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平成２９年９月１０日 

リーダー 八田 崇史 

平成２９年８月２６日（土）（第２３２回目）           

                                              １３：３０～１６：3０ 

                                 参加者１０名 

◆１時間目 学習コーナ               １：２５～３：１５ １１０分 

 ネット時代のセキュリティ護身術      資料 日経ﾊﾟｿｺﾝ 91ｐ～94ｐ ４ページ 

   第５回  適切な行動とデータ管理で「情報漏洩」を防ぐ        担当 Ｈ講師 

 ★個人情報の洩れる原因 

  １．不用意な情報公開        ＳＮＳやブログ等 

  ２．メールの誤送信         無関係な人へ 

  ３．設定ミスによる意図しない公開  オンラインストレージ（ネット上のクラウド） 

  ４．ウイルスによる漏洩       画像やフアィル 

  ５．紛失・盗難           ＩＤ・パスワードの流出 

 

 ★情報漏洩の被害 

  名前や住所・電話番号が知られたら、詐欺に悪用される可能性が高い。 

  （情報が名簿業者に転売されて拡散する。） 

  特にＳＮＳやブログでの標的になり易さに注意が必要。自分は大丈夫だろうと思って

いるが、ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキング・サービス）を始めると、最初の登録

時にデータ入力が必要で、個人情報のオンパレードになる。 

 

ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）の実態 

（ＳＮＳは人と人をつなぐコミニュケーションサービス） 

日本国内向け  ３６１    国外向け   ３８   合計 ３９９ 

ジャンルを特定しないＳＮＳ 69   ビジネス関係のＳＮＳ 20   女性向けのＳＮＳ 7 

モバイル特化型ＳＮＳ 19   写真・画像向けＳＮＳ 14   ＩＳＰ運営のＳＮＳ 10 

オープン型ＳＮＳ 10   ゲーム・不安サイト系ＳＮＳ 13   スポーツ関係のＳＮＳ 9 

趣味・興味関係ＳＮＳ 67   アダルトＳＮＳ 1   書籍関係のＳＮＳ 11 

状況限定・相談関係ＳＮＳ 10   職業限定型ＳＮＳ 10   日本国外関係のＳＮＳ 38 

放送局が運営するＳＮＳ 3   地域特化型ＳＮＳ 56       

新聞社が運営するＳＮＳ 6   大学学生のＳＮＳ 18       

航空会社が運営するＳＮＳ 1   シニア・中高年のＳＮＳ 1       

 

 代表的なＳＮＳの種類   （どのＳＮＳでも似たような登録が必要） 

・ＬＩＮＥ     

    ラインのアプリをインストールした者同士が無料で電話やチャット（テキスト、

写真、絵文字、スタンプ）が送れる。 
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    登録開始  

アンドロロイドはグーグルプレイ、アイフオーンはアップルストア、から

ＬＩＮＥをインストールして画面から登録する。 

    携帯番号を入力して認証番号を送ると、ＳＮＳに４桁の番号が送られてくるので、

この番号を入力して 次へ を押す。 

    自分の本名でなくニックネーム、友達名入力、年齢認証、メールアドレス、パス

ワード 等を入力する。 

 

 ・Ｆａｃｅｂｏｏｋ 

    実名登録が基本で世界最大のＳＮＳ。自分の状況や意見を写真と共に日記形式で

送信。無料電話も使える。 

    登録開始 

      //www.facebook.com/でアカウント登録する。 

      メールアドレス、パスワード、生年月日、性別を入力して 次へ を押す。 

      画面にアカウントが表示されたら、今すぐ認証 をクリックすると、「アカ

ウントが認証されました」の画面が出る。 

次に「〇〇さん ようこそＦａｃｅｂｏｏｋへ」の画面が出るのでプロフイ

ール、友達のメールアドレス等の入力が必要。 

 

 ・Ｔｗｉｔｅｒ 

    実名登録をしなくて良いＳＮＳ．入力文字が１４０字までの限定なので「つぶや

き」とも言われている。 

    登録開始  

//twiter.com/signup にアクセスして、名前。電話番号、パスワードを入力し

て、 Ｔｗｉｔｅｒ登録 をクリックする。 

 

 ・Ｙｏｕｔｕｂｅ 

     動画を投稿できるＳＮＳで、自分のチャンネルで世界中の人に見てもらう事が

出来る。 

     登録開始 

       グーグルにアクセスして、Ｙｏｕｔｕｂｅをクリックする→画面右上の

「ログイン」をクリックする。→赤枠内の「アカウントの作成」をクリッ

クして、氏名、メールアドレス、パスワード、誕生日、性別、携帯番号、

音声通話等を入力してアカウント完了。 

       次のステップ をクリックすると、「ようこそ〇〇さん」が出て登録完了

です。 

 

 ・Ｇｏｏｇｉｅ＋（グーグルプラス） 

 



3 

 

     グーグルが提供するＳＮＳで世界２位。 

     最大で１０人とビデオチャット（パソコンのＣＣＤカメラでうすしだされた相 

 

手と、映像を見ながら会話するテレビ電話）が出来る。 

 

     登録開始 

       グーグルアプリ→Google+をクリック→Google+に登録をクリック→名前、

性別、誕生日、プロフィル（自分の写真、勤務先、通っていた学校、すん

でいる地域、追加ユーザのアドレス）を入力。 

その他にインスタグラム・ピンタレスト等いろいろある。 

 

 情報発信専用のメディア    

 ・Ｗｅｂｌｏｇ（ブログ） 

   ブログとは通常のウエブサイトと同じで、情報発信が出来る個人メディア。 

   ウエブサイトに記録（ログ）するので、ウエブログ（Weblog）略して blog ブログ

という。 １３年前には真鍋かおりさんがブログの女王といわれた。 

   自分の意見や感想（文章と画像）を日記風に書いて、それに対する感想などを閲覧

者が自由にコメントが出来る形式のもので、日記形式のウエブサイトホームページ。 

    登録開始 

① お気に入り０１の下から６番目の「ブログの始め方」を開く。 

② サイト６番目の「ブログの始め方」All about ノウハウなど紹介をクリ

ック。 

③ ブログの始め方の右端の▼ガイド一覧 をクリックする。 

④ ブログの始め方 人気ランキングの中の①ブログの始め方（Yahoo 編）

をクリックする。 

⑤ Yahoo ブログを作ってみよう Yahoo!ブログのトップページにアクセ

ス をクリックする。 

  この様にＳＮＳやブログに登録開始すると、 

   名前・性別・生年月日・メールアドレス・パスワード・携帯番号・自分の写真・ 

   勤務先・自分の通っていた学校・住んでいる地域・等の個人情報が赤日の元に晒さ

れ、興味本位で書き込み等を行うと、個人の特定化の作業でトラブルやさらし者に

なる危険をはらんでいる。 

 

   日常では個人情報の問題を重視しているにもかかわらず、何のことはない自分で自

分の首を絞めている様なものである。 

 

  ★ウイルスによる文書やフアイル等の漏洩 

   原因としてウイルスによるものと、ユーザの誤操作によるものとがある。 
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１． ウイルス 

電子メールやフアィル共有ソフトを通じて感染する。 

アイコンやフアィルの偽装の形態 

         正しい表示     見せかけ偽装表示 

   

  アイコン     ﾌｱｲﾙ         ﾌｱｲﾙ  拡張子を付けて 

                          見せかけの偽装 

         動画（拡張子が付かない非表示）  動画.exe   

 

               正しい表示      見せかけ偽装表示 

      アイコンと                                              拡張子「exe」 

      フアィル名                                              を付けて、 

                                  見せかけ偽 

                            動画 01.mp4           動画 01.mp4.exe  装している 

 

   ※Windows10 においては、フアィル名の一部に拡張子と同じ文字列が使われた時

に、気付き易くする為にすべての拡張子を表示する設定をしておくとよい、 

    設定方法 

     エクスプローラの画面の「表示」タブをクリックして、「フアィル名拡張子」

にチエックを付ければよい。 

 

２． ユーザの誤操作 

  フアィルを渡す手段として、電子メールの添付やオンラインストレージ（クラ 

ウド）で行っている。この場合ＵＲＬアドレスを使うが、宛先を間違えない様 

に確認を怠らないようにすることが肝要。 

又、パソコンやスマートフオン／タブレットの紛失や盗難した場合、情報漏洩

を防ぐために「パスワード」や「パターン」等の設定での「ロック」をかけて、

他人が使ったり見る事が出来ない様にしておきたい。 

 

◆２時間目 パソコンの困った話           ３：１０～４：１０ ６０分 

富士通の知って役立つ「パソコン活用・サポート情報」の紹介 

１． パソコンの音を一瞬で消すには？ 

   Win10 の場合 

① 画面右下にある、スピーカーのアイコンをクリックする。 

② 横方向のスピーカーとスライドつまみが表示される。スピーカーをクリックする

と×がスピーカの上に表示されて消音になる。 

③ ×表示のスピーカーのアイコンをクリックすると、音が聞こえるようになる。 
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Wion7 の場合 

画面下のタスクトレーの中の通知領域に表示されているスピーカーアイコン

をクリックします。 

① 縦方向にミキサー表示され、上下スライドの下のスピーカーをクリックする。す

るとスピーカーの上に×印が表示されて音量が消音となる。 

② 元に戻したい時は、スピーカーの上でクリックすると音が聞こえる。 

③ 尚、音量の調節はスライドを上下に動かして、音量を調節します。 

  

２．ブラウザの表示が突然変わった！ 

  エクスプローラ（ヤフーポータルサイト・グーグルサーチエンジン）画面の表示が

いつもと違う？ 

特に意識して操作していないのに、画面の表示が変わってしまうことも、ありがち

なトラブルです。「変だな？」で済ませずに、いつもと同じ画面に戻しましょう。 

 

    Win10 

   「Microsoft Edge」で表示サイズが変わってしまった場合は、画面右上の［…］（設定な

ど）をクリックしてメニューを表示します。 

     ドロップメニューの中の「拡大」の項目を確認すると、現在の表示倍率が分刈るので小

さかったときは［＋］をクリックして、100％にすると、いつもの表示サイズに戻ります。 

   又、［Ctrl］キーを押しながらマウスのスクロールホイールを上方向に回転すると、

拡大されます。下方向に回転すると縮小されます。この操作をデスクトップやエク

スプローラーを表示している際に行うと、回転に合わせてアイコンの表示サイズが

拡大／縮小されます。 

 

        Win7 

   Win7 でのヤフー等の場合は、サイト画面下の右下に＋１００▼があるので、これで倍

率を指定変更する。 

      上部の表示メニューからでも変更が可能。 

 

３．パスワードを正しく入力しているはずなのにエラーになる？ 

  Web サイトのログイン画面などでパスワードを求められ、パスワードを入力してもエラ

ーが出てログインできないことがあります。 

知らないうちに、［Caps Lock］（キャプスロック）や［Num Lock］（ナムロック）が 

 

オンになっている可能性が考えられます。パスワードのエラーが出たときは、［Caps Lock］ 

や［Num Lock］のランプなどが点灯していないか確認してください。 

 

   Caps Lock は 
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アルファベットの大文字を続けて入力できるように、固定する機能です。大文字と小 

文字を区別するパスワードの場合、小文字のつもりで入力しても、大文字が入力され 

てエラーになってしまうことがあります。［Shift］キーを押しながら［Caps Lock］

キーを押して、オン／オフを切り替えます。 

 

Num Lock は、 

数字入力を固定するか、オフにして通常のキーを使えるようにするかを切り替える機

能です。アルファベットのキーを押しても、キーの側面に刻印されている数字が入力

されてエラーになってしまうことがあるのです。［Num LK］キーを押して、オン／

オフを切り替えます。 

 

４．いつも利用しているアプリとは別のアプリが起動する 

 ファイルをダブルクリックすると、いつもとは異なるアプリが起動してファイルが読み込

まれることがあります。新しくアプリを入れたタイミングなどで、ファイルに関連付けら

れている既定のアプリの設定が変わることがあるのです。 

  ファイルに関連付けられている既定のアプリを変更するには、ファイルを右クリックして

［プロパティ］を選択します。 

  プロパティ画面が開きます。［プログラム］の［変更］をクリックします。 

  リストから、利用するアプリを選択して［OK］をクリックします。プロパティ画面に戻

るので、［OK］をクリックします。 

 

５．プリントが出来ない 

  外出先でパソコンを使い、帰宅して使おうと思ったら、家のプリンターが選択されていな

いということがあります。印刷画面の［プリンター］で使用したいプリンターを選択すれ

ば解決できます。 

使用したいプリンターがリストにない場合は、［スタート］ボタンをクリックし、［設定］

－［デバイス］－［プリンターとスキャナー］－［プリンターまたはスキャナーを追加し

ます］を選択し、又は指定や追加をします。 

 

６．再起動すれば解決することも 

パソコンの動作が極端に遅くなったり、機能が実行されなかったりしたときは、パソ

コンを再起動してみるのも 1 つの方法です。画面左下の［スタート］ボタンをクリッ

クし、［電源］－［再起動］を選択します。 

 

◆３時間目 新しい取り組みの説明         ４：１０～４：２５  １５分 

  日経ＢＰ社の年間払い込みでダウンロードが出来るリストに、2014 年 4 月から１７ 

  回連載している「新米じいちゃんが教えるコンピュータの基礎」があります。 

    ※色付きの会は実施、白抜きの回は実施しない。 
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番号 タイトル名 

1 【第 1 回】インストールではレジストリに注意せよ 

2 【第 2 回】ファイルのサイズの不思議 

3 【第 3 回】管理者権限で実行すると何が違うの？ 

4 第 4 回】Windows の「DSP 版」って何？ 

5 【第 5 回】Windows 7 以前のアプリは、全部 Windows 8.1 でも動くの？ 

6 【第 6 回】何も操作していない時、CPU はどうしてる？ 

7 【第 7 回】どうしてメールにファイルを添付できるの？ 

8 【第 8 回】インターネットは誰が管理しているの？ 

9 【第 9 回】長く使っていると、遅くなるのはどうして？ 

10 【第 10 回】ファイルの先頭文字は何を意味するの？ 

11 【第 11 回】ファイルの生の姿を見てみよう 

12 【第 12 回】ネットを流れるパケットの中身 

13 【第 13 回】レジストリをいじってみる 

14 【第 14 回】USB メモリーを安全に取り外すってどういうこと？ 

15 【第 15 回】メモリーの中を見てみたい 

16 【第 16 回】キャッシュメモリーの「キャッシュ」って何？ 

17 【第 17 回】Word のファイルに「デジタル署名」をしてみよう！ 

 １７回連載ですが、１２．１３．１５．１６の４回はネグって、１３回実施したい。 

 実施方法として 

  毎月一週間前にパソコン同好会の開催案内を出しているが、この時に添付フアイルで

１回分（３枚）を配布します。 

  資料３枚を読んでわからない事や質問を、月例会当日に個々が質問する形式をとりま

す。 

  ９月度から実施します。 

  第一回は「インストールはレジストリに注意せよ」（３枚）です。 

                               ―以上― 


