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TouchCopy クイックスタートチュートリアル 

iPhone、iPod、iPad から iTunes やコンピューターに音楽と動画をコピー 

TouchCopy を使うと、コンピューターや、直接お持ちの iTunes ライブラリ（または

macOS Catalina 以降の Music アプリライブラリ）にも簡単に音楽をコピーできま

す。 

コンピューターから iPod や iPhone を切断し、iTunes を閉じて始めましょう。 

ステップ 1. TouchCopy をダウンロード、インストール。 

ステップ 2. デスクトップ上の TouchCopy アイコンをダブルクリック、または関連

フォルダーでアイコンを見つけて TouchCopy を開始。 

ステップ 3. USB ケーブルを使って、コンピューターに iPhone、iPod、または iPad

を接続。こちらの詳細通りに、Wi-Fi で TouchCopy にお使いの iOS デバイスを接続

することもできます。 

ステップ 4. TouchCopy を購入している場合、アクティベーションコードを入力し

て、無制限のフルバージョンにアクセスします。 

TouchCopy は、自動的に iTunes を開く場合がありますが、心配しないでください。 

TouchCopy が修正しているので、TouchCopy 実行中にコンピューターは自動的にお

使いのデバイスと同期しません。 これらの変更は TouchCopy を終了する時に復元さ

れます。 

iTunes（または macOS Catalina 上の Music アプリ）に音楽をコピー 

 

これで、お持ちのミュージックライブラリにコピーしたい曲を選ぶことができま

す。音楽をすべて選択したい場合には、左側にあるリストから「ミュージック」を

選択し、TouchCopy コントロールバーの「iTunes（PC）にコピー」または「Music

にコピー」（macOS Catalina 以降）ボタンをクリックします。 
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コピーするのにお持ちのミュージックコレクションのサブセットを選択したい場合

には、ジャンル、アーティスト、アルバムリストを使って音楽を閲覧してから、コ

ピーボタンをクリックして選択した音楽だけを転送します。 

TouchCopy のトライアルを実行している場合には、最大 100 件のコピーに限定され

ていることにご注意ください。 

TouchCopy を閉じる 

TouchCopy の使用を終えたら、TouchCopy ウィンドウを閉じます。iTunes が開いて

いると、TouchCopy は iTunes を閉じます。TouchCopy で実行させる前にディスクモ

ードが有効になっていなければ、TouchCopy はその後にコンピューターからデバイ

スを取り出すはずです。 この場合には、お使いのオペレーティングシステムから取

り付けディスクドライブを取り出す通常の方法を使用しなければなりません。 
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Wi-Fi でコンピューターに iOS デバイスを接続する方法 

USB ケーブル、または Wi-Fi 接続のどちらを使っても、TouchCopy に iOS デバイス

を接続することが可能です。 

この機能は、ソフトウエアの 16.20 版に追加されたので、PC 版または Mac 版

TouchCopy の最新バージョンを必ずお使いください。ここから TouchCopy をダウン

ロード、インストールすることができます。 

TouchCopy が Wi-Fi 接続で、お使いの iPhone、iPod Touch、iPad を見つけるために

は、以下の条件を満たす必要があります。 

1. お使いの iOS デバイスと TouchCopy を実行しているコンピューターを、同じ

Wi-Fi ネットワークに接続する必要があります。 

2. iOS デバイスは、前もって USB ケーブルでコンピューターに接続されている

必要があります。詳細。 

3. iOS デバイスは、TouchCopy を実行しているコンピューター上にある iTunes

ライブラリと Wi-Fi 同期を有効にする準備をしておく必要があります。詳

細。 

4. iOS デバイスは、充電量が 50%以上ある、または充電器に接続する必要があ

ります。 

この手順に従っても、まだ Wi-Fi でデバイスに接続できない場合には、USB ケーブ

ルを使って接続することができます。 

Wi-Fi で TouchCopy にデバイスを接続すると、USB ケーブル接続よりも遅くなると

いうことにご注意ください。そのため、TouchCopy を使って音楽や写真を多数コピ

ーする場合には、USB ケーブル接続をお薦めします。 

iOS は、前もってコンピューターに接続する必要があります。 

iPhone、iPad、iPod Touch が、TouchCopy を実行するコンピューターに USB ケーブ

ルで前もって接続されていない場合、TouchCopy は Wi-Fi ネットワークでデバイス

を見つけることができません。この場合、USB ケーブルを使って、コンピューター

に iOS デバイスを接続する必要があります。 

コンピューターにデバイスを接続。 

ロック画面でデバイスにパスコードがある場合、パスコードを入力して、デバイス

のホーム画面にアクセスします。 
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iOS7 以降のデバイスでは、デバイス上の「信頼する」をタップし、お使いのコンピ

ューターを信頼させます。接続したコンピューターを信頼させない選択をした場

合、デバイスに課すことができますが、接続したコンピューターは、デバイスのど

のコンテンツにもアクセスできません。 

 

USB で接続した時に iTunes や TouchCopy がお使いのデバイスを見つけませんか？

iPhone USB 接続のトラブルシューティング > 

iTunes で Wi-Fi 同期設定を有効にする。 

TouchCopy で Wi-Fi ネットワークでデバイスを見つけるためには、 Wi-Fi 同期にデ

バイスを設定する必要があります。これは iTunes で実行されます。 

上記通り、USB を使ってコンピューターをデバイスに接続します。 

iTunes を開始します。 

iTunes のデバイスアイコンをクリックします。 

 

「オプション」セクションに達するまで、「デバイス概要」ビューをスクロールダ

ウンします。ここで、「Wi-Fi でこの iPhone を同期」のチェックボックスが見つか
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ります。このチェックボックスにチェックを入れてください。その後に「完了」ボ

タンをクリックして、これらの設定を適用します。 

 

これで、iTunes を開いてお使いの iPhone/iPod/iPad のロックを解除し、同じ Wi-Fi

ネットワーク上にある時に、デバイスが iTunes に表示されます！ 

これによって、TouchCopy でも同じことができるようになります。TouchCopy を開

き、コンピューターとして同じ Wi-Fi ネットワーク上にあるデバイスのロックを解

除するだけです。ケーブルに接続されていなくても、お使いのデバイスが

TouchCopy に表示されます！ 

Wi-Fi 接続のトラブルシューティング 

Wi-Fi 使用時に、TouchCopy または iTunes がお使いのデバイスを検出しない場合、

以下の手順をご確認ください。 

• お使いのコンピューターと iOS デバイスが同じ Wi-Fi ネットワークに接続さ

れている。 

• iOS デバイス画面のロックが解除され、ホーム画面が表示されている。 

• デバイスが互いに（Windows システム）見つけることができるように Wi-Fi

ネットワークが設定されているかどうかを確認する。 

スタートメニューからコントロールパネルを開きます。 

「ネットワークとインターネット」を選択してから、「ネットワークと共有

センター」を選択します。 
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「詳細共有設定を変更」をクリックします。 

 

現在のプロフィールの「ネットワークディスカバリー」をオンにします。 

 

「変更を保存」をクリックします。 

• iOS デバイスとコンピューターを再起動し、Wi-Fi を使って再度接続を試しま

しょう。 
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コンピューターを通じて iPod や iPhone の音楽や動画を再生 

TouchCopy を使って音楽を再生する方法 

クイックガイド 

ステップ 1： TouchCopy をダウンロード、インストール。 

ステップ 2：TouchCopy を実行して、iPhone、iPod、iPad に接続。 

ステップ 3：音楽を選択。 

ステップ 4：TouchCopy の上にあるコントロールバーの「再生」ボタンを押して、

選択した音楽を順番に再生。 

ステップ 5：「一時停止」を押して再生停止、または「次へ」を押して現在の曲を

スキップ。 

 

この機能は TouchCopy 無料トライアルの制限なく利用できるほか、ソフトウエアの

フルバージョンでも利用できることを覚えておきましょう。この機能に関する詳細

情報は、下でご確認いただけます。 

TouchCopy の他の機能を使いながら iPod や iPhone の音楽を再生 

TouchCopy は、コンピューターを通じて、iPod や iOS デバイスから直接音楽を再生

できます。 

曲を選択してから再生ボタンを押すと、選択した曲を順番に再生します。もしく

は、曲リストの曲をダブルクリックすると、その曲とリストにある続きの曲を再生

します。 
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音楽再生中に ミュージックライブラリを閲覧 して、他の操作（コピー、転送、検

索）を実行することもできます。「一時停止」ボタンを押すと再生を一時停止し、

「再生」ボタンをサイト押すと再生を再開します。「次へ」ボタンを押して選択し

た次の曲をスキップすることができます。 

Mac では、音楽が再生される音量は TouchCopy オプションで設定できます。 

音楽再生失敗 

iPod や iOS デバイスのミュージックファイルを再生できないことが時々あります。

デバイスは、再生できる曲を再生シーケンスで見つけるまでそのような曲をスキッ

プします。DRM で保護されたどの音楽も、お使いの iPod で再生されないというこ

とが分かることも時々あります。お使いのデバイスはそれらの曲もスキップしま

す。 

また、お使いのコンピューターが 購入した iTunes Music の再生許可があることをご

確認ください。 

TouchCopy はこの同じ動作に従います。お使いの iPod が再生をスキップする曲を

TouchCopy が検出したら、アイコンで曲をマークします。 TouchCopy はそれから、

次の曲にスキップします。 

iPod 上の破損したミュージックファイル修正のためには、そのファイルを iTunes か

ら iPod 上にそのファイルを書き直す必要があるでしょう。iPod が DRM に保護され

たすべての音楽をスキップしている場合、iTunes がお持ちの iTunes Music ストアア

カウントで許可されたら、iTunes にお使いの iPod を再度同期する必要があります。 
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iPod、iPhone、iPad コンテンツを閲覧 

コンピューターでデバイスのコンテンツを見る 

TouchCopy を使うと、PC や Mac コンピューターから iPod、iPhone、iPad のコンテンツを

閲覧することができるようになります。 

iTunes や Music アプリ（macOS Catalina、Big Sur）を使うのと同じような方法で iPod や

iOS デバイスのコンテンツをナビゲートできます。音楽、動画、オーディオブックなどのソ

ースリストから見たいコンテンツタイプを選択します。閲覧リストと曲リストのコンテンツ

が変わり、選択したタイプのアイテムだけを表示します。ジャンル、アーティスト、アルバ

ムリストで選択すると、曲リストのアイテムをさらに絞り込むことができます。 

曲リストで必要なアイテムを選択すると、TouchCopy を使ってそれらのアイテムを 再生、

コピー、転送 することができます。 

 
音楽と動画の検索 

TouchCopy コントロールバーの「検索」ボタンを押すと検索ボックスが開きます。検索文

字列を入力し、検索を開始します。 

TouchCopy は、曲、アルバム、アーティスト名で一致するものを探します。 

デフォルトでは、TouchCopy はプレイリストや選択したソースで検索します。「すべての

場所を検索」チェックボックスをクリックすると、デバイスにあるすべてのコンテンツ（す

べてのプレイリストとソースのミュージックと動画）を検索するように TouchCopy に指示

できます。 

コンピューターのミュージックライブラリとデバイスコンテンツを比較 

TouchCopy はデバイスと iTunes/Music アプリコンテンツ間をリアルタイムで比較します。

曲が現在、iTunes/Music アプリライブラリにある場合、 TouchCopy は曲の横にある

iTunes/Music 列にチェックを表示します。 

デバイス上のミュージックライブラリにない曲の全レポートについては、TouchCopy の

「iTunes にない」/「Music にない」を使用します。 

音楽と動画コンテンツ以外を閲覧 

iPod/iPhone/iPad の連絡先、カレンダー、写真、メモを表示したい場合には、TouchCopy カ

テゴリーリストの該当するアイコンをクリックします。 
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PC や Mac に iPod や iPhone Music をコピー 

この記事では、iPod、iPhone、iPad から PC や Mac ハードドライブに、音楽、動

画、ポッドキャスト、着信音を転送する方法をご紹介します。 

デバイスのライブラリにある音楽やその他のファイルを直接 iTunes や macOS 上の

Music アプリに転送 したい場合には、次のページをご確認ください。 

iPhone、iPod、iPad からコンピューターにミュージックをコピーする方法 

クイックガイド 

ステップ 1： TouchCopy をダウンロード、インストール。 

ステップ 2： TouchCopy を実行して、iPhone、iPod、iPad に接続。 

ステップ 3： TouchCopy のミュージックをクリックしてコピーした曲を選択。 

ステップ 4：「PC/Mac にコピー」を押して、音楽を保存したいフォルダーを選

択。 

 

詳しい情報や詳細な手順に関しては、以下をご参照ください。 
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音楽を選択、コピー 

TouchCopy はデバイスのミュージックライブラリに保存されている iPod、iPad、

iPhone のすべての曲と動画をコピーすることができます。MP3、AAC、WAV、

WMV、MP4 など、デバイスが再生できるすべての音楽形式に対応しています。

TouchCopy はお持ちの曲や動画でどのファイル転換もしません。TouchCopy はデバ

イス上でローカルに保存されている曲をコピーするということを覚えておきましょ

う。音楽が iCloud に保存されている場合には、コピー前にまずはデバイスに音楽を

ダウンロードしてください。 

TouchCopy は再生数、コメント、評価などのどの付属メタデータもコピーします。 

• すべての曲をコピー: デバイスにすべての曲をすばやくコピーするためには、

音楽を選ばずに TouchCopy の「PC にコピー」または「Mac にコピー」ボタ

ンをクリックします。PC ユーザー向け TouchCopy は、TouchCopy の すべて

をバックアップボタンを使って、すべての曲、動画、プレイリストをコピー

することもできます。 

• 選択した曲をコピー: 選択した音楽をコピーすることもできます。複数のアイ

テムをシフトクリックして、コピーしたい音声や動画を選択、または

TouchCopy を使って iPod や iOS デバイスコンテンツを閲覧、検索 します。 

コピーしたいアイテムを選択したら、TouchCopy コントロールバーにある「PC にコ

ピー」または「Mac にコピー」ボタンを押して、デバイスからコンピューターに音

楽をコピーします。 

その後に選択したコンテンツをコピーしたいコンピューター上の場所を選択できま

す。コンピューターのスペース節約のために、外付けハードドライブに音楽をコピ

ーすることもできます！ 

デフォルトでは、TouchCopy はアーティスト/アルバムサブフォルダーに音楽を保存

し、音楽ファイルに以下のように名前をつけます。 

<トラックナンバー> - <曲名>。 

TouchCopy オプションを使って、デフォルトの保存場所、ディレクトリ構成、ファ

イル名形式を変更できます。 

コピーステータス 

各曲がハードドライブにコピーされるので、その曲の横にあるアイコンはコピーが

できたのかどうかを示します。使用されるアイコンは、成功であれば 、失敗であ

れば です。 
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曲がコピーできたら、TouchCopy は「コピー済み」としてデバイス上で曲をマーク

します。TouchCopy にデバイスを接続するたびに、TouchCopy は以前コピーした音

楽を検出します。 

コピーできた曲は、TouchCopy で「アイテムコピー済み」レポートでも表示されま

す。 

コンピューターハードドライブにプレイリストをコピー 

コンピューターハードドライブにプレイリストをコピーするためには、プレイリス

トを選択して、「PC にコピー」または「Mac にコピー」ボタンをクリックしま

す。 

プレイリストのミュージックは、オプション/選択で指定したフォルダーとファイル

名でコンピューターに保存されます。 

プレイリストには、TouchCopy はコピーしているプレイリストから名付けられた

XML ファイルも生成します。この XML ファイルには曲とプレイリストの曲の順番

に関する情報が含まれます。XML ファイルはプレイリストを iTunes や Music アプ

リにインポートするために使用することができます。 
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TouchCopy 検索,の結果としてコピーしている曲が表示されたら、検索テキストと同

じ名前でプレイリストとして曲を保存するオプションがあります。これを実行する

ためには、TouchCopy オプション > ミュージックの「プレイリストとしてミュージ

ック検索結果を保存」ボックスにチェックを入れます（PC のみ）。 

コピーしたミュージックやプレイリストを iTunes や Music アプリに追加 

コピーしたばかりの音楽をお持ちのミュージックライブラリに追加することができ

ます。iTunes（または macOS Catalina または Big Sur 上の Music アプリ）で、メニ

ューからファイル->ライブラリにフォルダーを追加…を選択します。音楽を保存し

たばかりのフォルダーを選択し、「OK」をクリックします。 

同じような方法で、お持ちのミュージックライブラリプレイリストを追加すること

もできます。iTunes/Music で、 ファイルを選択 -> ライブラリ->プレイリストをイ

ンポート…を選択します。必要なプレイリストとして同じ名前で TouchCopy が保存

した XML ファイルを選択し、「開く」をクリックします。 

音楽とプレイリストを直接お持ちのミュージックライブラリに転送することもでき

ます。iPod や iPhone ミュージックを直接 iTunes/Music にコピーする方法をご参照

ください。 

お持ちのデバイスライブラリにある音楽やその他のコンテンツをバックアップする

ために TouchCopy を使用した場合には、TouchCopy を使用したバックアップから

iTunes ライブラリを復元します。 

PC に iPhone 着信音を転送 

TouchCopy のミュージックセクションの「着信音」ヘッダーをクリックして、

iPhone の着信音にアクセスします。 

PC に着信音をコピーするためには、転送したい音色を選択して、「PC にコピー」

を押すだけです。 

新しい着信音の作成方法やデバイス間で着信音を転送する方法に関する詳細につい

ては、iPhone 着信音の完全ガイドをご確認ください。 
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iPhone から PC にポッドキャストを保存 

ポッドキャスト形式は人気が増しているので、ご自分の iPhone に多数の番組やエピ

ソードが保存されていることに気づくかも知れません。これらの番組にアクセスす

るためには、TouchCopy ミュージックセクションの「ポッドキャスト」ヘッダーを

クリックします。 

PC にコピーしたいポッドキャストエピソードを選択してから、「PC にコピー」を

クリックします。 

 

ポッドキャストエピソードは大きなファイルの場合があるので、コンピューターに

安全に保存したら、もっとスペースを作るために、ポッドキャストエピソードを

iPhone から削除したいと考えるかも知れません！ 
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iPhone から iTunes/Music アプリにミュージックを転送する方法 

この記事では、お持ちの iTunes ライブラリ（または macOS Catalina や Big Sur 上の

Music アプリライブラリ）に iPod、iPhone、iPad から音楽をコピーする方法をご紹

介します。 

iPhone ミュージック、プレイリスト、動画をライブラリに転送する方法 

 

TouchCopy は MP3、AAC、WAV、WMV、MP4 などデバイスが再生できるどの形式

でも、iPod や iPhon の曲や動画をコピーできます。TouchCopy はお持ちの曲や動画

でどのファイルも変換しません。 

iPhone から iTunes/Music に音楽を転送する方法 - TouchCopy を使って、ワンクリ

ックですべての音楽、動画、オーディオブック、ポッドキャスト、プレイリストを

お持ちの iTunes ライブラリにバックアップすることができます。 
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代わりに、TouchCopy は iPod や iPhone 上のコンテンツと iTunes/Music ライブラリ

のコンテンツを比較して、ライブラリにまだコピーされていない曲を表示すること

ができます。詳細については、レポートをご参照ください。 

iPod や iPhone コンテンツの選択だけをコピーすることもできます。TouchCopy で

選択したら（「音楽を閲覧」をご参照ください)、TouchCopy のコントロールバーに

ある「iTunes にコピー」または「Music にコピー」ボタンを押すとお持ちのミュー

ジックライブラリに転送することができます。 

TouchCopy は、iTunes/Music ライブラリにすでにあるどの曲も複製しません。 

TouchCopy はコントロールバーでコピー操作の進度を表示します。TouchCopy の下

にあるステータスバーは転送完了時間を知らせます。 

TouchCopy 検索の結果として表示される曲を転送する場合には、検索テキストと同

じ名前でプレイリストを作成するオプションがあります。これを実行するために

は、オプション > ミュージックメニューの「プレイリストとして音楽検索結果を保

存する」ボックスに必ずチェックを入れてください。 
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iTunes/Music にプレイリストを転送 

 

iPod や iOS デバイスからお持ちのミュージックライブラリにプレイリストを転送す

るためには、 TouchCopy のソースリストからご希望のプレイリストを選択します。

このリストのアイテムを CTRL-クリック（PC）または cmd-クリック（Mac）し

て、複数のプレイリストを選択できます。プレイリストを選択したら、TouchCopy

の「iTunes にコピー」または「Music にコピー」ボタンをクリックします。デバイ

スからコピーしたプレイリストに一致するように新しいプレイリストが

iTunes/Music ライブラリに作成されます。 

曲がすでにお使いのコンピューターのミュージックライブラリにある場合には、

TouchCopy はその曲の複製を作成しません。その代わりに、ライブラリの曲をプレ

イリストに追加します。 

TouchCopy は Smart プレイリストもコピーできます。Smart プレイリストと Genius 

プレイリストは iPod や iPhone の中ではなく、iTunes の中に保存されます。iTunes

が iPod や iPhone、または iPhone の Smart や Genius プレイリストにどの曲を追加

すべきなのかを決定します。お使いのデバイスにはこれらのプレイリストが入りま
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すが、通常のプレイリストになります。そのため、TouchCopy を使って iPhone や

iPod から iTunes に Smart や Genius プレイリストを転送する時には、通常のプレイ

リストとしてコピーされます。 

ステータスを転送 

各曲は iTunes に転送されるので、その曲の横にあるアイコンは、転送ができたかど

うかを示します。こちらが使用されるアイコンです 

 すべてのメタデータを含め、曲をコピーできました。 

 曲をコピーできませんでした。 

転送できた曲は、TouchCopy の「アイテムコピー済み」に表示されます。 

iPod/iPhone から iPhone にミュージックを転送 

転送サイクルは、iTunes/Music で止める必要はありません！その後に音楽のアクセ

ス元にしたいその他の iPod、iPad、iPhone と新たに満たされたミュージックライブ

ラリと同期できます。下にあるのは、古い iPod や iPhone から新しい iPnone に音楽

を転送するための TouchCopy 使用に関する全プロセスの動画です。 
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iPod、iPhone、iPad から PC や Mac に写真を転送 

この記事では、iPhone にすべての画像や動画を簡単に転送する方法に関する情報を

提供します。カメラロール写真、iTune でデバイスに同期された写真から、メッセ

ージの中の写真に至るまで、TouchCopy を使えば簡単にすばやくできます。 

iPhone、iPod、iPad 上で写真をコピーする方法 

iPod や iOS デバイスの写真をコンピューター上にバックアップを取ることは、以下

の手順に従えば簡単にできます。 

ステップ 1： TouchCopy をダウンロード、インストール。 

ステップ 2： TouchCopy を実行して、 Wi-Fi または USB 接続を使って、iOS デバイ

スに接続。 

ステップ 3：「写真」タブで、保存したい写真や動画を選択。すべての写真をコピ

ーしたい場合には、写真を選択せずにコピーを選択、または Ctrl+A か Cmd+A キー

ボードショートカットを使ってすべての写真を選択します。 

ステップ 4：「PC にコピー」または「Mac にコピー」を押し、お使いの PC または

Mac 上で保存するメディアの場所を選択。 

TouchCopy は選択した写真を TouchCopy オプションで指定した保存場所にコピーし

ます。デフォルトではこれはデスクトップです。写真はコピーしているアルバム

（例えば、「カメラロール」や「WhatsApp」など）から名付けられるサブフォルダ

ーに転送されます。 
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iPhone の写真を直接 Mac のフォトアプリにコピーしたい場合には、アルバム、イ

ベント、または写真の選択を選び、TouchCopy 写真ツールバーの「写真にコピー」

ボタンをクリックします。選択を空白にした場合には、すべての写真がコピーされ

ます。 

TouchCopy はデバイスで保存されている質と同じ質で写真をコピーします。ソフト

ウエアは JPEG、.HEIC、動画の GIF や Apple ProRaw 写真など、すべての画像形式を

バックアップします！PC では、.HEIC 写真はデフォルトで.JPEG に変換されること

にご注意ください。TouchCopy オプションで、TouchCopy が.HEIC 画像を取り扱う

方法を選択することもできます。 

TouchCopy でフルサイズ写真を表示 

TouchCopy でサムネイルからどの写真をコピーするのかが分からない場合、ソフト

ウエアでフルサイズの写真を表示することができます。iPod や iOS デバイスで写真

を表示するためには、カテゴリーリストの「写真」ボタンをクリックします。 

フォトビューワーにはコントロールバーがあります。 
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TouchCopy は、左側にあるリストですべての写真アルバム（フォルダー）、イベン

ト、フェイスをリストします。これらのアイテムの一つをクリックして、そのグル

ープ内にあるすべてのアイテムを表示します。 

画像の大きなバージョンを表示する方法 

• • 写真リストの写真エントリーをダブルクリック。 

• • 写真ツールバーの「写真を表示」または「プレビュー」（Mac）をクリッ

ク。 

サムネイルビューに戻す場合には、ウィンドウ下にある「閉じる」ボタンをクリッ

クします。 

iOS デバイスの写真をデスクトップの壁紙として設定することもできます。デスク

トップにコピーする写真を 1 枚選択し、写真ツールバーの「壁紙を設定」（PC）ま

たは「デスクトップ画像を設定」（Mac）をクリックするだけです。TouchCopy は

デスクトップへの写真のサイズについて尋ねます。選択して「OK」をクリックしま

す。 

iPhone から PC に新しい写真を保存する方法（Windows のみ） 

TouchCopy の「写真をエクスポート」機能は、新しく撮った写真を PC に定期的に

バックアップしたい人にお薦めです。この機能は PC 版 TouchCopy だけで利用でき

ることにご注意ください。 

「写真をエクスポート」を使い、PC で写真のバックアップフォルダーとなるフォル

ダーを指定します。その後に TouchCopy はどの写真にバックアップが必要なのかを

賢く知らせます（フォルダーにまだコピーしていない iPhone 上の写真）。 

以前バックアップした写真を複製しないので、これはすばらしい機能です。方法を

見て行きましょう。 

1. TouchCopy を起動し、Apple デバイスに接続。 

2. 写真セクションで、「写真をエクスポート」をクリック。 

3. iPhone の写真を保存したい場所を選択、またはフォルダーを作成。 

4. 「エクスポート」をクリックして写真をエクスポート！ 
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これで、iPhone を TouchCopy に接続して写真にアクセスしたらいつでも、

TouchCopy が iPhone にある新しい写真を検出して、指定したフォルダーにバックア

ップしたいかどうかを尋ねます！ 

iCloud 写真 

TouchCopy は cloud アイコンで iCloud に保存された写真を表示します。これらの写

真をフィルターすることができるので、PC 上の TouchCopy の「ここをクリックし

て、iPhone にダウンロードしたコンテンツを表示する」というテキストをクリック

する、または Mac 上の TouchCopy の「ダウンロード済み」セクションを表示する

と、TouchCopy にこれらの写真を表示しません。 

iCloud 写真はデバイスにローカルで保存されないので、まずはお使いのデバイスに

ダウンロードしなければ TouchCopy はその写真をコピーすることはできません。デ

バイスにてフル解像度で表示して、それぞれの iCloudYou 写真をお使いの iPhone に

すばやくダウンロードできます。 

すべての iCloud 写真をお使いの iPhone にダウンロードするためには、以下の手順

に従ってください。 

1. iPhone で「設定」アプリを開く。 

2. 設定リストの上に表示されるアカウントをタップ。 
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3. 「iCloud」、それから「写真」をタップ。 

4. ダウンロードを選択してオリジナルを維持。 

iCloud 写真をすべて保存するためには iPhone に十分なスペースが必要です。すべて

の写真がデバイスにダウンロードされたら、TouchCopy を使ってコンピューターに

コピーします。 
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iPhone から通話履歴を印刷、バックアップする方法 

この記事では、iPhone からの最近の通話履歴を印刷する方法のほか、HTML、

PDF、CSV 形式でバックアップする方法をご紹介します。 

クイックガイド：iPhone の通話履歴を印刷する方法 

ステップ 1： TouchCopy をダウンロード、インストール、起動。 

ステップ 2： USB または Wi-Fi を使って、iPhone をコンピューターに接続。 

ステップ 3：通話記録タブを選択。 

ステップ 4：印刷したい通話履歴の連絡先を選択。 

ステップ 5：TouchCopy の「印刷」をクリック。 

ステップ 6：プリンター設定を確認して、印刷！ 

 
通話履歴で TouchCopy ができること 

TouchCopy は、iPhone、iPad、iPod Touch の通話履歴を閲覧、コピー、印刷できる

ようにします。この機能とデバイスで保存された履歴にアクセスするためには、

TouchCopy の「通話履歴」ボタンをクリックします。 
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TouchCopy はデバイスの標準通話履歴ストレージに保存されている通話履歴にアク

セスできるということにご注意ください。デバイスの電話アプリを開いて「最近」

タブを表示すると、iPhone の通話履歴にどの通話履歴があるのかを見つけることが

できます。 

 

このデバイス通話履歴ストレージは 100 エントリーの保存に制限されています。さ

らに通話を発信・着信する場合には、古い通話履歴が上書きされます。もっと長く

通話履歴の記録を維持したい場合には、TouchCopy を使って通話履歴を定期的にバ

ックアップすることをお薦めします。iBackup エクストラクターアプリを使って

iTunes バックアップから削除した通話履歴を復元することもできます。 

デバイスの通話履歴ストレージには電話、LINE、WhatsApp、FaceTime、Skype、

Microsoft Teams 通話など複数のソースが含まれていることがあります。 

TouchCopy は、iPhone の標準通話履歴ストレージに入っていれば、Skype のような

第三者アプリからの通話履歴にアクセスできるだけです。 他の通話ログへのアクセ

スを得るためにアプリ自体にアクセスすることはできません。 

iOS 13 以降のユーザー 

iOS 13 以降で実行しているデバイスでは、TouchCopy が iPhone の通話履歴にアク

セスするために、暗号化バックアップが必要となります。 

iPhone バックアップが暗号化の設定をされていない場合には、TouchCopy は通話履

歴を見つけることができません。 
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iPhone バックアップを暗号化設定する方法に関するガイド をご確認ください。 

TouchCopy は、暗号化通話履歴を読み込んでコピーするために iTunes バックアップ

パスワードを必要とします。下の画面でこのパスワードを入力してください。アプ

リはこのパスワードを保存、共有せず、お使いのローカルコンピューターだけで使

用されます。 

 
通話履歴を表示、閲覧 

TouchCopy は通話の発信、着信相手の連絡先や番号のリストを表示します。リスト

の名前/番号をクリックすると、その人に属する通話履歴を表示します。 

TouchCopy は、各通話の発着信の日付、連絡先名や番号、通話が不在着信なのか未

応答なのか、通話時間などの情報を表示します。TouchCopy の選択の通話履歴エク

スポートで連絡先の番号を表示するかどうかを選択することができます。 

すべての通話履歴をバックアップ、印刷したくない場合には、通話履歴のデータ範

囲を選択して、保存、印刷することもできます。これを実行するためには、

TouchCopy の「データ範囲を設定」をクリックして、必要な日付を入力します。 

通話履歴の分類: 連絡先名や最近の更新別にすべての通話履歴リストを並び替えるこ

とができます。PC でこれを実行するためには、通話履歴のリストで連絡先を右クリ

ックしてから、「名前順」または「最終更新別」のいずれかをクリックします。

Mac ユーザーの方は、ツールバーの「順序を並び替え」ボタンをクリックして、通

話履歴リストを並び替えます。 
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コンピューターへの通話履歴バックアップ 

表示リストでひとつ以上エントリーを選択し、抽出したい通話履歴を選択してか

ら、通話履歴をエクスポートしたい形式を選びます。 

• 通話履歴をコピー（PC）または Mac にコピー（Mac）- 選択した通話履歴を

HTML としてエクスポートします。コピーした HTML ファイルは、Google 

Chrome、Internet Explorer、Safari などのウェブブラウザで開くことができま

す。 

• PDF を保存 - 簡単に文書を読み込み、共有したい場合には PDF としてエクス

ポートします。 

• CSV を保存 - スプレッドシートで通話履歴を管理したい場合には、CSV とし

て保存します。Microsoft Excel などのプログラムでこれらのファイルを開く

ことができます。 

TouchCopy は、その後にファイルをコンピューターに保存したいかどうかを尋ねま

す。 エントリーが選択されていない場合、すべての通話履歴がコピーされます。連

絡先をクリックしてから、キーボードの「ctrl+A」（PC）または「cmd+A」

（Mac）を押して、すべての通話履歴を選択することもできます。 

通話履歴をひとつの文書に結合 

デフォルトでは、TouchCopy は別の文書として選択した通話履歴を保存します。例

えば、Adam、Ben、Mary をエクスポートに選択すると、3 つの別のファイルが作成

されます。それぞれのファイルに Adam、Ben、Mary の通話履歴がそれぞれ入りま

す。 

複数の連絡先の通話履歴を入れてひとつの結合ファイルにしたい場合には、

TouchCopy のオプションを使ってこれを実行することができます。「複数の通話履

歴をひとつのファイルに統合」（Mac）または「複数の連絡先を選択したなら、ひ

とつの文書に統合」（PC）を有効にするだけです。これで、TouchCopy の通話履歴

セクションで複数の連絡先を選択して、HTML、PDF、CSV としてコピーを選ぶ

と、選択した連絡先からすべての通話履歴を含めてひとつのファイルが作成されま

す。 

通話履歴全体を印刷 

「印刷」ボタンを押すと、コンピューターの標準印刷オプションが出てきます。通

話履歴の選択をしていたらそれが印刷され、何も選択していなければ通話履歴全体

のリストが印刷されます。 
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iPhone、iPod、iPad の連絡先をバックアップする方法 

この記事では、iPhone の連絡先をコンピューターに保存する方法をご紹介します。 

Transfer iPhone の連絡先をコンピューターに転送 

新しい iPhone を手に入れて、連絡先を転送したい場合や、iPhone の連絡先でただ

Outlook を更新したいだけでも、TouchCopy はお手伝いできます。管理する連絡先が

多い場合、iPhone の連絡先を CSV にエクスポートしたいかも知れません。そこで、

Microsoft Excel スプレッドシートですべてまとめることができます。ソフトウエア

を使うと iPod や iOS デバイスの連絡先をお使いの PC や Mac に vCard として保存で

きるようになり、そこからアドレス帳やメールプログラムに簡単にインポートでき

るようになります。PC では、Windows の連絡先や Microsoft Outlook に直接連絡先

をコピーすることもできます。以下の指示では、他の iPhone、iPod、iPad に

TouchCopy でコピーした連絡先を転送する方法に関する詳細もご紹介します。 

連絡先をバックアップする方法に関するクイックガイド 

ステップ 1：まだであれば、TouchCopy をダウンロード、インストール。 

ステップ 2：TouchCopy を実行して、iPhone、iPod、iPad に接続。 

ステップ 3：TouchCopy で連絡先タブを選択。 

ステップ 4：連絡先をバックアップしたい場所を選択。vCard や CSV として保存、

または直接 Outlook、Windows の連絡先や、Mac 連絡先アプリにバックアップする

ことができます。 

iPhone、iPod、 iPad 連絡先を使って TouchCopy でできること 
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連絡先を見つける 

TouchCopy でお使いの iPod、iPhone、iPad の連絡先を表示するためには、

TouchCopy カテゴリーリストの「連絡先」をクリックします。 

TouchCopy は、連絡先リストを通じて、簡単に検索できるようにします。「名前

順」や「苗字順」ボタン（または Mac では「並び替え順序」）を使って、名または

苗字別にリストを分類することができます。検索ボックスに名前を入力して、特定

の連絡先を検索することもできます。 

iPod や iOS デバイスの連絡先をコピー（vCard をエクスポート） 

TouchCopy で、コントロールパネルの上にある「連絡先」ボタンを押します。これ

で、デバイスに保存された連絡先が表示されます。 

TouchCopy は iPod や iOS デバイスの連絡先情報を vCard 形式にエクスポートするの

で、連絡先を他の連絡先を入れることができます。vCard は、利用できるどのアド

レス帳やメールプログラムでも理解できる個人や会社に関する連絡先情報が入って

いるファイルです。例えば、vCard は Windows のアドレス帳、Outlook Express、

Yahoo アドレス帳などに生成またはインポートすることができます。 

デバイス連絡先をコピーするためには、TouchCopy の連絡先リストから 1 件以上の

連絡先を選択し「vCard としてコピー」（PC）または「Mac にコピー」ボタンをク

リックします。すべての iPod 連絡先を選択するためには、Ctrl+A（PC）または

cmd+A（Mac）キーの組み合わせを使います。その後に vCard を保存したいフォル

ダーを選択するだけです。TouchCopy は別の連絡先を作成して、そこに連絡先を保

存できるようにします。 

実行している所を見る 

保存した vCard を別の iOS デバイスにインポート 

TouchCopy を使って vCard として連絡先をコピーしたら、メールまたはご自分のア

ドレス帳を使って、これらの Vcard をインポートすることができます。Microsoft 

Outlook を使っているならば、連絡先がコピーされたフォルダーを開き、Ctrl+A キー

の組み合わせを使ってすべて選択し、Outlook の連絡先にドラッグアンドドロップし

ます。Outlook が各連絡先を開き、それから「保存」、「閉じる」ボタンをクリック

して、各連絡先を Outlook の連絡先に保存します。 

それから iTunes（または macOS Catalina や Big Sur のファインダー）を使って、

Outlook や別のアドレス帳プログラムにインポートした連絡先を別の iOS デバイスに
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同期できます。他の iOS デバイスをコンピューターに接続し、iTunes/ファインダー

を開き、「デバイス」の所でお使いのデバイスを選択します。iTunes/ファインダー

の情報タブをクリックして「連絡先を同期」にチェックを入れ、アドレス帳プログ

ラムを選択して、「同期」ボタンをクリックします。 

 

iCloud は連絡先同期のために機能できないようにする必要があることにご注意くだ

さい。 新しい iPhone から、「設定」 > ユーザー名> 「iCloud」に移動し、連絡先

アプリのために iCloud を無効にします。新しい iPhone からコンピューターに接続

し、iTunes/ファインダーを開き、お使いのデバイスアイコンをクリックします。も

う一度情報タブをクリックし、「連絡先同期」にチェックを入れ、お使いのアドレ

ス帳プログラムを選択して、「同期」ボタンをクリックします。 

Excel に連絡先をエクスポート（CSV 形式として保存） 

連絡先の CSV ファイル作成方法は？ スプレッドシートを使って、iPhone のすべて

の連絡先をまとめたい場合には、TouchCopy の「CSV を保存」（PC）または「CSV

にコピー」ボタンをクリックして行うことができます。これで、「カンマ区切り」

としてすべての連絡先情報をエクスポートします。その後に、簡単な表示と取扱の

ために Microsoft Excel などのスプレッドシート管理アプリでこのファイルを開くこ

とができます。iPhone の連絡先を CSV としてエクスポート にに関する詳細につい

ては、私たちのガイドをご確認ください。 
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連絡先を Windows の連絡先にコピー 

連絡先をお持ちの Windows の連絡先フォルダーに直接コピーするためには、必要な

連絡先を選択して「連絡先にコピー」をクリックします。TouchCopy は、お持ちの

Windows の連絡先に選択した連絡先をエクスポートします。 

連絡先を Microsoft Outlook にコピー 

連絡先をお持ちの Microsoft Outlook 連絡先マネージャーに直接コピーするために

は、コピーしたい連絡先を選択して「Outlook にコピー」をクリックします。 
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iPhone カレンダーをコンピューターにエクスポート 

この記事では、iPhone カレンダーをコンピューターにバックアップする方法をご紹

介します。 

iPhone、iPod、iPad カレンダーをバックアップする方法 

クイックガイド 

ステップ 1：Download and install TouchCopy。 

ステップ 2：TouchCopy を実行して、iPhone、iPod、iPad に接続。 

ステップ 3：カレンダータブを選択。 

ステップ 4：TouchCopy の上にあるツールバーの「vCard としてコピー」（PC）ま

たは「Mac にコピー」ボタンを押す。 

ステップ 5：カレンダーをコピーしたいコンピューター上の場所を選択して続け

る。 

TouchCopy は、vCard（PC）または iCal（Mac）として、すべてのカレンダーをコン

ピューターに転送します。その後にお使いの通常のカレンダーマネージャーにイン

ポートできます。 

 

詳細な手順の説明は下でご確認いただけます。 
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カレンダーを使って TouchCopy ができること 

TouchCopy は、お使いのデバイスから PC や Mac にカレンダーを保存できるように

します。下にある使用説明では、TouchCopy でコピーしたカレンダーを、iTunes や

ファインダーを使って別の iOS デバイスに転送する方法に関する詳細を紹介しま

す。 

TouchCopy でカレンダーを表示するためには、カテゴリーリストの「カレンダー」

をクリックします。 

iPod や iOS デバイスのカレンダーを Mac にコピー 

iPhone カレンダーを Mac にエクスポート – TouchCopy で、上のコントロールパネ

ルにある「カレンダー」ボタンを押します。これで、デバイスに保存されたカレン

ダーが表示されます。 

個々のカレンダーエントリーを選択せずに TouchCopy でコピーして、すべてのカレ

ンダーをコピーすることができます。 

個々のカレンダーをコピーするためには、コピーしたいカレンダーをクリックして

から TouchCopy でコピーします。 

「Mac にコピー」ボタンを使って、お使いの Mac に iCal ファイルとしてコピーす

ることができます。iCal ファイルをお使いのカレンダーアプリにインポートしたい

場合には、カレンダーを開く iCal ファイルをダブルクリックすることができます。

「カレンダー」はこのカレンダーを既存のカレンダーに追加するようにプロンプト

を表示します。複数のファイルには、カレンダーアプリで、ファイル -> インポー

ト...に移動し、すべての iCal ファイルを選択します。 

デフォルトでは、カレンダーはデスクトップに iCal ファイルとして保存されます。

TouchCopy でカレンダーの保存場所を変更できます。 

iPod や iOS デバイスのカレンダーを PC にコピー 

iPhone カレンダーを PC にエクスポート – TouchCopy で、上のコントロールパネル

にある「カレンダー」ボタンを押します。これで、デバイスに保存されたカレンダ

ーが表示されます。 

個々のカレンダーエントリーを選択せずに TouchCopy でコピーして、すべてのカレ

ンダーをコピーすることができます。 
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個々のカレンダーをコピーするためには、コピーしたいカレンダーをクリックして

から TouchCopy でコピーします。 

「vCard としてコピー」ボタンを使用して、PC に vCard ファイルとしてコピーする

ことができます。それから vCard ファイルを Outlook アプリなどのカレンダーマネ

ージャーに インポートしたい場合には、Outlook を開く vCard ファイルをダブルク

リックできます。Outlook は、それからこのカレンダーを既存のカレンダーに追加す

るようにプロンプトを表示します。複数のファイルには、カレンダーアプリでファ

イル -> インポート...に移動し、すべての vCard ファイルを選択します。その後に既

存のカレンダーにインポートします。 

デフォルトでは、カレンダーはデスクトップに vCard ファイルとして保存されま

す。TouchCopy でカレンダーの保存場所を変更できます。 

保存した iCal/vCard ファイルを別の iOS デバイスにインポート 

カレンダーアプリが iCal/vCard ファイルを取り込んだら、iTunes（または macOS 

Catalina 以降にあるファインダーアプリ）を使って、別の iOS デバイスにカレンダ

ーを同期できます。iOS デバイスをコンピューターに接続し、iTunes/ファインダー

を開き、「デバイス」の所で自分のデバイスを選択します。iTunes/ファインダーの

情報タブをクリックし、「カレンダーを同期」にチェックを入れて、「同期」ボタ

ンをクリックします。 
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iCloud はカレンダー同期のために機能できないようにする必要があることにご注意

ください。 新しい iPhone から、「設定」 > ユーザー名> 「iCloud」に移動し、カ

レンダーアプリのために iCloud を無効にします。新しい iPhone からコンピュータ

ーに接続し、iTunes/ファインダーを開き、お使いのデバイスアイコンをクリックし

ます。もう一度情報タブをクリックし、「カレンダー同期」にチェックを入れ、お

使いのカレンダー管理プログラムを選択して、「同期」ボタンをクリックします。 
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iPhone ファイルマネージャーとエクスプローラー | TouchCopy 

この記事では、iPhone とコンピューター間のファイル共有方法をご紹介します。 

ファイルで TouchCopy ができること 

TouchCopy は iPhone ファイルマネージャーで、iPod、iPad、iPhone からコンピュー

ターにファイルを検索、追加、削除、コピーします。 

iOS デバイスでファイルやフォルダーを表示するためには、以下の手順に従ってく

ださい。 

ステップ 1：TouchCopy をダウンロード、インストール。 

ステップ 2：TouchCopy を実行して、iOS デバイスに接続。 

ステップ 3：ファイルタブを選択。 

ステップ 4：iOS デバイスファイルとフォルダーを閲覧する、またはデバイスに/か

らファイルをコピーする選択。 

 
iPhone、iPod、iPad にファイルを転送する方法 

コンピューターから TouchCopy にファイルやフォルダーをドラッグアンドドロップ

して、iPhone や iPod Touch にそれらのアイテムを追加することができます。このよ
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うにすると、簡単に iOS デバイスを外付けストレージデバイスにすることができま

す！ 

また、ファイルツールバーは追加機能を提供します。 

 

下のボタンを使うと、iPod Touch や iPhone に新しいファイルやフォルダーを書き込

むことができます。 

「フォルダーを作成」ボタン – このボタンをクリックして、iPod に新しいフォルダ

ーまたはサブフォルダーを作成します。フォルダーを右クリックして、iPod でフォ

ルダーを作成、削除することもできます。 

「ファイルを追加」ボタン - このボタンをクリックして、コンピューターから iPod

にコピーしたいファイルを選択します。その後にダイアログボックスの「開く」を

クリックすると、選択したファイルが iPod にコピーされます。 

「フォルダーを追加」ボタン - このボタンをクリックして、コンピューターから

iPod にコピーしたいファイルを選択します。その後にダイアログボックスの「開

く」をクリックすると、選択したフォルダーが iPod にコピーされます。 

デバイスがコンピューターに接続されている時に iPod Touch や iPhone に追加した

ファイルやフォルダーだけを表示することができるということにご注意ください。 

最後に、「選択を削除」ボタンをクリックして、iPod の選択したファイルやフォル

ダーを削除することができます。 

iPod Touch や iPhone からコンピューターにファイルをコピー 

iPod Touch や iPhone 上の選択したフォルダーのコンテンツをコンピューターにコピ

ーする一番簡単な方法は、TouchCopy コントロールバーの「PC にコピー」または

「Mac にコピー」をクリックすることです。こうすると、TouchCopy オプションで

与えられたように PC の場所に選択したファイルやフォルダーをコピーします。デ

フォルトでは、これはデスクトップの「iPod コンテンツ/ファイル」です。 

もしくは、iPod から PC にコピーしたいファイルやフォルダーを選択して、「PC に

選択をコピー」ボタンをクリックすることができます。それから、ファイルを保存

したいコンピューター上の場所を選択して「OK」をクリックします。 
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また、TouchCopy 内でファイルをダブルクリックすると、そのファイルを保存した

い PC の選択したフォルダーにそのファイルをコピーすることができます。 

システムファイル閲覧の選択 

デフォルトでは、TouchCopy は iPhone や iPod Touch メディアディレクトリなどの

デバイスのサンドボックスで Apple が利用できるファイルやフォルダーを表示しま

す。 

デバイスが脱獄した場合、このサンドボックスは無効となり、そのためにすべての

ファイルにアクセスして修正することができます。iTunes がそこに置いたどのシス

テムファイルも削除しないように気をつけましょう！それを実行しようとした場合

には、TouchCopy が警告します。 
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iPhone から Safari と Chrome の履歴を保存する方法 

インターネット履歴で TouchCopy ができること 

現在 TouchCopy の Mac 版では Safari 履歴の表示とコピーができないことをご承知

おきください。 

TouchCopy は iOS デバイスのインターネット履歴を通じて閲覧できるようにし、こ

れらのページをリンクとして保存、またはお好みのブラウザで開けるようにしま

す。TouchCopy を使って、Safari と Google Chrome ブラウザの両方からインターネ

ット履歴をエクスポートできるほか、 iPhone ブックマークを保存することもできま

す。 

iOS デバイスに保存されたインターネットデータを表示するためには、TouchCopy

のインターネットセクションをクリックします。 

クイックガイド：インターネット履歴をエクスポート 

ステップ 1： TouchCopy をダウンロード、インストール。 

ステップ 2：TouchCopy を実行して、iOS デバイスに接続。 

ステップ 3：TouchCopy のインターネットセクションをクリック。 

ステップ 4：履歴タブを選択。 

ステップ 5：Safari フォルダーを開いて、保存したい履歴を選択 

ステップ 6：「ショートカットを保存」を押して.url ファイルとして保存、または

「CSV に保存」を押して指定場所にスプレッドシートとして保存します。 
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手順の詳細な説明は、下でご確認いただけます。 

インターネットデータの表示、閲覧 

TouchCopy は、iPhone の Safari と Chrome アプリの両方からのすべてのインターネ

ット閲覧履歴を表示します。リストにあるウェブサイトをクリックすると、コンピ

ューターがインターネットに接続されていれば、ウィンドウの右側にウェブサイト

を表示します。 

リストで同じ名前があるタブをクリックすると、ブックマークと履歴間を切り替え

ることができます。 

ウェブサイトを保存、開く 

アクセスしたいウェブサイトを選択してから、「ブラウザで開く」ボタンを押し、

お使いのオペレーティングシステムの選択ウェブブラウザ（Internet Explorer、

Mozilla Firefox、Google Chrome、Safari など）で開きます。 

• ショートカットを保存 - インターネット履歴から選択したウェブページをコ

ンピューター上でショートカットとして保存します。コンピューター上の保

存されたショートカットファイルを開くと、デフォルトブラウザのウェブペ

ージを開きます。 

• CSV に保存 - CSV ファイルとしてインターネット履歴を保存することもでき

ます。Microsoft などのスプレッドシートマネージャーで CSV を開くことが

できます。これは、閲覧履歴の追跡を維持する必要がある人にはすばらしい

オプションです。複数のアイテムをクリックする時に「ctrl」（PC）または

「cmd」（Mac）を長押しして、インターネット履歴タブにある複数のアイ

テムやフォルダーを選択できます。ご希望のアイテムにハイライトが入った

ら、進んで「CSV に保存」をヒットします。 
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iPhone ブックマークを PC や Mac に転送する方法 

iPhone でウェブブラウザを使用する時には、デバイスは以下のような情報を保存し

ます。 

• 閲覧履歴（訪問したすべてのページのアドレス） 

• ブックマーク（「お気に入り」としても知られている - 今後簡単にアクセス

できるように保存したウェブページ） 

この情報は、先週見た重要なページを見つけるために履歴から探す、または別のデ

バイスやブラウザでお気に入りのページにすばやくアクセスするなど、手元にある

と非常に役立つことがあります。 

このガイドでは、Mac や PC から iPhone のブックマークにアクセスする方法、コン

ピューターにエクスポートする方法、デバイスとウェブブラウザ間でそれを転送す

る方法に関してご紹介します。すべて TouchCopy の力を借りて実行できます。 

iPhone からコンピューターにブックマークを保存 

1. TouchCopy をダウンロード、インストール。 

2. TouchCopy を起動して、USB ケーブルまたは Wi-Fi を使って、iPhone に接

続。 

3. クリックしてインターネットセクションを開く。 

4. Windows のみ：「ブックマーク」タブを選択。 

5. 保存したいブックマークを選択。 

6. 利用できる形式を選択し、コンピューターに保存（HTML、CSV、またはシ

ョートカットとして）。 
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iPhone ブックマークを PC にエクスポートする iPhone ブックマークを Mac にエク

スポートする 

詳細な手順：TouchCopy を使って iPhone ブックマークをエクスポートする方法 

ステップ 1：PC または Mac で TouchCopy を取得 

コンピューターから iPhone コンテンツにアクセスを開始できるようになる前に、

TouchCopy のインストールが必要です。 

インストールしたら、デスクトップ（PC）またはランチパッド（Mac）から

TouchCopy を起動します。 

ステップ 2：TouchCopy と iPhone を接続 

USB または Wi-Fi 接続を使って、iPhone を PC または Mac に接続します。 

必ず iPhone がオンになっていて、ロックが解除されているようにしてください。コ

ンピューターを信頼するかどうかを尋ねるメッセージが表示されたら、「信頼す

る」をタップします。 

TouchCopy がデバイスを検出したら、画面に表示されます。デバイスをクリックし

てから「接続」を押します。 
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ステップ 3：インターネットセクションを開く 

TouchCopy はこれで、音楽、写真、連絡先などさまざまなセクションを表示するよ

うになります。これらのセクションのどれかを開くと、iPhone に保存されたその特

定のメディアタイプのコンテンツを表示します。たとえば、「メッセージ」を開く

と、iPhone にあるすべての会話を閲覧し、コンピューターにそれをエクスポートす

ることもできます。 

このガイドでは、インターネットセクションを開きます。 

TouchCopy はインターネット履歴とブックマークを見つけて読み込むために、

iPhone と通信を始めます。TouchCopy を使って表示、エクスポートされたどのデー

タもローカルコンピューターだけに保存され、ソフトウエアをやめる、または他の

人に送信した時に TouchCopy は保存しません。 

ステップ 4：エクスポートしたいブックマークを選択 

Mac では、ブックマークを直接見ることができます。Windows PC では「ブックマ

ーク」タブを選択する必要があります。 
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これで、ブックマークを検索できます！リストからブックマークタイトルをクリッ

クして、TouchCopy のウィンドウで直接ページのプレビューを表示します（この機

能を使用するためには、インターネット接続が必要です）。もしくは、「ブラウザ

で開く」をクリックして、コンピューターのデフォルトウェブブラウザ（Internet 

Explorer、Mozilla Firefox、Google Chrome、Safari など）で選択したページを開きま

す。 

Safari アプリと Google Chrome アプリの両方からブックマークにアクセスできるこ

とに気づくでしょう。 

複数のブックマークを選択するためには、リストにある複数のブックマークをクリ

ックすると同時に、キーボードの ctrl（PC）または cmd（Mac）を長押しすること

ができます。 

ステップ 5：エクスポート形式を選択して PC への保存を完了 

ご希望のブックマークを選択したら、コンピューターにエクスポートする方法を選

択します。 

TouchCopy はさまざまな形式を提供します。 

• 「ショートカットを保存」 (PC) または 「Mac にコピー」: コンピューターに

ショートカットとして選択したインターネットブックマークをエクスポート

します。 

コンピューターで保存したショートカットファイルを起動すると、デフォル

トのブラウザでウェブページを開きます。 
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• 「CSV に保存」（PC で利用可能）：CSV（カンマ区切り）として保存する

と、Excel や Apple Numbers などのスプレッドシートマネージャーのブック

マークを開くことができるようになります。 

文書には各ブックマークに関する情報が入っています。タイトル、URL（ウ

ェブアドレス）、タイプ（Google Chrome からなのか、Safari からなの

か）。 

• 「HTML を保存」（PC で利用可能）：選択したページへのリンクリストが入

ったファイルを作成します。ファイルを開くとコンピューターのデフォルト

ウェブブラウザを起動します。ブックマークをコンピューター上のブラウザ

にインポートする予定がある場合には、この形式を使用する必要がありま

す。 

 
 

他のブラウザにブックマークをインポート 

iPhone からブックマークをエクスポートしたら、コンピューター上のお気に入りのブラウ

ザでアクセスしたいでしょう。これを実行するためには、iPhone から HTML 形式で Safari

や Chrome ブックマークをエクスポートしていなければなりません。それから下の手順に従

って、コンピューター上のお好みのインターネットブラウザにブックマークをインポートし

ます。 

• Safari にブックマークをインポートする方法：コンピューター上の Safari アプリを開

いてから、ファイル > インポート元 > ブックマーク HTML ファイルをクリックし

ます。お持ちのブックマークが入っている HTML ファイルを選択して、「インポー

ト」をクリックします。 

• Google Chrome にブックマークをインポートする方法：コンピューター上の Chrome

を開き、メニュー（ウィンドウ右上角にある 3 つの点）を開きます。ブックマーク 

> ブックマークと設定をインポート…をクリックします。ドロップダウンリストか

ら「ブックマーク HTML ファイル」を選択し、ボックスにチェックを入れて「お気

に入り/ブックマーク」をインポートします。「ファイルを選択」をクリックし、お

持ちのブックマークが入っている HTML ファイルを選択します。 

• Firefox にブックマークをインポートする方法：コンピューター上の Firefox を開き、

メニュー（ウィンドウの右上角にある 3 つの横線）を開きます。ブックマーク >ブ

ックマークを管理 > インポートとバックアップ> HTML からブックマークをインポ

ート..をクリックします。お持ちのブックマークが入っている HTML ファイルを選択

し、「開く」をクリックします。 
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コンピューターで iPhone メッセージを表示する方法 

アクセスが必要な特定のメッセージセットがあるけれども、送信された日付が分か

らない（またはメッセージがあった連絡先）場合、TouchCopy がお手伝いできま

す。 

TouchCopy の検索機能を使うと、会話履歴から特定のメッセージを正確に示すこと

ができます。この場合、慣れたメッセージ形式でメッセージを簡単に表示し、コン

ピューターにメッセージをコピーする、印刷することもできます。 

TouchCopy の無料トライアルを使って、すぐに iPhone SMS、MMS、iMessages、

WhatsApp の会話を簡単に表示できます。コピーや iPhone メッセージを印刷 したい

場合には TouchCopy ライセンスが必要です。 

TouchCopy で iPhone メッセージを表示 

iOS デバイスで SMS、MMS、iMessages、LINE、WhatsApp 会話を表示するために

は、以下の手順に従ってください。 

1. TouchCopy をダウンロード、インストール。 

2. TouchCopy を起動し、iPhone に接続。 

3. TouchCopy の「メッセージ」タブをクリック。 

4. TouchCopy が会話をした人の連絡先リストを表示。 

5. メッセージを表示するために連絡先をクリック！ 
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リストで連絡先をクリックすると、プレビューウィンドウの右側に会話が表示され

ます。これで、その会話の送受信したすべてのメッセージのほか、その他の重要な

データも表示されます。 

• 送受信したテキスト 

• 添付メディア（絵文字、写真、動画、GIF など） 

• 連絡先詳細：名前、画像（オプション）、番号（オプション） 

• メッセージを送受信した時間と日付 

LINE と WhatsApp メッセージ連絡先と会話は SMS の会話の所に表示されます。上

のスクリーンショットで表示されるように LINE や WhatsApp の会話に達するまで

TouchCopy でスクロールダウンしてください。 

グループメッセージ – TouchCopy はグループメッセージも対処、整理するので、そ

の形式を保持します。お使いの iPhone に表示されるので、グループメッセージが表

示されて、TouchCopy がコピーします。 

暗号化メッセージの表示（データバックアップパスワードが必要） 

iTunes で以前暗号化 iPhone バックアップを作成した場合には、TouchCopy はメッ

セージを読み込む前にこのバックアップのパスワードが必要です。このパスワード

は、TouchCopy がお使いの iPhone でメッセージにアクセスするために使用するだけ

で、アプリはこれを保存、共有しません。 
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TouchCopy で暗号化バックアップを使用したくない場合には、メッセージにアクセ

スする再にバックアップパスワードは不要です。iPhone バックアップから暗号化を

削除してから、TouchCopy を再度使用してみてください。 

iPhone メッセージの検索 

メッセージの内容や連絡先名で検索 – TouchCopy の検索ボックスを使って、特定の

連絡先やキーワードを検索することもできます。たとえば、検索ボックスに

「Adam」と入力してから、キーワードで Enter を押して（または虫めがねアイコン

をクリック）Adam との会話をすばやく見つけることができます。 

あるいは、「パスファインダー」を検索すると、パスファインダーで示された会話

を戻します！これによって、探しているものが分かっている時に時間をかなり節約

できます。 

 

デフォルトでは、TouchCopy は検索条件を示す会話すべてを表示します。 

TouchCopy のオプションでは、この選択を「検索条件に一致するメッセージのみ表

示」に変えることができます。これは上にあるスクリーンショットで表示され、必

要なメッセージの的を絞ること超簡単になります。 
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日付範囲の設定 

TouchCopy の「データ範囲の設定」ボタンを使って、メッセージをフィルターする

ことができます。日付範囲を設定すると、指定範囲内でマークされたメッセージの

み戻します。 

大きなメッセージスレッドを印刷したくない場合に、これはすばらしい方法です。

日付範囲を絞り込んで、必要なメッセージだけを入れることもでき、時間（と用

紙）を節約します！ 

 

日付範囲の設定オプションの所で「すべてのメッセージを表示」を選択して、（ま

たは Mac では「日付範囲」をクリックしてから、「消去」、最後に「適用」をクリ

ックします）このフィルターをキャンセルできます。 
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iPhone LINE とテキストメッセージをコンピューターに保存する方法 

この記事では、iPhone の LINE、テキストメッセージ、iMessages、WhatsApp チャ

ットを HTML、テキスト形式でコンピューターに保存する方法をご紹介します。 

TouchCopy で iPhone メッセージを表示、検索する方法に関する情報については、以

前の記事をご確認ください。 

 
iPhone の LINE メッセージを HTML ファイルとして保存 

この手順に従って、iPhone からコンピューターに LINE メッセージを HTML ファイ

ルとして転送します。 

1. TouchCopy を開いて、メッセージを表示。 

2. 「メッセージ」タブで、保存したい LINE メッセージ会話を選択。 

3. 「メッセージをコピー」（PC）または「Mac にコピー」を押して、メッセー

ジを保存するこのピューター上の場所（または外付けドライブ) を選択。 

4. 「OK」をクリックして、メッセージのコピーを開始。 

 

すべての iPhone メッセージを一度に保存 ：すべての LINE メッセージ、SMS、

iMessages、WhatsApp メッセージを一度にコピーしたい場合には、 メッセージが

TouchCopy で読み込まれる時に、何も会話を選ばずに「メッセージをコピー」また

は「Mac にコピー」をクリックします。TouchCopy は、メッセージを保存したいコ
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ンピューター上の場所を選択できるようにします。デフォルトの保存場所は、普通

はデスクトップです。 

選択したメッセージをコンピューターに保存： 連絡先を選び、会話を表示したら、

TouchCopy コントロールバーの「メッセージをコピー」または「Mac にコピー」を

クリックし、その会話をコンピューターに保存します。Shift キーを長押しして、同

時にコピーしたい会話を選択して、複数の連絡先を選択することもできます。

TouchCopy 内でコピーしたメッセージの保存場所を選択できます。 

TouchCopy は選択したファイルを.html ファイルとして保存し、各 .html ファイルは

それぞれの連絡先から名付けられます。Firefox、Chrome、Internet Explorer などのブ

ラウザを使って、これらの.html ファイルを開くことができます。 

iPhone メッセージをコンピューターに保存する方法に関する動画をご確認くださ

い。 

iPhone メッセージをプレーンテキストファイルとして保存 

テキストの会話をコピーしたいだけなら、このオプションが最適です。テキストと

して保存すると、選択した会話のプレーンテキスト文書を生成します。添付画像や

動画も保存したい場合には、代わりに「メッセージをコピー」/「Mac にコピー」で

HTML として保存する必要があります。 

このステップに従って、iPhone メッセージをテキストとして保存します。 

1. TouchCopy のメッセージを表示。 

2. 「メッセージ」タブをクリックして、保存したい会話を選択。 

3. 「テキストを保存」（PC）または「TXT にコピー」（Mac）を押して、メッ

セージを保存する PC または Mac 上の場所を選択。 

4. 「OK」をクリックして、テキストファイルの選択した会話をコピー。 

 
iPhone 会話の画像、動画、音声メッセージを保存 

会話に画像、動画、音声録音が入っている場合には、TouchCopy はコンピューター

にそれをコピーすることもできます。「メッセージをコピー」または「Mac にコピ
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ー」を使って HTML として保存する必要があります。画像/動画/音声メッセージは

保存した.html ファイルに埋め込まれます。 

TouchCopy は iMessages、MMS、WhatsApp 会話の一部として送信された画像、動

画、音声メッセージが入った追加フォルダーも作成します。画像は JPEG ファイル

として保存され、そこで動画はクイックタイムムービー （.mov）ファイルとして保

存されるので、PC や Mac で簡単に表示、再生することができます。iMessage 会話

の一部として送信された音声メッセージは.CAF ファイルとして保存され、Apple の

QuickTime プレーヤー、または VLC メディアプレーヤーをを使って再生できます。 

TouchCopy で「PDF を保存」をクリックしてメッセージを保存する選択をした場合

には、保存した文書に画像も埋め込まれます。 

メッセージの中の画像だけを保存したい？ メッセージの中の画像を保存したいけれ

ども、テキストは保存する必要がない場合には、PC 版 TouchCopy を使えば可能で

す。 

これを行うためには、保存したい写真が入った会話をクリックします。プレビュー

ウィンドウの上に「会話」と「画像」の 2 つのタブがあります。「画像」をクリッ

クします。 

ここでは、選択した会話で送受信したすべての画像を見ることができます。「画像

をコピー」を押してすべてコピーする、または最初に希望する画像を選択します。 
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iPhone Line 会話とテキストメッセージを PDF としてエクスポート 

この記事では、すべての iPhone メッセージを PDF 形式で保存する方法をご紹介し

ます。 

TouchCopy で iPhone メッセージを表示、検索する方法に関する情報については以前

の記事をご確認ください。 

iPhone LINE メッセージを PDF に変換する方法 

クイックガイド 

ステップ 1： TouchCopy をダウンロード、インストール。 

ステップ 2：TouchCopy を実行して、iPhone に接続。 

ステップ 3：iOS デバイスの LINE 会話、SMS、MMS、iMessages、WhatsApp 会話

を表示するために、TouchCopy の「メッセージ」アイコンをクリック。 

ステップ 4：「メッセージタブ」で保存したいメッセージを選択。 

ステップ 5：「PDF として保存」を押し、メッセージを保存する PC または Mac 上

の場所を選択。 

 

iPhone メッセージをコンピューターに保存する方法に関する動画をご確認くださ

い。 
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手順の詳細な説明は、下で確認いただけます。 

ワンクリックで iPhone のすべての会話を PDF ファイルに保存 

すべての LINE、テキストメッサージ、iMessages、WhatsApp メッセージを一度に

PDF に保存したい場合には、メッセージが TouchCopy に読み込まれる時に、会話を

何も選択せずに「PDF として保存」をクリックします。TouchCopy は、コピーする

前に、すべての iPhone メッセージを保存したいコンピューターや外付けドライブの

場所を選択できるようにします。 

メッセージを選択して PDF として保存 

TouchCopy は LINE、SMS、iMessage、WhatsApp 会話がある連絡先リストを表示し

ます。 リストの連絡先をクリックすると、その会話で送受信したメッセージを表示

します。名前別に連絡先リストを検索して、特定の連絡先ですべてのメッセージを

表示することができます。iPhone メッセージの検索、表示に関する詳細について

は、他のページをご参照ください。 
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iPhone メッセージの印刷方法 - 

LINE、SMS、MMS、iMessage & WhatsApp 

この記事では、TouchCopy を使って iPhone メッセージを印刷する方法をご紹介しま

す。ソフトウエアは会話の画像や絵文字のほか、メッセージ送受信の日付と時間も

含め、すべての LINE、SMS、MMS、iMessage、WhatsApp チャットをすばやく簡単

に印刷します。 

iPhone メッセージの印刷方法 

この手順に従ってください。 

ステップ 1：PC や Mac で TouchCopy をインストール、実行。 

ステップ 2： USB または Wi-Fi 接続を使って、コンピューターに iPhone を接続。 

ステップ 3：「メッセージ」タブで、印刷したい会話を選択。 

ステップ 4：「印刷」を押すと、標準印刷設定が現れます。設定が決まったら「印

刷」を押します。 

 

手順の詳細説明は以下で確認いただけます。 
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どのメッセージを印刷できますか？ 

iPhone から LINE メッセージを印刷する方法 - TouchCopy で希望する会話を選択し

て、「印刷」ボタンをクリックするだけで、PC や Mac から iPhone のすべてのメッ

セージを印刷することができます。ここから必要なメッセージを印刷するために標

準印刷設定が開きます。TouchCopy は iOS デバイスで表示される形式と同じ形式で

メッセージを印刷します。 

TouchCopy は会話のすべての必須情報を印刷します。 

• 送受信したテキスト 

• 添付メディア（絵文字、写真など） 

• 連絡先詳細：名前、画像（オプション）、番号（オプション） 

• メッセージ送受信の時間と日付 

会話全体を印刷したくない場合には、TouchCopy は、 TouchCopy の「日付範囲の設

定」ボタンを使って、印刷したいメッセージの日付を選択できるようにします。 

印刷のカスタマイズ 

TouchCopy はメッセージ印刷を考えている時にいくつかオプションを提供します。 

長い会話には用紙がたくさんいることがあるので、各用紙のメッセージ数を多くし

て、必要な用紙の枚数を減らすことができます。 

オプションでは、テキストのサイズ（読みやすくするために大きく、1 ページでの

テキスト数を増やすために小さくする）を変えることができ、「コンパクトレイア

ウト」はメッセージ間の余白を減らせます（これもページごとのメッセージ数を増

やします）。 

これを実行しているところを見る、または詳細情報については、 TouchCopy オプシ

ョン Options をご参照ください。 

実行している TouchCopy を見る 

代わりに 

iPhone メッセージの印刷準備がまだできていない場合には、TouchCopy は HTML、

PDF、txt ファイルとしてコンピューターにメッセージを保存できるようにします！

こうすると、いつでも保存のためにメッセージ記録があり、いつでも必要な時に戻

ってこれらのファイルから印刷できます！PDF 形式で LINE メッセージを保存する

方法を知るためには、前のページをご確認ください。 
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iPhone メモバックアップ：iPhone のメモをバックアップする方法 

メモをバックアップする方法 

クイックガイド 

ステップ 1： TouchCopy をダウンロード、インストール、アクティブ化。 

ステップ 2：TouchCopy を実行して、iOS デバイスに接続。 

ステップ 3：メモタブを選択して、デバイスのメモを読み込み。 

ステップ 4：コピーしたいメモを選択。 

ステップ 5：「メモをコピー」を押して、保存場所を選択。 

 

手順の詳細な説明は下でご確認いただけます。 

メモで TouchCopy ができること 

メモエディターを使うと、iPod、iPhone、iPad からコンピューターにメモを表示、

コピー、印刷できるようになります。 
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メモを表示 

iPod や iOS デバイスで入手できるメモを表示するためには、TouchCopy カテゴリー

リストの「メモ」をクリックします。 

こうすると、メモエディターが表示されます。左側で、右側の表示エリアに表示さ

れているメモのどれを見たいのかを選択できます。検索機能を使って、デバイスで

特定のメモを見つけることもできます。 

TouchCopy は「ロック済み」で、デバイスでパスワードが保護されているメモにア

クセスすることはできません。 

iPhone でメモを開いてメニュー（3 つの点）をタップしてから、ロックを「削除」

をタップし、メモからロックを解除することができます。 

メモを保存 

iPhone メモバックアップ – 「メモをコピー」（PC）をクリック、または Mac でエ

クスポート形式を選択して、iOS デバイスからコンピューターに選択したメモを保

存します。 

Windows PC ユーザー：: メモを選択して「メモをコピー」をクリックすると、さま

ざまな形式でメモを保存できるようになります：PDF、HTML、プレーンテキス

ト。 

それからメモを保存したい方法を選択するようにプロンプトが表示されます。メモ

の名前があるものだけをエクスポートでき、メモ作成日または最終変更日を入れる

選択をすることができます。 

フォルダーにメモをすべて保存したい場合には、デバイスの保存したものと同じフ

ォルダー設定があるフォルダーにメモを保存する「フォルダー設定をコピー」する

オプションも選択できます。 
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Mac ユーザー：: TouchCopy の左にあるリストからメモを選択してから、「PDF と

してコピー」、「TXT にコピー」（プレーンテキストエクスポート）、または

「Mac にコピー」（HTML ファイルエクスポート）を選択するだけです。 

日付別にメモをフィルターしたい場合には、「日付範囲」ボタンを使用できます。

ここではその日付間に作成されたメモだけを表示するように TouchCopy に伝えるさ

まざまな範囲を設定できます。 

メモを印刷 

メモを印刷するためには、印刷したいメモを選択してから TouchCopy メモツールバ

ーにある「メモを印刷」ボタンを押すだけです。こうすると、コンピューターの 

標準印刷設定が現れます。設定を決めたら「印刷“を押します！ 

iPod でメモを表示（クリックホイールモデル） 

クリックホイール iPod でメモを表示するためには、ipod メインメニューから「追加

（Extras）」を選択してから、メモを選択します。iPod メインメニューにアクセス

できる前に、iPod をコンピューターから切断している必要があります。 

iPhone、iPad、iPod Touch でメモを表示 

iOS ベースのデバイスでは、デバイス上の「メモ」アプリケーションを使ってメモ

を表示します。 
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iPhone からコンピューターにボイスメールを保存する方法 

ボイスメールで TouchCopy ができること 

TouchCopy を使うと、iPhone で受信したボイスメールメッセージをコピー、エクス

ポートすることができます。 

iPhone がビジュアルボイスメールに対応していれば、TouchCopy はボイスメールを

表示、抽出します。これらは、モバイルデバイスプロバイダーからのビジュアルボ

イスメールデータプランの一部として提供されるボイスメールです。ここからサー

ビスの一環としてワイヤレスキャリアがビジュアルボイスメールを含まるかどうか

を決定することができます。 

http://support.apple.com/kb/HT1937. 

iPhone に保存したすべてのボイスメールを表示するためには、PC または Mac で

TouchCopy をダウンロード、インストールし、プログラムを実行してボイスメール

ボタンをクリックします。 
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ボイスメールを表示、閲覧 

TouchCopy は、ボイスメッセージを残した送信者のリストを表示します。リストの

名前をクリックすると、その人が残したボイスメールだけを表示します。 

コンピューターにボイスメールをコピー 

iPhone からコンピューターにボイスメールを保存する方法 - リストからひとつ以上

ボイスメールメッセージを選択し、メインの TouchCopy コントロールバーの「ボイ

スメールをコピー」（PC）または「Mac にコピー」ボタンをクリックします。 

コピーする個々のメッセージを選択しない場合には、TouchCopy は現在リストにあ

るすべてのボイスメールをコピーします。これは、送信者リストで何を選択するか

によって、iPhone 上のすべてのボイスメール、または送信者のサブセットからのメ

ッセージのことがあります。 

エクスポートしたボイスメールの再生 

TouchCopy は、iPhone に保存された形式.amr ファイルとしてボイスメールメッセー

ジを保存します。無料ソフトウエアの AMR Player ソフトウエア または Mac 版

QuickTime を使って、保存した iPhone ボイスメールメッセージを再生できます。 
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iPhone からコンピューターにボイスメモを転送する方法 

はじめに 

iPhone 上のボイスメモアプリは、見逃しがちですが貴重なものです。 

これを使い、講演、リマインダー、インタビュー、会議などを簡単に記録できま

す。起動して、記録し、いつでも聞き返すだけです。 

このアプリをよく使う場合には、メモの長いリストを収集し始めます。これらのメ

モを整理、分類しないと、すぐに管理できなくなります。この理由のために、

iPhone からコンピューターにボイスメモを転送することをお薦めします。 

これを実行する最適な方法は、TouchCopy を使用することです。TouchCopy を使う

と、iPhone から PC に簡単にボイスメモをコピーして、今後簡単にアクセスできる

ように、フォルダーにうまく整理することができます！ 

iPhone ボイスメモをバックアップする方法 

クイックガイド 

1. TouchCopy をダウンロード、インストール、アクティブ化。 

2. TouchCopy を実行し、iPhone、iPod、iPad を接続。 

3. ミュージックタブを選択。 

4. 左側のリストの「ボイスメモ」の見出しの所からボイスメモを選択。 

5. 「PC にコピー」を押して、保存場所を選択。 

 

手順の詳細な説明は、下で確認できます。 
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ボイスメールで TouchCopy ができること 

この機能は、ボイスメモ記録に対応する iPod と iPhone だけで利用できます。 

iPod や iPhone がボイスメモ記録 に対応している場合には、TouchCopy はデバイス

からそれらの記録を再生、コピーできます。 

TouchCopy がお使いの iPod にボイスメモが入っていることを検出したら、

TouchCopy ソースリストは、「ボイスメモ」の見出しの所にあるボイスメモカテゴ

リーを表示します。 

ボイスメモのカテゴリー（メモ、アイデア、講演など）のひとつをクリックする

と、そのカテゴリーの所で行われたすべてのボイスメモを表示します。デバイスで

すべてのボイスメモを表示するためには、ソースリストで表示されるすべてのカテ

ゴリーをシフトクリックします。 

必要なボイスメモが TouchCopy にリストされたら、TouchCopy で、まさに他のオー

ディオファイルのように使用することができます。 

再生 

PC を通じて聞きたいボイスメモを選択し、TouchCopy コントロールバーの再生ボタ

ンをクリックします。 

 
コピー 

iPhone からコンピューターにボイスメモを転送する方法 - コンピューターにコピー

したいボイスメモを選択し、TouchCopy コントロールバーの「PC にコピー」ボタン

をクリックします。TouchCopy はコンピューター上の選択した場所にボイスメモを

コピーします。この機会を利用して、選択したボイスメモの新しいフォルダーを作

成することができます。 

TouchCopy はコピーしているボイスメモカテゴリーから名付けた XML ファイルも

生成します（デフォルトではこれは「何もなし」です）。この XML ファイルは、プ

レイリストとしてボイスメモを iTunes にインポートするために使用することができ

ます。これを実行するためには、iTunes/Music > ファイル > ライブラリ > プレイ

リストをインポート..を開いてから、xml ファイルを選択します！ 
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iTunes に転送 

この方法は、自体に同期したくない場合に最適です。TouchCopy を使って、iPhone

にデータを上書きするリスクなく、iPhone ボイスメモを直接お持ちのライブラリに

転送することができます！ 

転送したいボイスメモを選択し、TouchCopy コントロールバーの「iTunes にコピ

ー」ボタンをクリックします。TouchCopy は、プレイリストとしてボイスメモを選

択したプログラムにコピーし、コピーする選択をしたボイスメモカテゴリーから名

付けられます。デフォルトではこれは「何もなし」です。もしくは、ラベルにイン

タビュー、講演、メモ、アイデア、ポッドキャストや、iPhone で選択したかも知れ

ない他のカテゴリーラベルが含まれます。 
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オプションを使って TouchCopy をカスタマイズする方法 

TouchCopy をカスタマイズする方法 

TouchCopy は、操作で非常に融通が利きます。TouchCopy オプションを使って、

TouchCopy を必要に合わせてカスタマイズしましょう。 

PC - TouchCopy オプションは TouchCopy ツールバーの「オプション」をクリック

すると表示されます。 

Mac - TouchCopy とデバイスを接続した後に、TouchCopy オプションにアクセスで

きます。その後に TouchCopy 左にあるツールバーの「選択」をクリックします。 

オプション/選択ウィンドウのタブは、変更のために機能エリアを分けます。 

• 一般オプション 

• PC にコピー/Mac オプション 

• ミュージックオプション 

• 写真オプション 

• メッセージオプション 

• 通話履歴オプション 

• 連絡先オプション 

• ボイスメールオプション 

• アップデート 

• TouchCopy について 

• アクティベーション詳細 

• バックアップ管理（Mac のみ） 

 

一般 
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このタブでは、コピーが完了した時に確認メッセージを表示する、TouchCopy が

TouchCopy アプリケーションを閉じる時に iPod を取り出すのかどうか、TouchCopy

起動時に読み込むメディアセクションはどれか（デフォルトはミュージックセクシ

ョン）、などの一般オプションから選択することができます。 

このタブで言語選択も見つけることができます。ソフトウエアの言語を変更するた

めには、ドロップダウンボックスからお好みの言語を選択します。この変更を有効

にするためには、TouchCopy を閉じて再度開く必要があります。 

PC/Mac オプションにコピー 

これらのオプションは、iPod、iPhone、iPad からコンピューターのハードドライブ

にコンテンツをコピーすることに関連しています。ここで表示されている設定は、

コンテンツが iTunes に転送される方法に影響を与えません（または macOS Catalina

以降で）。含まれるものは： 

デバイスのコンテンツが保存されるフォルダーの設定、TouchCopy が同じ名前で既

存のファイルをコピーして置き換えるのかどうかの決定、ファイルとフォルダーの

名前の付け方の決定。 

 
ミュージックオプション 

• 一般ミュージックオプション: アルバムアートワークとジャンルを表示するか

どうか、音楽ファイル保存時にアルバムアートワーク画像を保存するかどう

かを選択します。ここにはプレイリストとして検索結果を保存するオプショ

ンもあります。 

• フォルダー設定: 音楽をコンピューターにコピーする時に使用したいフォルダ

ー設定を指定します。3 つすべてのフォルダー設定オプションを空白に変更

して、フォルダー設定なしで曲だけを転送する選択もすることができます。 
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• ファイル名設定: 音楽をコンピューターにコピーする時にファイル名設定を指

定します。 

• • Mac のみ：コピーした曲の再生音量も指定できます。 

 
写真オプション 

• エクスポートオプション： 

o 「写真エクスポート」フォルダーロケーション：写真を保存したいフ

ォルダーをコンピューターで閲覧します。「写真をエクスポート：機

能を使うと、このフォルダーを検索して、まだ選択したフォルダーに

ない iPhone 上の写真があるかどうかを確認します。 

o 日付別に写真をグループ分け：TouchCopy で iPhone の写真を表示する

と、このオプションを使って、年、月、日別に写真をグループ分けす

る選択ができます。 

o iPhone を TouchCopy に接続する時に自動的に新しい写真を確認するた

めにさらに選択することができます（エクスポートのビデオ選択と、

毎回エクスポートするたびにエクスポートオプションを表示するかど

うか）。 

• HEIC エクスポートオプション: この機能は Windows のみ利用できます（Mac

はネイティブで HEIC 写真に対応します）。コンピューターへの HEIC 形式の

写真コピーを TouchCopy がどのように対処するのかを選択します。 
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メッセージオプション 

• 制限オプション: TouchCopy はデフォルトでは会話のすべてのメッセージを表

示します。このオプションを使うと指定の時間枠で送受信したメッセージだ

けを表示できるようになります。 

• 連絡先: ここでは、TouchCopy がメッセージをどのように並べるか、エクスポ

ートに電話番号や画像などの連絡先詳細を含めるかどうかということを設定

できます。 

• HEIC エクスポートオプション: 写真」セクションにあるオプションと似てい

ますが、このオプションセットはメッセージスレッドの一部としてコピーさ

れる画像や、TouchCopy のメッセージセクションからの画像だけに適用され

ます。 

• 形式オプション: メッセージエクスポートのフォントサイズを変更します。ま

た、コンパクトレイアウトを使うと、多数のメッセージを印刷する必要があ

るユーザーに手軽です。このレイアウトは余白を削除するので、印刷する各

ページにもっとメッセージを入れることができます。 

• 検索オプション: 「検索条件に一致するメッセージだけを表示」を有効にする

と、メッセージを検索する時に、TouchCopy は検索条件を含むすべての会話

を戻す代わりに、その中の検索条件を含むメッセージだけを戻します。 
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通話履歴オプション 

• 連絡先: 通話履歴エクスポートの連絡先番号を表示する選択をします。ここで

は、各連絡先の通話履歴に別々のファイルを作成する代わりに、ひとつのエ

クスポートファイルに複数の連絡先を結合することもできます。 

• 制限オプション: 特定期間の通話履歴だけをエクスポートする必要がある場合

に、ここでは制限を設定して、ご希望の日付範囲外の通話エントリーをフィ

ルダーすることができます。 

特定期間の通話履歴だけをエクスポートする必要がある場合に、ここでは制限を設

定して、ご希望の日付範囲外の通話エントリーをフィルダーすることができます。 
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連絡先オプション 

ここでは、苗字または名前別に連絡先リストを分類するかどうかを選択することが

できます（Mac ユーザーは、このオプションを「メッセージ」セクションで見つけ

ることができます）。 

ボイスメールオプション 

エクスポートしたファイルのファイル名に日付と時間を入れるかどうかを決めま

す。 

アップデート 

このタブをクリックすると、自動的に TouchCopy のアップデートの有無をチェック

します。アップデートが見つかったら、アップデートのダウンロードに移動しま

す。 
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TouchCopy について 

このセクションでは、実行している TouchCopy のバージョンのほか、Wide Angle 

Software ウェブサイトへのリンクが表示されます。 

Mac では、画面の上にあるツールバーの「TouchCopy」をクリックしてから

「TouchCopy について」をクリックすると、この情報にアクセスできます。 

アクティベーション詳細 

Mac 版 TouchCopy でアクティベーション詳細を見つけるためには、TouchCopy の左

側のツールバーにある「ライセンス」をクリックします。ここから TouchCopy を非

アクティブ化することもできます。 

このタブは、ユーザーに特定のアクティベーション詳細に関する情報を提供しま

す。ユーザーに便利なように、TouchCopy アクティベーションコード、登録したメ

ールアドレス、アクティベーション日、有効期限が表示されます。 

ソフトウエアをまだアクティブ化していない場合には、このタブを使うとアクティ

ベーションコードを入力してパスワードを作成することができるようになります。

これらの詳細を入力すると、ユーザーは TouchCopy の無制限フルバージョンにアク

セスできるようになります。 

このセクションには、「非アクティブ化」ボタンもあります。このボタンをクリッ

クすると、ユーザーはコンピューターからライセンスを削除することができます。

代わりに別のコンピューターでライセンスをアクティブ化したい場合に便利です。

コンピューターを非アクティブ化するためには、ユーザーが設定したアクティベー

ションパスワードが必要となります。 
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バックアップ管理（Mac のみ） 

TouchCopy はメッセージや連絡先などの情報にアクセスするために、お使いのコン

ピューター上にバックアップを作成して、そこから読み込む必要があります。 

バックアップ選択を使用すると、不要なものを削除するためにデバイスバックアッ

プを管理できます。これを実行するためには、リストからバックアップを選択して

「削除」をクリックします。 

「デバイス切断時に自動的にバックアップを削除する」を有効にして、アプリ使用

を終えた時に TouchCopy が作成したバックアップが必ず削除されるようにすること

ができます。これは、Mac のスペースを空けておくことに役立ちます。 

O バックアップウィンドウでは TouchCopy がバックアップを作成する場所、バック

アップを読み込む場所を選択することもできます。選択した場所によって、

TouchCopy が場所にアクセスする許可を与えるようにプロンプトが表示される場合

があります。 
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