のメール アドレスを 
Microsoft アカウントとして使う
と、Windows デバイスに用意されてい
る多くのアプリ (メール、カレンダ
ー、People、OneDrive、Skype) 
を、Facebook、Twitter、Google など、
利用している他のサービスに簡単に接
続できます。

アカウントが有効になると、Windows 
ストアにアクセスし、便利なアプリを見
つけてダウンロードできるようになりま
す。それらのアプリを、Windows に組み
込まれている Bing ニュース、ファイナン
ス、トラベル、フード & レシピ、天気、カ
レンダー、リーディング リストなど、無
料の使いやすいアプリに加えて使うこと
ができます。

 

最後に、新しいヘルプ + 使い方アプリ
を使用して、Windows 8.1 のナビゲーシ
ョンの基本、設定の使用、新機能をツア
ーで学習してください。このアプリをキ
ー アクション (移動する、最後に使用し
たアプリに戻る、スタートに移動するな
ど) を支援する画面上の初期実行ポップ
アップと組み合わせると、Windows の
機能を最大限活用するための優れたリ
ソースを得ることができます。

Reading ListMaps
Innovative ways to teach computers 
to kids

OneDrive

Internet Explorer

Health & Fitness Food & Drink

Los Angeles
Sunny 
Today
65°/52° Mostly sunny 

Tomorrow
68°/53° Partly sunny 

68°

Weather

Skype

Shazam
New app in the Store
Free ★★★★☆ 1226

Netflix
Essential App
Free                 139,249

Desktop

Office hours
Sheila’s office
9∶30 AM – 10∶30 AM 9

Wednesday

RE∶ Pick up the kids on Thursday? 
That sounds great. See you then!

Mail 5

Regina Roberts

Help + Tips

Sheila
Marchand�

スタート画面は、あらゆる
ものをまとめておく場所で
す。連絡先、アプリ*、Web 
サイトから、スタート画面に
置くものとその表示方法を
選んで、自分らしさを表現す
ることができます。

*一部のアプリは別売りで
す。アプリは市場によって異
なります。機能の中に
は、Windows 8.1 Update (
インターネット アクセスが
必要) が必要なものがありま
す。接続料金がかかること
があります。

Microsoft アカウントは無料
ですばやく設定でき、デバイ
スで Windows のあらゆるア
プリやサービスを利用できる
ようになります。最初から 
Windows を最大限に活用で
きるように、まず最初にこち
らを設定してください。
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ゲーム、音楽、ビデ
オを本気で楽しむ

映画を観る、音楽を聴く、ゲームでレベ
ル 50 になる、いずれの場合で
も、Windows では Xbox のアプリをは
じめ、Netflix、Hulu、ソーシャル DJ アプ
リ edjing をはじめとするパートナーの
思いきり楽しめるエンターテイメントを
提供します。(すべて Windows ストアで
入手できます)

Xbox はゲームをするだけのものではあ
りません。クラウド上にある完全なエン
ターテイメント システムです。Xbox 
Music では、膨大な数の楽曲を検索して
ストリーミングしたり、ダウンロードし
たりできます。Xbox ビデオでは、お気
に入りの最新の HD 映画やテレビ番組
をどこからでも視聴できますまた、	
iTunes ライブラリなど既に持っているメ
ディアをインポートして、自分のすべて
のコレクションを 1 か所にまとめること

ができます。

PC のコンテンツを、リビングのテレビな
ど、他の映像デバイスにストリーミング
出力する場合は、Miracast ワイヤレス 
ディスプレイを使ってアダプターを介し
てテレビやプロジェクターにストリーミ
ング出力したり、それらの映像デバイス
をマルチモニター環境の 1 つのデバイス
として利用し、画面を複製したり、拡張
したりすることができます。Xbox 
SmartGlass を使うと、Windows デバイ
スとテレビが相互に通信できるようにな
り、お気に入りの番組、映画、音楽、スポ
ーツやゲームなどを強化できます。	
SmartGlass を使えば、Xbox One また
は Xbox 360 で映画を観ながら、映画の
キャストに関する情報を Windows デバ
イスで観ることもできます。

Windows ストアには膨大な
数のアプリが提供されてお
り、エンターテイメント、映
画、テレビ、ビデオ、音楽、
ゲームの世界を縦横無尽に
楽しむことができます。

ビデオ

Xbox ビデオでは、お気に入りの最新の 
HD 映画やテレビ番組をどこでも視聴で
きます。

ゲーム

ホットな最新ゲームから定番はもちろ
ん、Windows 専用に製作されたゲーム
まで見つけてみましょう。

Windows 8.1 製品ガイド
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検索し、発見して、
行動する

Windows は、さまざまな場所にある目
的の情報を探索するのに優れており、ユ
ーザーが検索し、学び、そして即座に行
動に移れるようにサポートします。

ミュージック

聴きたい音楽を聴きたい形に。Xbox 
Music ではお気に入りの音楽が 1 つの
アプリにまとまっています。ゼロから 
Windows のために刷新されたミュージ
ック アプリでは、はじめから、コレクシ
ョンへのアクセス、ラジオの再生、無料
で何百万もの楽曲の検索を行うことが
できます。

マップ

Bing をベースとするマップ アプリは、お
探しの場所をすばやく、そして簡単に検
索、案内します。気になる場所をすぐに特
定、保存、検索し、その場所への行き方や
渋滞情報等を調べることができます。

カレンダー

カレンダーには、スケジュールを管理す
るためのわかりやすくて強力なビューが
用意されています。Exchange に最適化
されており、ミーティングのアレンジや、
忙しいビジネス スケジュールの管理に
役立ちます。

「今後の予定」ビューでは、個々それぞ
れにあったカレンダーを確認することが
できます。

Windows 8.1 に組
み込まれている多
くのアプリの 1 つ
である Bing トラ
ベルは、楽しい旅
を計画するために
必要なことをすべ
てまとめており、
計画を実現するた
めのアクションを
完了することが簡
単になります。

Windows 8.1 製品ガイド
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Web をより美しく

デバイスで行う作業の大部分として、ブ
ラウジングが挙げられます。新しい 
Internet Explorer 11 は、従来のブラウ
ジング エクスペリエンスよりも、Web 
を美しいアプリのように感じさせます。
サイトはすばやく読み込まれ、ナビゲー
ション コントロールが必要なときまでは
画面に表示されないため、ページを大き
く表示できます。Internet Explorer 11 は
タッチ操作とスピードを重視して設計さ
れており、タブレット、スマートフォン、タ
ッチ対応 PC 上で、驚くほど速く滑らか
に Web が表示されます。

ほとんどのブラウザーではブックマーク
を設定できますが、Internet Explorer 11 
では、1 回のタップまたはクリックでお
気に入りのサイトを開くことができ、ブ

ラウザーで自動的に記憶された特によく
使うサイトも表示されます。タブを横に
並べてブラウジングしたり、1 回のクリッ
クでプライバシー設定を設定したり、お
気に入りのサイトをスタート画面にピン
留めしたりすることができます。

ここでも、Microsoft アカウントによっ
て情報が同期されます。ブラウジング 
セッションを Windows デバイスで開始
した後、別のデバイスでそれを続けるこ
とができ、設定、ブラウザー タブ、履歴
がデバイス間で保持されます。Web が
新しくなったわけではありませんが、	
Internet Explorer 11 を使うと、これまで
にない新しい Web のように感じること
ができます。

Bing スマート検索で 
さらに検索しやすく

接続されたデバイスで行うことは、多く
の場合、検索から始まります。Windows 
では、必要とする結果を簡単に見つけ、す
ぐに行動できるように、検索機能が刷新
されました。

検索を開始するのは今までよりも簡単で
す。スタート画面で、検索アイコンをクリ
ックするか、入力を開始すれば検索がは
じまります。Windows のどこからでも検
索チャームを使用できます。Bing スマー
ト検索は、検索範囲が広く、PC、アプリ、
オンライン ストレージ、Web のグロー
バルな検索に対応しています。探してい
る情報がアプリや設定にある場合 (既定
のプリンターを変更する方法など)、他の

検索モードを使う必要はありません。	
1  回の検索ですべてが見つかります。

Internet Explorer 11 を使う
と、Web を美しいアプリの
ように感じられます。高速か
つ滑らかで、タッチ操作に
最適です。

Bing スマート検索では、フ
ァイル、アプリ、クラウ
ド、Web のすべてから目的
のものを探すことができ、
整理されたインテリジェン
トな方法で結果が表示され
るため、アクションを起こし
やすくなります。

Windows 8.1 製品ガイド
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優れたアプリの世界

Windows では、アプリの選択肢を豊富
に用意しています。あらかじめ搭載され
たアプリだけでなく、Windows ストアで
アプリを検索してダウンロードすること
ができます。まずは、Windows デバイス
に含まれているアプリをチェックしまし
ょう。

これらの必須アプリ (メール、People、
カレンダー、カメラ、フォト) は、Bing ニ
ュース、天気、スポーツ、トラベル アプ
リなどと共に、基本をカバーします。購
入後すぐに、Office* で作業した
り、Xbox Music、ビデオ、ゲームを楽し
んだり、Bing スマート検索で検索した
り、Bing 地図で最適なルートを見つけ
ることができます。

次に、Windows ストアを見てみましょ
う。ここは、既に知っているお気に入り
のアプリや、あなたがまだ知らない新し
いアプリが毎日入荷するマーケットプレ
ースです。再設計されたストアはわかり
やすいレイアウトと直感的な分類 (最近
追加されたアプリなど) により、欲しい
ものをさらに見つけやすくなりました。
アプリのすべてのリストを見たい場合
は、その膨大なアプリ コレクションを一
覧で見ることができます。

また、もっとアプリを探したくなるような
検索方法も用意されています。人気上昇
中のアプリやユーザーに合わせたおすす
めをチェックすることで、新しくお気に
入りを見つけることができます。どんど
ん試してみましょう。多くのアプリやゲ
ームが無料で提供されており、有料でも
購入前に試用期間を設けているものが

たくさんあります。Windows ギフト カ
ードを入手したり人にあげたりした場
合、Windows ストア、Windows Phone 
ストア、Xbox LIVE マーケットプレースで
使うこともできます。

 

思い通りに動く 
アプリ

Windows のアプリはユーザーの行動に
合わせて相互に連携するように設計され
ています。

たとえばカメラ アプリについて考えてみ
ましょう。写真を撮ると、編集や共有も
したくなります。これに対応するため、カ
メラ アプリには写真を作成して送信する
ためのすべての機能が含まれています。
フード & レシピ アプリでは、レシピで
独自の食材リストが作成され、おすすめ
のワインのリストが提案されます。また、
料理中に手が汚れているときに、デバイ
ス前面のカメラを使ってジェスチャでハ
ンズフリー操作を行うこともできます。

Windows ストアでは、好きな
アプリをダウンロードした
り、新しいお気に入りを発見
したりすることができます。
新鮮なレイアウトにより、新
着のアプリ、人気上昇中のア
プリ、ユーザーに合わせたお
すすめアプリなどを見つけや
すくなりました。

優れた組み込みアプリの 1 
つとして、Bing フード & レ
シピ アプリは、料理の作り
方とインスピレーションをレ
シピで提供し、ワインを選
ぶためのガイドや料理中に
役立つハンズフリー モード
も用意されています。

*Windows RT 8.1 に含まれ
ています。Windows 8.1 で
は、別途購入が必要な場合
があります。

Windows 8.1 製品ガイド
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Bing 天気

Bing 天気アプリを使っていれば、天気
の変化で寒さに凍えることもありませ
ん。時間単位、日単位、10 日単位の天気
予報、荒天の通知、今後の予想マップが
表示されます。

Bing ヘルス & フィットネス

Bing ヘルス & フィットネス アプリで健
康な生活を目指しましょう。1,000 近くも
のフィットネス ビデオ、栄養、医療ガイ
ド、エクササイズやダイエットの健康記
録機能があなたの健康目標達成をサポ
ートします。

Bing スポーツ

Bing スポーツ アプリは、応援するすべ
てのスポーツやチームのヘッドライン、
スコア、スケジュール、順位表、成績など
の情報をお届けし、お気に入りのチーム
のさらに詳しい情報を、ライブ タイルの
カスタマイズされたエクスペリエンスで
提供します。

Bing フード & レシピ

ぎっしり詰まったレシピ、ワイン情報、料
理ガイドが入った Bing フード & レシピ 
アプリは、キッチンでの使用を念頭に設
計され、指を使用しなくても、手の動作
で操作できるハンズフリー料理モード
を備えています。

Bing ニュース

写真をふんだんに使った Bing ニュース 
アプリでは、気になるニュースの最新情
報を、カスタマイズされたエクスペリエ
ンスで簡単に知ることができます。全
国、および、地域の信用する情報源のニ
ュースを、トピック別に選び、自分用にカ
スタマイズされた画面で確認できます。

Bing トラベル

Bing トラベル アプリでは、世界 2,000 
か所以上の旅行先を、美しい写真や 
360°  のパノラマ写真で閲覧することが
でき、おすすめのスポット、ホテル、レス
トランも確認できます。世界につながる
窓といえるでしょう。
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生産性と創造性の
向上

生活の大きな部分を占めるものとして仕
事があります。Windows では、締め切り
に間に合わせるための作業でも、自分の
プロジェクトを仕上げるときでも、生産
性と創造性を保つことができます。

生産性の観点から、Windows で実行す
る Office 製品に勝るものはありません*
。Office 製品には Word、PowerPoint、	
Excel、Outlook、OneNote が含まれま
す。モニターのサイズにより、最大 4 つ
のアプリを一度に表示できる画面の分
割機能を使って、マルチタスクで作業で
きます。Internet Explorer 11 は画期的な
グローバル検索が可能になり、タッチ操
作に最適化された新しいブラウザーとし
て高速で効率化されています。作業を中
断するときには、リーディング リストで
アプリや Web ページをブックマークす
ると、後ですぐに作業に戻ることができ
ます。

Office 365 を使った共同作業

Office 365** では、使い慣れた Office 
と同じようにアクセスできますが、新し
い特長として、共同作業に適していま
す。リンクを送信して、予定表、ノートブ
ック、ファイルを他のユーザーと簡単に
共有、同期することができ、無料の 
Office Web Apps を使って閲覧や編集
ができます。オンライン ビデオをドキュ
メントに追加したり、PDF を開いて編集
したり、写真や図を簡単に整えたりする
ことができます。Excel テンプレートを
使えば、設定やデザインをすばやく行う
ことができます。また、新しい 
PowerPoint ツールは整列、カラーマッ
チング、テンプレート デザインに役立ち
ます。OneNote はお好みの方法でノー
トに記入、保存、他のデバイスと同期し、
検索を実行できます。このように、ほと
んどすべてのものを他のユーザーと簡単
に共有、同期でき、他のユーザーも同様
に Office を使ってあなたと同期、共有
できます。

リーディング リスト

オンラインで記事を読んでいる時や、ビ
デオの閲覧中に時間がなくなってしまっ
たことはありませんか。リーディング リ
ストは、後で閲覧するために、美しく、か
つ、簡単にあらゆるコンテンツをトラッ
ク、管理することができます。

リーダー

PDF、XPS、そして、TIFF ファイルをリー
ダーアプリで開きましょう。ファイルのズ
ーム、検索、メモ、保存、そして、印刷お
よび共有が可能です。

**個別に販売される Office 
365 サブスクリプション。

* Office Home and Student 
2013 RT は Windows RT 8.1 
に含まれています。Office 
は Windows 8.1 では、別途
購入が必要な場合がありま
す。

Windows 8.1 製品ガイド
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創造性を発揮するた
めのアプリ 

創造力を発揮しましょう。Windows スト
アで無料で入手できる Fresh Paint を使
うと、思ったとおりに絵を描き、描いたも
のを共有できます。手直しや修正も心配
する必要はありません。元に戻す機能と
消去機能を使えばすぐに元どおりです。

アプリは連携することでさらに便利に機
能します。カメラ アプリとフォト アプ
リ、そして新しいスキャン アプリを使っ
て、お気に入りの写真のデジタル アルバ
ムを作成できます。それを OneDrive に
保存すれば、自分のすべての Windows 
デバイスから写真にアクセスできます。
サウンド レコーダー アプリを使うと、
自分の音声によるナレーションをキャプ
チャできます。

OneDrive: 操作性を融合した最高の場
所

ほとんどの場合、新しい写真やファイル
を作成するスピードの方が、それを保存
したり簡単にアクセスするよりも速くな
ります。休暇の写真、仕事のファイル、音
楽などをどんどん整理しなければなら
ず、すべてバックアップしたかどうかわか
らなくなることも多いでしょう。このよう
なときのために OneDrive が存在しま
す。OneDrive は、Windows に組み込ま
れているクラウドベースの無料のサービ
スで、表示、保存、同期、共有を簡単に行
えるようにすべてのファイルを 1 か所に
まとめることができます。

アクセスと統合 

OneDrive を使うと、いつでもどこでも、
どのデバイスからでも自分のファイルに
アクセスして操作できます。OneDrive.
com に移動するか、Microsoft アカウン
トにサインインするだけです。OneDrive 
は、最新バージョンのWindows、	
Windows Phone、Office、Xbox にも組
み込まれています。お使いのすべてのサ
ービスとデバイス間でファイルの同期が
保たれます。

共有が簡単

OneDrive では、特定のユーザーまたは
全員と、あるいは自分だけで簡単に写真
を共有したり、共同でファイルを使用し
たりすることができます。共有するファ
イルと自分だけで使うファイルはそれぞ
れ指定できます。

安心

デバイスでトラブルが発生してもファイ
ルが失われる心配はありませ	。	
ん。OneDrive 内のファイルは自動的に
クラウドに保存されるため、必要なファ
イルにアクセスして復元できます。ファイ
ルを誤って削除した場合も、オンライン
で OneDrive ごみ箱にアクセスすると回
復できます。

OneDrive は、すべてのファイルを 1 か所
にまとめることができ、ファイルを共有
するすべてのユーザーがアクセスできる
場所です。OneDrive ストレージの使用
は最初の 7 GB まで無料で、さらに必要
になったときはいつでも簡単にアップグ
レードできます。

OneDrive を使うと、自分の
ファイルと写真をすべて 1 
つの場所に保存できます。
どこにいても、どのデバイス
を使っていても、目的の情報
にいつでもアクセスしたり
共有したりできます。

Fresh Paint は、Windows 
で使用できる、楽しく使い
やすいペイント アプリで
す。オリジナルの作品を作
成したり、写真を美しい絵
画にしたりすることができ、
さらに 1 回のタップまたは
クリックで作品を共有でき
ます。

Windows 8.1 製品ガイド
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一番大切なものと常
につながる

お互いにどこにいても、大事な人といつも
つながっていたいと思うのはすべての人の
願いです。Windows は、メール、ビデオ 
チャット、ソーシャルの最新情報など、コ
ミュニケーション ハブとして機能し、常に
自分の世界とつながることができます。

ライフ スタイルを管理する

メール アプリと Outlook.com が更新さ
れたことで、メール機能が拡充され、カス
タマイズ性が大幅に向上しました。私用の
メール アカウントも、仕事のメール アカ
ウントも、一括して管理することができま
す。People は、大切な人からのメールを
見逃さないようにするために役立ちます。
ニュースレターとソーシャルの更新画面で
は、このメールを受信トレイから別のビュ
ーに移動し、都合のよいときに参照できま
す。一括処理機能を使うと、受信トレイか
ら不要なメールを自動的に削除できます。
そして、更新されたカレンダー アプリを
使うと、イベントをすばやく作成して複数
のアカウントのスケジュールを閲覧できま
す。

メール

大切な人、フラグ、フォルダー、ニュース
レター、ソーシャル ネットワークの更新
をすばやく見つけることができるよう
に、メール ボックスが自動的に整理され
ます。Outlook.com 内のメッセージ リ
ストのクイック コマンド、ドラッグ アン
ド ドロップ、一括処理操作により、メー
ルをスムーズに読み進めることができま
す。

Outlook.com

電子メールを生産的に。バリエーション
豊富な Windows を実現します。	
Outlook.com は世界最速の成長率を有
するメール サービスであり、4 億以上の
アクティブなアカウントがあります。

組み込みのメール アプリ
は、メールやメール アカウ
ントの追加や管理が簡単に
できる強力なコミュニケー
ション ツールです。重要な
ものをトラッキングし、そう
でないものを除外する機能
が含まれています。
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デバイス上にないファイルをメールで送
信する場合、メール アプリを使えば 
Office と同じように OneDrive に保存さ
れたコンテンツにアクセスできます。メ
ール アプリでは、複数のメール アカウ
ントに接続し、特定のメール フォルダー
をスタート画面にピン留めできるため、
複数の受信トレイを簡単に管理できま
す。メールとカレンダーは、メールと予定
のマルチタスクに対応するように設計さ
れているため、他のアプリの横に並べて
使うと便利です。

人々 とつながる

People アプリは万能のアドレス帳です。
すべてのアドレス帳に載っている連絡先
を 1 か所で見ることができ、友人の最新
情報を知ることができます。ま
た、Facebook や Twitter などのソーシ
ャル ネットワークの連絡先を同期でき
ます。だれかに連絡を取りたくなった
ら、People アプリから直接メールを送っ
たり、電話をかけたり、ソーシャル メデ
ィアに投稿したりできます。スタート画
面にピン留めすることもいつでも可能で
す。タイルは、アプリだけでなく友人や
家族をピン留めしてすぐにアクセスする
こともでき、ライブ タイルを使えばスタ
ート画面ですぐに更新を知ることができ
ます。

離れていてもつながる

お互いに顔を見て話したいとき
は、Skype が最適です。親友と話した
り、外出しているときに子どもの様子を
見たり、親戚と近況を話したりできま
す。Windows 8.1 用 Skype を使うと、タ
ップまたはクリック 1 つで友人や最近の
会話にアクセスできます。

People

連絡先を 1 か所にまとめます。友人の更
新情報を確認したり、コメントや自分の
更新情報を追加して会話に参加します。

Skype

Skype を使用して、離れた場所にいても
友だちや家族と連絡を取り合うことが
できます。Skype インスタント メッセー
ジは画面の端に自動的にスナップされ、
一つのアプリ内で、テレビを観ていると
きも、ゲームをしているときも、音声、も
しくは、ビデオ通話、インスタント メッ
セージと簡単に切り替えることができま
す。さらに、ファイルを共有したり、写真
やビデオ メッセージをいつでも送信で
きます。 

組み込みの People アプリ
を使うと、すべての連絡先
を 1 か所で管理でき、すべて
のソーシャル ネットワーク
の更新を簡単に見ることが
できます。そして、好きな方
法で簡単に友人とつながる
ことができます。
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デバイスを自分仕様に
カスタマイズ

Windows PC やタブレットは、生活の一
部であり、自分が使いやすいようにカス
タマイズする方法が数多くあります。自
分に合ったデバイスを選び、スタート画
面を好きなコンテンツと背景でカスタマ
イズして、Windows ストアから気に入っ
たアプリをダウンロードします。	
Windows は、大事なものを反映したエ
クスペリエンスを作成するために無限の
可能性を与えてくれます。
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Windows デバイスにはスタ
イリッシュかつパワフルで軽
量な幅広い選択肢があり、
目的に合ったデバイスを見
つけることができます。

一部のアプリは別売りです。
アプリは市場によって異な
ります。機能の中に
は、Windows 8.1 Update (
インターネット アクセスが
必要) が必要なものがありま
す。接続料金がかかること
があります。

Windows 8.1 製品ガイド
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スタイルと機能の最
適な組み合わせを
選択

Windows デバイスは、豊富な選択肢に
より、最適な組み合わせを見つけること
ができ、最新のハードウェア革新をもた
らしてくれます。新しいチップセットは強
力で軽量なデバイスを実現します。小さ
なタブレットから、パフォーマンスが高
く省エネルギーのタッチ対応ラップトッ
プ、画面が取り外しできるデバイスやコ
ンバーチブル設計のデバイスなど、多岐
にわたります。

Windows デバイスは他のデバイスのハ
ブとしての機能を備えています。PC を大
画面に接続して Xbox でエンターテイメ
ントを楽しむことができます。強力なノ
ート PC やデスクトップ PC でゲームを
楽しめます。高解像度のディスプレイ
は、どのような画面サイズでも美しく見
えます。

Windows 8.1 は Bluetooth 4.0 LE 対応
のデバイスをサポートしており、高いパ
フォーマンスと優れたバッテリの寿命を
実現しています。モバイル ブロードバン
ドでどこでもつながることができます。
マルチタッチをサポートするタッチ画面
により、強化されたスクリーン キーボー
ドやテキスト選択、分割画面 (スナップ 
ビュー)、プライマリ キーボードでの数
字入力、拡張された IME サポートを使
用できます。

自分に最適なスタイルや機能を見つける
ことができます。たとえば、操作手段 (タ
ッチ、入力、クリックまたはペン) などで
す。

どのモードを選んでも、スタート画面、
アプリ、使い慣れたデスクトップの間を
スムーズに切り替えることができます。
そして、Windows ですので、新しいデバ
イスが幅広いプリンター、カメラ、キー
ボード、マウス、モニターなどのアクセサ
リに対応していることは保証済みです。

カメラ

卓越したパワフルな編集機能は、シンプ
ルで直感的な新しいカメラ アプリでは
シンプルです。

標準サイズ、または 360 ° のパノラマ写
真を撮りましょう。写真を撮ってから 10 
秒以内に編集から共有まで、カメラ ア
プリ内ですべて行うことができます。
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右端からスワイプ インしてシステム コ
マンドを表示する

 
画面の右端から内側に向けてスワイプす
ると、システム コマンドを含むチャーム
が表示されます。左端からスワイプする
と、直前に開いていたアプリに切り替え
ることができます。 

相当するマウス操作 
 
マウス ポインターを画面の右下隅また
は右上隅に合わせます。 

左端でスワイプ	インした後スワイプ	
アウトして最近使用したアプリを表示
する

画面の左端から内側に向かってスワイ
プし、続けて外側に向かってスワイプ
すると、最近使用したアプリのリスト
が表示され、アプリを選択することが
できます。 
 
 
相当するマウス操作 
 
マウス ポインターを画面の左上隅に
合わせ、画面左側を下に向かってスラ
イドさせると、最近使用したアプリが
表示されます。

左端からスワイプ	インしてアプリを切
り替える

 
画面の左端から内側に向かってスワイプ
すると、開いているアプリのサムネイル
が表示され、アプリをすばやく切り替え
ることができます。 
 
 
 
相当するマウス操作 
 
マウス ポインターを画面の左上隅に合
わせてクリックすると、1 つずつアプリが
切り替わります。また、左下隅をクリッ
クするとスタート画面が表示され、アプ
リを切り替えることができます。

上下の端から内側へスワイプしてアプリ	
コマンドを表示	

 
アプリ コマンドを表示するには、下端ま
たは上端からスワイプ インします。画面
の上端から下端までスワイプすると、現
在のアプリを固定することや終了するこ
とができます。 
 
 
相当するマウス操作 
 
アプリを右クリックするとアプリ コマン
ドが表示されます。

タッチという操作方
法
タッチ対応デバイス上で特定のジェスチ
ャを行うことで、検索や共有などの重要
な操作をすばやく実行できます。マウス
またはキーボードを使った対応コマンド
もあり、好きな方法で操作できます。

アプリをドラッグして閉じる

 
 
基本的にはアプリを閉じる必要はあり
ません。開いたままでも PC のパフォー
マンスが低下することはなく、しばらく
使わなければ自動的に閉じます。それで
も手動で閉じる場合は、アプリを画面の
下端にドラッグします。 
 
相当するマウス操作 
 
マウス ポインターを、画面の最上部 
(Windows ストア アプリの場合) または
アプリ ウィンドウの最上部 (デスクトッ
プ アプリの場合) に移動します。タイト
ル バーの右上隅で閉じるボタンをクリ
ックします。

Windows 8.1 製品ガイド
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タップでアクションを実行 
 
 
 
画面上の要素をタップすると、アプリの
起動、リンク先への移動などのアクショ
ンが実行されます。

 
 
 
相当するマウス操作 
 
アクションを実行する項目をクリックし
ます。

長押しで詳細を表示する 
 
 
 
項目を長押しする (指で押したままにす
る) と、詳細を確認できます。追加オプ
ションを示すメニューが表示される場合
もあります。 

 
相当するマウス操作 
 
追加オプションを表示する項目をポイン
トします。

スライドしてドラッグ 
 
 
 
これは表示のパンまたはリストやページ
のスクロールによく使われますが、オブ
ジェクトの移動、描画、テキスト作成な
ど、他のインタラクティブな操作にも使
用できます。

 
相当するマウス操作 
 
表示をパンまたはスクロールするには、
クリックしたままドラッグします。また、
マウスとキーボードの使用時は、画面の
下部に表示されるスクロール バーを使
って水平方向にスクロールできます。

回転 

 
指を 2 本以上当てて回すと、オブジェク
トを回転させることができます。デバイ
ス自体を回転させれば、画面全体を 90°
回転させることができます。 

 
相当するマウス操作 
 
オブジェクトの回転のサポート状況は、
アプリによって異なります。

ピンチとストレッチでズームする

 
 
ズームを使用すると、リスト内の先頭、
末尾、または特定の場所に移動すること
ができます。ズームを開始するには、2 
本の指で画面をつまんで (ピンチ)、伸縮
します。 
 
 
相当するマウス操作 
 
画面上の項目を拡大または縮小するに
は、キーボードの Ctrl キーを押したまま
マウス ホイールを使用します。

スワイプして選択 

 
アプリ内で項目を下または左右にスワイ
プして選択します。すばやく短い動きを
すると、うまくいきます。スタート画面で
は、項目を長押しするとタイルを選択で
きます。 

相当するマウス操作 
 
アプリ内で右クリックするだけで選択で
きます。
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デバイスのカスタマ
イズ

デバイスを選び、カスタマイズしてみま
しょう。まず、ロック画面を自分の好みに
します。写真、スライド ショーのための
一連の写真、通知を表示するアプリなど
を選ぶことで、この画面で個性を表現
し、便利にします。

次に、スタート画面には、いつも知りた
い情報や大事なものを優先して表示され
るようにします。お気に入りのアプリ、サ
イト、友人を選び、ピン留めします。タイ
ルも、サイズや表示数をお好みにして並
べることができます。毎日使うものをピ
ン留めし、アプリや連絡先のリストに瞬
時にアクセスできます。さまざまな色、
背景デザインや写真から好きなものを
選んで、自分らしさを演出します。

タイルを選んでスタート画面にピン留め
すると、おもしろいことに気付くでしょ

う。タイルをライブに設定することもで
きるため、常時更新が表示され、最新の
天気予報や株価などを見ることができ
ます。カスタマイズの別の選択肢として、
デスクトップまたはお気に入りのアプリ
の直接起動があります。スタート画面を
経由せずに、よく使うアプリに直接アク
セスできます。また、従来のパスワード
ではなくピクチャ パスワードでサインオ
ンすることもできます。

Reading ListMaps
Innovative ways to teach computers 
to kids

OneDrive

Internet Explorer

Health & Fitness Food & Drink

Los Angeles
Sunny 
Today
65°/52° Mostly sunny 

Tomorrow
68°/53° Partly sunny 

68°

Weather

Skype

Shazam
New app in the Store
Free ★★★★☆ 1226

Netflix
Essential App
Free                 139,249

Desktop

Office hours
Sheila’s office
9∶30 AM – 10∶30 AM 9

Wednesday

RE∶ Pick up the kids on Thursday? 
That sounds great. See you then!

Mail 5

Regina Roberts

Help + Tips

Sheila
Marchand�

スタート画面では、ライブ 
タイルがダイナミックに更新
され、天気予報や株価など
の最新情報を見ることがで
きます。

Windows では、エクスペリエンスは自
分の指紋のように固有のものですが、そ
れを自由に変えられるという点でよりフ
レキシブルです。自分でデザインするた
め、必ず気に入ることでしょう。

ロック画面は、ディスプレイ
をカスタマイズする方法の 1 
つです。好きな色、デザイン
を選んだり、思い出深い写
真を選んでスライド ショー
にすることができます。
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すべてのデバイスで
パーソナライズされ
たエクスペリエンス
を実現

Windows では、すべてのデバイスにおい
て自分でカスタマイズをした一貫したエ
クスペリエンスを保つことができます。
これは、コンテンツや設定を特定のデバ
イスではなく、ユーザー自身の 
Microsoft アカウントに追加することで
実現できます。

Microsoft アカウントはどのデバイスで
も利用できるため、Windows ストア ア
プリ、設定、閲覧履歴をどこからでも利
用できます。どの画面でも、たとえ他の
人のデバイスにログインしているときで
も、一貫したエクスペリエンスを実現し
ます。さらに、OneDrive を使うと、クラ
ウドにファイルを保存することで、どこに
いても、どのデバイスを使っていても、自
分のファイルにアクセスできるようにな
ります。

OneDrive

ファイルをいつでもお手元に。写真やビ
デオを紛失することなく、いつでも手元
におきましょう。

写真やビデオ、ドキュメントは自動的に 
OneDrive に保存されます。

フォト

優れた編集機能を利用して写真のトリ
ミング、加工、エフェクトの追加が可能
です。

サウンド レコーダー

サウンド レコーダーを使用して、講義の
内容から、赤ちゃんの最初の言葉まで、
組み込まれたサウンド レコーダーであ
らゆる内容を録音できます。録音された
ファイルは、再生、編集、共有すること
ができます。
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いつでも、どこでもあなた
のそばに 

Windows のデバイスとサービスは、ユ
ーザーの生活と常に同期を保つように
設計されています。つまり、ユーザーが
大切なものに集中できるようにするため
に欠かせない機能を備えています。個人
的な生活、仕事、デバイスにかかわら
ず、Windows は常に最新の情報を入手
可能にし、安全性、パフォーマンス、すべ
てがうまく連携するようにしま
す。Windows がもたらす高いレベルの
信頼性と自由に満足することでしょう。
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信頼感:自宅でも職
場でも多くの機器と
連携し、機能を発揮 

多くのユーザーは、プリンター、カメラ、
スキャナー、キーボード、ドライブなどの
周辺機器を使用しており、デバイスがそ
れらと連携して機能することが必要で
す。Windows は高い接続性を持ち、お
使いの PC またはタブレットは幅広いア
プリや接続されたデバイスと互換性が
あります。連携する機器が多くなるほ
ど、Windows の機能性が増します。

これには、他の場所からアクセスする必
要がある職場の機器も含まれます。自動
開始される VPN などの新機能により、
インターネット接続で会社のリソース (
ワーク フォルダー、アプリ、サービスな
ど) に安全にアクセスできるため、より
多くの場所から作業できるようになりま
す。また、モバイル ブロードバンドに対
応したデバイスを、他のデバイスが接続
できるモバイル Wi-Fi ホットスポットに
変えて、ブロードバンド テザリングで常
時接続できます。

Windows は企業環境で便利に使用でき
ます。IT 担当者に心配をかけることな
く、個人的なデバイスを職場に持参した
り、職場のデバイスを自宅に持ち帰った
りできます。IT 担当者は、Windows 8.1 
の Pro または Enterprise エディション
を使うことで、BitLocker テクノロジを使
ってデバイスを暗号化したり、社員の個
人的なデバイスに多要素認証を適用で
きます。紛失、盗難されたデバイスを保
護するため、ビジネス データの消去をす

ることもできます。Enterprise エディショ
ンの Windows To Go 機能を使う
と、USB ドライブにアプリなど仕事用の
環境を丸ごと格納し、自宅や職場で使う
ことができます。

Windows を使うことで、自宅でも職場
でも、必要なものにすばやく、さらに安
全にアクセスできるという安心感を持つ
ことができます。

スキャン

ドキュメントや写真をすばやく、簡単に
スキャンし、お好みの場所に保存できま
す。

電卓

シンプルなだけでなく、パワフルなこの
アプリは標準的な電卓機能に加え、関
数電卓、単位換算としても利用できま
す。

Windows 8.1 製品ガイド



48 – 49

プリンター、スキャナーから
キーボード、マウスま
で、Windows は幅広い機器
やソフトウェアと連動するた
め、ユーザーは互換性につ
いて安心感を持つことがで
きます。
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作業を遮らない 
Windows で集中力
を維持

Windows には、集中力を保つために注
意散漫の原因を排除する新機能がいく
つか追加されています。まず、起動やシ
ャットダウンの速さです。これは 
InstantGo* の成果であり、ネットワーク
接続や同期を自動的に行って、デバイス
がコネクト スタンバイ状態のときでも、
データ、アプリ、タイルを常に最新の状
態に保ちます。デバイスは、即座に起動
し (スタンバイからオンになるまで 300 
ミリ秒以下)、最大 14 日間という長いバ
ッテリ寿命を持ちます。

また、Windows やアプリの更新はバッ
クグラウンドで行われるため、ダウンロ
ードのために作業を中断しなくてもデバ
イスを最新の状態に保つことができま
す。

アラームが鳴ったり Skype のコールを
受けたときなど、中断が必要なときもあ
ります。Windows では通知をより細か
く制御できます。デバイスレベルの設定
を使ってすべての通知をオフにすれば、
締め切りに間に合わせるために集中でき
ます。アプリレベルの設定を使ってコン
トロールを上下に調整し、カレンダーな
ど他のアプリに影響せずにメール通知
を 1 時間保留にすることもできます。こ
れらの調整は、いつでもタップまたはク
リック 1 つで変更できます。

アラーム

このシンプルなだけでなく、美しいマル
チ機能アプリはアラーム機能、タイマ
ー、そしてストップウォッチ機能を搭載し
ています。

Bing ファイナンス

Bing ファイナンス アプリは、刻 と々変化
する市況を把握することができ、ライブ 
タイルでポートフォリオを管理したり、為
替のトレンドの確認、また、一般的な財
務業務でツールや電卓を使用する際の
判断に役立ちます。

*選択されているデバイスで
使うことができる
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これまでもセキュリティは常に重要とさ
れてきましたが、モバイルとソーシャル 
ネットワークが普及した世界では、プラ
イバシーも最優先課題となっていま
す。Windows では、強力で使いやすい
機能により、どの方面に対しても安全を
保つことができます。

ユーザーは Windows Defender と 
SmartScreen により、何も設定しなくて
も、閲覧時にサイトを分析し、脅威を検
出し、ブロックすることで、ウイルス、マル
ウェア、悪意のある Web サイトから身を
守ることができます。

InstantGo が有効になっているデバイス
では、Windows 8.1 により、デバイスが
紛失または盗難されたときにも情報を
保護できるように、既定ではハードウェ
ア レベルでデータが暗号化されま
す。Enterprise および Pro エディション
で提供される BitLocker デバイス暗号
化機能により、Windows デバイスには
さらなる保護機能が組み込まれている
ため、ダウンロード、更新、セキュリティ 
ログのチェックにかかる時間が減りま
す。

お子様がコンピューターを使うときには
さらにセキュリティとプライバシーに注
意しなければなりません。Windows は
ファミリー セーフティ機能により、家族
のセキュリティとアクセスの設定を個々
に設定できます。見せたくない Web サ
イトをブロックするだけではありませ
ん。それぞれの個人プロファイルに対し
て特定のパラメーターを設定すること
で、お子様がいつどのくらいオンライン
で使用できるかを管理したり、活動レポ
ートを取得してお子様が使用した時間、
訪問したサイト、アクセスしたアプリな
どをチェックすることができます。

*選択されているデバイスで
使うことができる

プライバシーとセキ
ュリティの最新の機
能強化で高い安全性
を確保
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ビジネス向けの Windows 
のデバイスとサービス

現在のビジネスは、モバイル、クラウド 
サービス、従業員の個人的なデバイスと
いう新しい環境下に置かれており、企業
の IT 部門は新しい挑戦に取り組む必要
があります。Windows は信頼できるビ
ジネス パートナーとして、ビジネスを成
長させるために豊富な新機能を備えてい
ます。

Windows では、生産性を向上させるア
プリと必要なリソースにデバイスや場所
を問わずアクセスできるようにするさま
ざまな方法を組み合わせることができま
す。さまざまな優れたデバイスを活用
し、業務に合わせてカスタマイズをする
ことができます。もちろんビジネスに必
要な管理やセキュリティも兼ね備えてい
ます。

Windows 8.1 製品ガイド54 – 55



生産性向上のパート
ナー

ビジネスの上で、Windows ほど生産性
を上げてくれるパートナーはありませ
ん。職場にいるときもリモートで作業し
ているときも、従業員は Windows を信
頼して高い生産性を維持できます。

Office* (Outlook、Word、PowerPoint、	
Excel、OneNote) の生産性は言うまで
もありません。また、新しい Bing スマー
ト検索は、仕事のファイルや Web、クラ
ウドからグローバルに検索を行うこと
で、もう 1 つの生産性を向上させるツー
ルとなります。複数の検索モードは必要
ではなく、スタート画面で検索する用語
を入力するだけです。

さらに、Windows は、業務のために構築
し利用している社内アプリや開発中のア
プリ (顧客向け、従業員やパートナー向
け、あるいは Windows ストアを通じて
広く販売するかにかかわらず) のため
の、理想的なプラットフォームです。従業
員は互換性を心配せずに重要な 
Windows 7 アプリを使い続けることが
できるため、既存のデスクトップ ソフト
ウェアは問題になりません。

モバイルを使用する従業員にとって、接
続性はアプリと同じように重要です。	
Windows では、強力な機能とオプショ
ンにより、IT 担当者が必要な制御を維持
しながら、従業員が自分の個人デバイス
から会社のリソースにシームレスに接続
できるようになります。

ワークプレース ジョインにより、会社所
有のデバイスで使用されるドメインへの
完全な参加プロセスがなくても、従業員
は個人デバイスで会社のリソースにアク
セスするための認証を受けることができ
ます。ワーク フォルダーを使えば、従業
員は作業ファイルを自分の個人デバイス
のローカル フォルダーに保持し、仕事の
フォルダーと自動的に同期させることが
できます。ポータルのオプションもあり
ます。Windows Intune サービスを登録
に使うと、IT 担当者は従業員が会社の
ポータルを介して個人デバイス上のアプ
リやサービスにアクセスすることを許可
できます。

会社のネットワークへの完全なアクセス
が必要な場合は、Windows 8.1 には 
Microsoft や他の有力ベンダーの VPN 

クライアントを組み込んで提供している
ため、VPN クライアントをインストール
する必要はありません。社内アプリまた
は社内サイトの URL へのアクセスが必
要になると、自動開始 VPN 機能により
接続のための資格情報を自動的に求め
られます。ログイン資格情報を既に持っ
ている場合は、VPN は自動的に接続さ
れます。特別な手順は必要ありません。

ワークプレース ジョインに
より、従業員は、会社所有の
デバイスで使用されるドメイ
ンへの完全な参加プロセス
を必要とせずに、認証を受
けた個人的なデバイスを使
って会社のリソースにアクセ
スできます。

*Windows RT 8.1 に含まれ
ています。Windows 8.1 で
は、別途購入が必要な場合
があります。
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デバイスを自分仕様に
カスタマイズ

Windows PC やタブレットは、生活の一
部であり、自分が使いやすいようにカス
タマイズする方法が数多くあります。自
分に合ったデバイスを選び、スタート画
面を好きなコンテンツと背景でカスタマ
イズして、Windows ストアから気に入っ
たアプリをダウンロードしま
す。Windows は、大事なものを反映した
エクスペリエンスを作成するために無限
の可能性を与えてくれます。
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ビジネス向けにカス
タマイズされた優れ
たデバイス

ビジネスは千差万別であるため、	
Windows 8.1 Pro および Windows 8.1 
Enterprise には事業内容や従業員の働
き方に適したカスタマイズ オプション
があります。

スタート画面は、Windows で最もよく
見られる部分であり、仕事に特化したア
プリ、サービス、サイトを表示するのに最
適な場所です。たとえば、受注状況や株
価など、常に最新状況を知りたい場合、
ライブ更新のタイルを表示することもで
きます。また、部署やグループごとに役
割に応じた画面を利用できるように、レ
イアウトをカスタマイズすることもでき
ます。あるグループが 1 つのアプリでほ
とんどの作業をしている場合、そのデバ
イスに対し、スタート画面を使わずにそ
のアプリをすぐに起動できるように設定
することもできます。小売りの店舗で使
う場合のように、デバイスを 1 つのアプ
リまたは Internet Explorer にロックす
るには、アサインド アクセスという機能
を利用します。

Windows 8.1 Enterprise を使っていて、
さまざまなデバイスでアプリやファイル
にアクセスするための柔軟性を必要とす
るユーザーから、Windows To Go は大
きな支持を得ています。これは PC のエ
クスペリエンスを丸ごと USB ドライブ
に入れ、認定された任意の Windows デ
バイスから (デバイスのオペレーティン
グ システムに関係なく) 起動できるた

め、"ポケットに入る Windows" と呼ば
れることもあります。

また、Windows はさまざまなワイヤレス
機能による柔軟性をサポートします。ネ
ットワークに接続しなくてもプリンター
を使うことができる Wi-Fi ダイレクト印
刷や、統合された Miracast ワイヤレス 
ディスプレイ (複数のドングル アダプタ
ーを持ち歩く必要はありません)、物理
的に近い接続を作るだけで会社のプリ
ンターに接続できる、NFC を利用したプ
リンターとのペアレンティング機能など
があります。

Wi-Fi 接続から離れることが多いユーザ
ーのために、一部の Windows デバイス
はモバイル ブロードバンドに対応してい
ます。これは "system-on-a-chip" に直
接統合され、オンライン接続をより速
く、省電力で行うことができます。Wi-Fi 
からたまに離れることがある場合は、電
話のデザリングを使って Windows 8.1 
デバイスをパーソナル ホットスポットに
入れることができます。モバイル ブロー
ドバンド接続は Wi-Fi ネットワークのよ
うに表示されます。さらに、ネットワーク
名とパスワードを共有するだけで、イン
ターネット アクセスを近くの同僚まで広
げることもできます。

いつでもビジネスに
対応

Windows のデバイスとサービスは、ビ
ジネスと同期を保つように設計されてお
り、ユーザーが常に取り組んでいる重要
な課題に対応しています。

Windows は、膨大なハードウェアやソフ
トウェアとの互換性を持つことで、テクノ
ロジへの投資を守ります。さらに、従業
員が会社に持参する個人的なデバイス
を IT 担当者が管理できるようになり、IT 
インフラストラクチャへの投資も守られ
ます。IT 担当者は、タブレットやその他
のデバイス クラスについて、サード パー
ティのモバイル デバイス管理 (MDM) 製
品のサポートなど、多くのオプションを
利用できます。

Windows 8.1 製品ガイド60 – 61



Windows では、利便性やセ
キュリティのニーズに合った
幅広いワイヤレス接続オプ
ションが用意されているた
め、職場から離れていても
簡単に業務を遂行できま
す。



エンタープライズ 
レベルのセキュリテ
ィ機能と認証

クラウド、モバイル、BYOD (Bring Your 
Own Devices) によってセキュリティが今
まで以上に重要になりつつある中
で、Windows ではエンタープライズ レ
ベルのセキュリティが実現されており、
改良されたデータ保護機能、新しい認
証オプション、マルウェアに対するデバイ
スの耐性を高める新機能が用意されて
います。

紛失または盗難されたデバイス、または
ユーザーが所有するデバイスに会社の
データが含まれている場合、Windows 
は許可のないアクセスからデータを保護
する機能を提供します。"セレクティブ 
ワイプ" と呼ばれるビジネス データのリ
モート削除機能により、IT 管理者はユー
ザーの個人的なデータに影響を与えず
にリモートでデータを消去することが可
能になり、ユーザーが所有するデバイス
上の会社のデータをさらに高いレベルで
制御できます。また、現在すべての 
Windows エディションに含ま
れ、InstantGo 要件を満たすデバイスで
自動的に有効にされるデバイスの暗号
化機能も用意されています。さらに高い
レベルの管理とセキュリティを必要とす
る企業のために、BitLocker 保護機能を 
Windows 8.1 Pro または Enterprise を
実行しているデバイスに追加できます。

また、Windows には、ユーザーの ID を
認証するために新しいネイティブの指紋
を使った生体認証オプションが含まれて
います。これには、新しいまたは既存の
スワイプ方式センサーと連動する一般
的な登録機能として、新世代のタッチ方
式センサーのサポートが含まれており、
ユーザーの Windows ID の生体認証を
サポートしています。パスワードを入力
する代わりにタッチするだけでログイン
でき、Windows ストアからアプリを購入
したり、アプリまたは特定のアプリ機能
にアクセスできます。

Windows には、マルウェアに対する防御
を強化するために、多くの新機能が用意
されています。悪意のあるコードが実行
される前にサイト コードを分析する、更
新された Internet Explorer もその 1 つ
です。更新された Windows Defender 
には、不審なアプリの挙動を検出するネ
ットワーク挙動監視機能が含まれます。
また、Windows はクラウドのパワーに
よって保護されるようになりました。リ
モートのマルウェア チェックを行うクラ
ウド ベース サービスは、Windows やマ
ルウェア対策ソフトウェアによって検出
されないように設計された非常に高度
な脅威を認識することができます。
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Windows 8.1 Update 2014 年 4 月にリリースされる Windows 
8.1 Update は、ユーザーの皆様に愛され
ている Windows のさまざまな側面をさ
らに改良させた機能セットです。タッチ
対応デバイスでもタッチ非対応デバイス
でも、これまで以上に親しみやすい一貫
したエクスペリエンスで、重要なものに
すばやくアクセスできます。優れたアプ
リを見つける方法も増えます。新たな性
能により、Windows を利用できるデバ
イスの範囲も広くなります。
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企業にとってのメリット

Windows 8.1 Update により Internet 
Explorer の互換性が高まり、最新のハード
ウェア プラットフォームに対するサポートも
向上しました。モバイル デバイス管理に対
するサポートも拡張され、従来の Windows 
ユーザーの生産性を高める、より洗練され
たエクスペリエンスを提供できるようになり
ました。詳しくは、windows.com/win81biz 
をご覧ください。

より多くの選択肢

新しい Windows デバイスを購入しようと
している場合、多くの選択肢の中から選ぶ
ことができるようになりました。ハードウェ
ア パートナーの新しいソフトウェアの性能
や革新により、安価な小型タブレットやノ
ートブックを含め、今までよりさらに広い範
囲の PC で Windows を実行できます。

更新プログラムをす
ぐに入手して新機能
を楽しむ

重要なものに簡単にアクセス

アプリへの移動やキー コントロールな
ど、ユーザーにとって重要なものにすば
やく簡単にアクセスできます。電源*、検
索、PC 設定はスタート画面上にありま
す。デスクトップ アプリやお気に入りの 
Web サイトと同様に Windows ストア 
アプリをタスク バーにピン留めして、こ
れらの間を簡単に移動できるようになり
ました。また、起動直後にデスクトップ
を表示する新しいデフォルト設定* や、
起動画面を設定しやすくなったことによ
り、ユーザーにとって一番便利で最も成
果が上がる場所を起動画面にすること
ができます。この場所は、いつでも変更
できます。

より使いやすくなりました

どの画面でも、マウスやキーボードの操
作がより直感的になりました。アプリ画
面の上部にマウスを移動すると、使い慣
れた最小化ボタンや閉じるボタンにアク
セスできます。Windows ストア アプリ
でも同様です。画面の下部にマウスを移
動すると、タスク バーにアクセスできま
す。エクスペリエンスは、タッチ対応デ
バイスでもタッチ非対応デバイスでも、
これまで以上に一貫した操作を実現でき
ます。タッチ非対応デバイスの場合は、

右クリックしてメニューを表示などのコ
ントロールがより使いやすくなりまし
た。

新しいアプリを簡単に検索

Windows ストアがタスク バーにピン留
めされているため、新しいアプリを容易
に検索できます。Bing スマート検索
で、Windows ストアで入手できるアプリ
が動的な提案リストに表示され、検索結
果によりわかりやすく表示されるように
なったため、探しているアプリを簡単に
入手できるようになりました。スタート
画面でも、最近インストールしたアプリ
が指し示されるため、所有しているアプ
リを忘れることはありません。

Windows ストアには、”高評価”、”トップ
セールス”、ユーザーの関心に合わせて提
示されるコレクションなどの新しいカテ
ゴリができました。これらを使えば、新
しいお気に入りのアプリが見つかりま
す。特別割引中のアプリには標準価格も
表示されるようになったので、どのような
特典が適用されているかを簡単に確認
できます。もちろん、既に Windows 8.1 
や Windows Phone 8.1 で購入したアプ
リは、互換性のある Windows デバイス
であれば、お好きなデバイスに追加料金
なしでダウンロードできます。

重要なものにすばやくアク
セスできます。Windows ス
トア アプリを含め、お気に
入りのサイトやアプリをすべ
てタスク バーに直接ピン留
めします。多くの PC に備わ
っている起動直後にデスク
トップを表示する機能によ
り、使い慣れたデスクトップ
を起動時に表示し、タスク 
バーにピン留めされている
アイテムにすばやくアクセス
することができます。

スタート画面の *電源ボタ
ンおよび起動直後にデスク
トップを表示するデフォルト
設定は、選択されているデ
バイスで使用できます。
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今すぐダウンロード Windows 8.1 Update は無料です。	
Windows 8.1 を実行している場合、	
Windows Update* で自動的に更新を入
手できます。Windows 8 を実行している
場合、Windows ストアから Windows 
8.1 をインストールすると Windows 8.1 
Update* も自動的にインストールされま
す。前のバージョンの Windows からア
ップグレードする場合は、ソフトウェア
の購入が必要になることがあります。

*インターネット アクセスが必要です。接続料金がかかること
があります。

スタート画面で、最近インス
トールした Windows ストア 
アプリが指し示されるため、
いつでも所有しているアプ
リを使うことができます。

スタート画面上にある電源
ボタン* と検索フィールドに
より、すばやくシャットダウ
ンしたり検索を開始できま
す。

*選択されているデバイスで
使うことができます。

どの画面でも、マウス操作
でより使いやすく直感的な
エクスペリエンスをお楽しみ
いただけます。スタート画
面でタイルを右クリックする
と、便利なコントロール メ
ニューが表示されます。
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アプリ開発者の
ための 
Windows

Windows 8.1 はアプリ開発者にもさま
ざまな可能性を提供します。Windows 
デスクトップ用の実証済みテクノロジで
構築される業務用アプリから、Windows 
ストアを通じて配布可能な魅力的なモ
バイル アプリとゲームまで、幅広いエク
スペリエンスを実現しているプラットフ
ォームは Windows 以外にはありませ
ん。

Windows を使うと、アプリはモバイル
のタッチ対応のデバイスに最適化さ
れ、7 インチのタブレットから 40 インチ
のモニターまで、さまざまなハードウェ
アで実行可能になります。Windows ス
トアは使いやすく、よりアプリを見つけ
やすいよう、再設計されています。結果
として、比類のない可能性を持つプラッ
トフォームが実現するため、アプリ開発
者は Windows 向けのベスト アプリを
構築するときに創造性を活かし、収益機
会を利用することができます。
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実績のあるテクノロ
ジと業界をリードす
るツール

Windows 8.1 では、メディア、ネットワー
ク、DirectX などの重要な領域に投資を
行い、その結果、多くの機能やオプショ
ンを備えた、より優れたアプリ プラット
フォームが実現しました。Windows 開
発者は、プログラミング言語、展開モデ
ル、配布方法に多くの選択肢を持つこと
ができます。最先端の Web アプリのた
めの HTML5 および JavaScript、パフォ
ーマンスの高いゲームのための 
Microsoft DirectX 11.2 および C++、ビ
ジネスおよび生産性アプリのための C#
、XAML、WPF などが用意されていま
す。Windows デスクトップにアプリを展
開して選択した方法で配布をしたり、モ
バイル アプリの認定を受けて Windows 
ストアの新機能を利用することができま
す。さらに、Microsoft Visual Studio 
2013 では、機能や使いやすさの点で業

界をリードするツールセットが提供さ
れ、	創造的な構想を実現しやすくなり
ました。

アプリ開発者は、Microsoft 
が作成した堅牢性と使いや
すさを兼ね備えたツールと
テンプレートを利用し
て、Windows 向けに驚くほ
どリアルなエクスペリエン
スを簡単に生み出すことが
できます。
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最高のハードウェア
のための最高のゲー
ムを構築

DirectX 11.2 のパワーを利用して PC 内
の強力なハードウェアを活用し、先進的
なゲームを作成することができます。	
Windows 8.1 では、いくつかの変更を行
い、DirectX ゲームがより美しく、よりス
ムーズに動くようになりました。

GPU スケーリング機能により、フレーム 
バッファーのサイズを動的に調整して 
3D グラフィックスを滑らかに保つことが
できます。また、ハードウェア マルチプ
レーン オーバーレイ機能により、精細な 
2D 画像や 2D インターフェイスをネイテ
ィブ解像度で最適に表示できます。

タイル リソースにより、大きなテクスチ
ャを効率的に使用できます。

新しい低レベルの Direct3D Trim API に
より、さらに効率的なリソース管理がで
きるようになります。

既定のバッファーのマッピング操作を使
うことで、アプリから GPU の既定のバッ
ファーに直接アクセスでき (デバイスが
サポートしている場合)、中間コピー操作
が不要になっています。

シェーダーは、実行時にコンパイルおよ
びリンクされるようになりました。シェ
ーダーをアプリ内で手続き的に構成し、
リンクして、個別の HLSL ファイルがなく
ても実行することができます。

Windows 8.1 では、スムー
ズな 3D グラフィックスを実
現する GPU スケーリング機
能や大きなテクスチャを効
率的に使用できるタイル リ
ソースなど、DirectX ゲーム
のパフォーマンスを大幅に
高める多くの変更が行われ
ています。
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夢中になれるアプリ Windows 8.1 は、パフォーマンスと使い
やすさが向上し、魅力的なアプリ エク
スペリエンスをデザインするための柔軟
なキャンバスとなります。ビデオとオー
ディオのパフォーマンス向上とタッチ操
作をメインにすることによってアプリに
適した環境が提供され、高速かつ滑らか
で応答性に優れたアプリが実現します。
そして、高解像度モニターのサポート向
上、構成の強化により、アニメーション
と効果がよりスムーズになりました。

スタート画面上のライブ タイルは、アプ
リがインストールされた直後から機能し、
タイルのサイズをさまざまに設定できま
す。ユーザーは、Windows 8 のスナップ 
アプリよりも大きな最小幅で、	Windows 
8.1 アプリの画面上のサイズを決めること
ができます。Windows 8.1 の既定の最小
幅は 500 ピクセルですが、開発者は 320 
ピクセルを指定してアプリ スナップを小
さく設定できます。既存のデスクトップま
たは Windows ストアアプリは Windows 
8 と同様に機能します。

また、2 つ以上のアプリが画面を同時に
共有でき、1 つのアプリが複数のモニタ
ーを使用できます。アプリは、他のアプ
リが起動したときも画面を共有してメモ
リに残ることができ、フォアグラウンド
で開かれたままにできます。

その結果、より作業効率の高い環境にな
り、Windows でベストな開発を行うこ
とができます。
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Windows は、アプリが幅広い
デバイスで滑らかに実行され
るように必要なツールを提供
します。構築したら、対応して
いるフォーム ファクターにア
プリを展開します。
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Windows は、ビジネスを成
功に導く各種ツールと収益
機会を提供します。



より多くのデバイス
でアプリを気に入っ
てくれる人を増やす

Windows ストアは、世界中の 240 を超
えるマーケットに展開しています。マーケ
ットが多いということは、潜在的な顧客
も多いということです。財務トランザク
ションと通貨換算はストアによって処理
されるため、簡単に世界中でアプリを販
売できます。

Windows 8.1 は、小型タブレットやコン
バーチブル PC からハイパワーな PC や
オールインワン PC まで、幅広い種類と
価格のデバイスを提供しているため、ユ
ーザーは自分に適した PC またはタブレ
ットを見つけることができま
す。Windows 8.1 では圧倒的な範囲の
接続されたデバイスをサポートすること
で、膨大な数のユーザーを顧客にするチ
ャンスを高めます。

アプリがすべてのデバイスで完全に実行
されるように、アプリの設計、開発、展
開に必要なツールを提供しています。構
築したら、対応しているフォーム ファク
ターにアプリを展開します。あるユーザ
ーがアプリをダウンロードすると、アプ
リはそのユーザーの Microsoft アカウン
トに関連付けられ、そのユーザーが持つ
すべての Windows 8.1 デバイスで使用
できるようになります。

収益機会の増加 Windows ストアは、アプリの作成と共
にビジネスも構築できるように設計され
ています。対応する通貨が増え、世界中
の 240 を超えるマーケットにアクセスで
きるようになりました。また、Windows 
8.1 の新機能として、Windows スト
ア、Windows Phone ストア、Xbox LIVE 
マーケットプレースで使える Windows 
ストア	ギフト	カードをユーザーのアカ
ウントに適用できます。

さらに、アプリ内購入のカタログ (販売
可能アイテム数) に適用されていた制限
が撤廃され、時間をかけて構築し続ける
ことができる大きなカタログが可能にな
ります。さらに、Windows ストア商用プ
ラットフォームは、顧客が購入、使用して
再び購入できるアプリ内購入に対応して
います。Windows ストアではサード パ
ーティのトランザクションには料金が請
求されないため、アプリ内購入にサード 
パーティの商用システムを使用する場合
は、その収益を最大で 100% 保持できま
す。

 

Windows ギフト カードに
より、ユーザーはより幅広い
マーケットで買い物ができ
ます。このカードは 
Windows ストア、Windows 
Phone ストア、Xbox LIVE マ
ーケットプレースで利用で
きます。
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Windows ストアを
活用する

Windows 8 では、優れたアプリをダウ
ンロードしたり、見つけたりすることの
できる Windows ストアが導入されまし
た。Windows ストアは、アプリ開発者が
アプリ ビジネスを構築するために役立
つアプリを見つけ、販売、収益化できる
ように、進化し続けています。

Windows	ストアでは、優れたアプリをハ
イライトし、ユーザーの関心を高めるこ
とに重点を置いています。そして、それが
新機能と更新されたデザインに反映され
ています。新鮮なレイアウトと	“おすすめ
アプリ”	や	“高評価”	などのカテゴリによ
って、新しいアプリを簡単にチェックで
きます。Windows	ストア	アプリは動的
な提案リストにも含められ、検索結果に
わかりやすく表示されるようになりまし
た。アプリは既定で自動的に更新される
ため、開発者は、ほとんどのユーザーが

最新で最高のバージョンのアプリを使っ
ているという安心感を持つことができま
す。そして何よりも、Windows	ストアは
標準でタスク	バーにピン留めされてい
るため、デスクトップ	ユーザーはいつで
もワンタッチでストアにアクセスしてア
プリのショッピングを楽しめます。

スタート画面では、アプリをすぐに見つ
けて楽しむことができるように、アプリ
の並べ方をユーザーが指定したり、最近
インストールされたアプリを確認したり
できるようになっています。また、Bing	
スマート検索を使うと、アプリを	
Windows	のどこからでも簡単に見つけ
ることができます。これにより、アプリ
のエクスペリエンスが向上し、ユーザー
はもっと多くの時間をアプリに使いたい
と思うようになります。

アプリ ビルダーは、アプリの詳しい解
析情報にアクセスできるようになりま
す。その例として、顧客がアプリを見つ
けた方法、アプリをダウンロードしてい
るユーザーのタイプ、詳しい財務レポー
トなどがあります。また、Windows スト
ア全体のトレンドについて情報を得るこ
とができるため、さまざまなマーケット
でどのようなアプリが人気があったかを
知ることができ、それに基づいて新しい
アプリや新機能を計画することができ
ます。

Windows	ストアは、カスタ
マイズされたおすすめ機
能、ユーザーの関心に基づ
くコレクションに加え、新着
アプリや注目アプリを目立
たせることでユーザーが新
しいアプリを発見しやすく
し、ビジネスの成長に役立
つように進化しています。さ
らに、固定のナビゲーショ
ン	バーが追加され、アプリ
のカテゴリやコレクション、
アカウント情報にアクセス
しやすくなりました。
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Windows の活用事例 Windows では、人とのつながり、綿密
な計画、ファイルの整理、外出先でのド
キュメントの共有が手軽にできます。

Windows は、授業を受けている学生に
も、仕事のプロジェクトに取り組んでい
るプロフェッショナルにも、単に作業を
効率化したいと考えているユーザーに
も、連携して便利に機能するアプリとサ
ービスを提供します。
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OneNote を使用するとノー
トを簡単に入力、整理、共
有することができます。ま
た、優れた録音機能によっ
て録音ができ、そこにタイム
スタンプが追加されるた
め、簡単に参照できます。

授業のノートの作成
と共有

ヨーロッパ史という講座で試験が迫って
いますが、良い成績を維持しなければな
りません。今日の講義が始まったとき
に、Windows デバイスで自分用にカス
タマイズしたスタート画面を表示し、"学
校" というグループまでスクロールしま
した。このグループに、各講座に関連す
るアプリのタイルとフォルダーをまとめ
て配置できるため、必要なものすべてを 
1 か所に集約できます。

教授が講義を始めたとき、画面上に 2 
つのアプリを並べて表示していました。1 
つはテキストを追うために Kindle アプ
リで開いた教科書、もう 1 つはその日の
授業のノートをとるために開いた 
OneNote のページです。早口な教授の
全部をメモするのは難しいた
め、OneNote アプリの録音機能を使っ
てメモと共に音声をすべて記録すること
にしました。OneNote によりメモにタイ
ムスタンプが追加されるため、録音内の
対応する箇所を簡単に特定し、照らし合
わせることができます。
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アプリは組み合わせて使用
でき、その垣根を越えてデー
タを共有できるようになって
いるので、CNN アプリ (画像
を参照) の記事を後で読める
ようにリーディング リストや 
OneNote と共有するなどの
操作も行えます。

教授は講義の間、教科書を頻繁に参照
します。Windows アプリは組み合わせ
て使えるようになっているため、教科書
アプリからテキストを切り取って 
OneNote ファイルに貼り付けるのも簡
単です。OneNote には既にたくさんの
データを保存してあるものの、OneDrive 
では 7 GB のクラウド領域を無料で利用
できるため、多数のファイルを保存し、ど
こからでも (友人のノート PC からでも) 
簡単にアクセスできます。

講義中に、教授は新聞で読んだ最近の
ニュースに触れることがありますが、教
科書にその記述があるか、調べることも
できます。他の検索エンジンとは違っ
て、Bing スマート検索では、ファイル、ア
プリ、クラウド、Web を横断して検索を
行うことができます。教授がうっかりデ
ータの出典を失念していても、正しい出

典をすぐに見つけ、後で読めるようにリ
ーディング リストと共有できます。

今日の講義が終わり、図書館に向かってい
ると、携帯電話でテキスト メッセージが
ポップアップしました。授業を欠席した同
級生から、講義のノートを見せてほしいと
いうお願いでした。しかし、単にノートを
見せるよりももっとうまい方法がありま
す。授業の記録はすべて OneDrive に保
存してあり、自動的に同期されているの
で、ノートにも授業全体の音声にもクラウ
ドからすぐにアクセスできます。そこで、「
授業の内容はここに全部あるよ。お大事
に!」と返信しました。 
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目的地の検索、行程の計
画、情報の共有ができ、アプ
リ間を簡単に行き来できま
す。2 つのアプリを横に並べ
てスナップできるほか、使っ
ているモニターに応じて、
最大で 4 つのアプリを並べ
て同時に表示することもで
きます*。

Bing スマート検索では、フ
ァイル、クラウド、Web を横
断して検索を行い、検索者
に何が最も適しているかに
応じて、わかりやすく結果を
表示できます。

 
 
* 画面の解像度に応じて変
わります。

すばらしい休暇の計
画

Windows をフル活用できるのは、さま
ざまな機能をまとめて使うときです。た
とえば、ソファーでくつろぎながら 
Windows タブレットを使って、太陽の輝
くサンディエゴで過ごす楽しい休暇につ
いて計画する場面を考えてみましょう。

ほとんどの旅は下調べから始まりま
す。Bing スマート検索では、魅力的なス
ポットや素敵な写真など、サンディエゴ
に関するこれぞという情報を美しく表示
でき、Bing マップ アプリや Bing トラベ
ル アプリにワンクリックでアクセスでき
ます。単なるリンクの羅列ではなく、整
理、集約された結果が表示されるので、
行動につなげることができます。

入念な計画に基づいて無駄なく行動で
きる点こそ Bing トラベルの最大の特徴
であり、地域の情報、最も人気のあるス
ポット、To Do、ホテルなど、旅行の計画
のあらゆる側面に対応しています。

目玉機能として、実際に港やビーチにい
るように感じさせる 360° のパノラマ
や、Fodor's、Frommer's、Lonely 
Planet、Trip Advisor からのレビューが
あります。こうした情報がすべて 1 つの
画面に表示されるため、ビーチ、公園、ナ
イトライフなど、家族のだれもが楽しめ
るものがあることを簡単に確認できま
す。
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Bing トラベルは旅行の計画
のあらゆる側面に対応して
おり、最も人気のあるスポッ
トの情報や、Fodor's や 
Lonely Planet をはじめとす
る人気サイトのレビューを
確認できます。また、運転中
に方向を確認するためにマ
ップを調べる、計画を共有
するためにメールを使うな
どの操作も簡単です。

旅行にはさまざまな手配が必要になりま
すが、調整の際に Windows が役立ちま
す。出発する時期を決める際には、天気
アプリを起動します。雨天と気温の平均
値を示すウィンドウが横に表示されるの
で、最も訪問に適した月 (9 月) がわかり
ます。交通手段を決める場合は、マップ 
アプリを起動します。運転距離と所用時
間を示すウィンドウが横に表示されるの
で、People アプリを介してルートをお気
に入りのソーシャル ネットワーキング サ
イトと簡単に共有できます。スワイプ 1 
回でメールが開き、詳細が自動的に読み
込まれます。切り取りと貼り付けは必要
ありません。

宿泊場所を決める段階になったら、日
付、アメニティ、価格、クラスでホテルを
評価し、地図で付近のスポットをすべて
確認できます。予約を入れる前に最後に

やることは、一緒に旅する愛する人たち
から了承を得ることです。こうした同行
者には旅行の詳細 (ホテル、場所、スポ
ット) をメールで簡単に伝えられるので、
これで計画は完了です。

これで予約を入れる準備ができまし
た。Kayak.com、hotels.com、	
Priceline、Orbitz など、大手予約サイト
がブラウザーに表示されたら、設定が自
動的に転送されるので、詳細をもう一度
入力しなくても部屋を予約できます。

Bing トラベルからお気に入
りの予約サイトを直接起動
し、ホテルを簡単に予約で
きます。Windows にはマル
チタスク機能があるので、
タブレットでも複数のアプ
リを同時に開くことができ
ます。

相互に連携するアプリを使って、下調べ
から選択、予約、共有、了承に至るまで、
あらゆる作業を数分で終わらせることが
できました。他のタブレットであれば、サ
イトやアプリを移動しながら、すべての
手配をブラウザーで管理する必要があり
ます。

後は祖父母に伝えるだけです。Skype ア
プリを開いて顔を見ながらニュースを伝
えてください。祖父母はとても感激する
でしょう。数日間一緒に旅行できるので
すから。



Windows 8.1 製品ガイド98 – 99

Windows タブレットは力強
い仕事仲間であると同時
に、旅の同行者でもあるた
め、仕事用のノート PC を持
ち運ばなくても外出先で生
産性を維持できます。

プライベートも仕事
も区別なく

仕事をする週であれ、夏の休日であれ、
遊びと仕事は重要な生活の一部です。プ
ライベートと仕事はこれまでにない形で
交わるようになりました。Windows に
は、あらゆるユーザーが世界とつなが
り、子供を楽しませ、オフィスと連絡を
取り合えるようにするアプリとサービス
が用意されています。

休暇が始まり、家族と共にサンディエゴ
に向かっているところですが、職場で重
要なプロジェクトが進行しているため、
休暇中もオフィスと連絡を取り合う必
要があります。Windows タブレットを使
えば、同行者と旅行を楽しみながら生産
性を保つことができるでしょうか。はい、
できます。仕事用のノート PC を抱えて
いく必要はありません。
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自分以外のユーザーがサイ
ンインすると、そのユーザー
向けにカスタマイズされた
スタート画面が表示されま
す。子供には専用のコンテ
ンツと設定が適用されるの
で、安全性が保たれ、コン
テンツも設定も自分とは別
になります。

*Windows RT 8.1 に含まれ
ています。Windows 8.1 で
は、別途購入が必要な場合
があります。

出発してから数時間経つと、子供たちが
シートでそわそわし出しましたが、	
Windows タブレットがうまく相手をして
くれます。あらかじめ個別のユーザー ア
カウントをセットアップしてあったので、
子供たちはそれぞれの設定とアプリに個
別にサインインできます。おしゃべりを
終えた子供たちは一緒に映画を観ること
にしましたが、ダウンロードしたゲーム
をプレイしたり、音楽を聴いたりするこ
ともできます。自分のコンテンツと設定
はすべて別になっており、安全に保護さ
れているので安心です。

Windows を使うと、外出先
からでもオフィスとやり取り
できます。ダイレクト アク
セスを使って企業ネットワ
ークに接続し、ワーク フォ
ルダーを通じてファイルにア
クセスできます。

数時間経ち、	ランチの時間になりまし
た。	携帯電話で仕事のメールも簡単に
確認しなければなりません。上司から緊
急のメッセージが届いており、午後 3 時
までに取締役会向けのプレゼンテーシ
ョンを編集する必要があるということで
す。多くのタブレットは実際の生産的活
動には向いていませんが、Windows タ
ブレット上の Office* スイートを利用す
れば、メール内のリンクをクリックする
だけで、上司による作りかけの 
PowerPoint ファイルを直接編集できま
す。上司の編集内容を確認し、自分の変
更を加えたうえで、更新内容を保存でき
ます。添付ファイルを送信する必要はな
く、バージョンに関する心配も要りませ
ん。ダイレクト アクセスとワーク フォル
ダーのおかげで、任意の Wi-Fi 接続で企
業ネットワークに簡単に接続できます。
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運転に戻り、サンディエゴ近くの海岸に
着いたときには、日が暮れかかっていま
した。そのとき後部座席から歓声が上が
りました。子供の 1 人が水上に広がる見
事な景色に気が付いたのです。車を止め
ると、8 歳になる子供がタブレットを掲
げました。今まさに太陽が海に沈もうと
しています。彼は組み込みのカメラ アプ
リを使って、完璧なショットを簡単に撮
影しました。海と空と陸地の壮大なパノ
ラマです。パスワードを入力しなくて
も、ロック画面からすぐに写真を撮影で
きます。連続撮影*もでき、その中の 1 枚
が絵に描いたようなその瞬間をとらえて
いました。一番気に入った写真をすぐに
選び、運転に戻りました。

その夜、ホテルで Windows タブレット
に電源を入れ、道すがら撮影した写真を
チェックしました。あの幻想的な日没は

見事で、共有したいと思ったので、編集
ツールにアクセスして写真をきちんとト
リミングしました。すばやくスワイプし
て People アプリと共有し、メールを送
ったり、"CA への旅で出会った見事な日
没" というコメントと共にソーシャル ネ
ットワークに投稿したりできます。

カメラ アプリとフォト アプ
リは写真の撮影と編集に最
適です。Windows アプリは
うまく連携するため、写真を
メールで共有するのも、ソー
シャル ネットワークに投稿
するのも簡単です。

 
 
* 特別なハードウェアが必要
です。
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Windows があなた
を待っています

Windows 8.1 は Windows 8 の世界観を
進化させ、ユーザーの生活に合わせて設
計された優れたデバイス、必須のアプ
リ、クラウド ベース サービスを提供して
います。最高のハードウェア デザインや
テクノロジを活用でき、エクスペリエン
スをカスタマイズできる喜びと自由を堪
能し、そして Windows であらゆるもの
を統合することで、アプリとサービスを
相互にインテリジェントに機能させてユ
ーザーの生活に同期させることができ
ます。

新しい Windows に
ついてさらに詳しい
情報を得る

Windows 8.1 または Windows RT 8.1 を
搭載した新しいタブレットと PC をチェ
ックし、自分に最適な 1 台を見つけてく
ださい。 
windows.microsoft.com/shop

Windows 8.1 へのアップグレードに関す
る情報を入手できます。 
windows.microsoft.com/upgrade

Windows 8.1 の新機能についてさらに詳
しい情報を得ることができます。 
windows.microsoft.com/how-to

Windows 8.1 製品ガイド
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