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平成３０年６月２３日（土）
（第２４２回目）
１３：３０～１６：３０
参加者１２名
◆１時間目 Windows 10 Fall Creator update の機能強化 １３：３０～１４：５５ ８５分
Windows 10 をもっと使い易くする。
Web ブラウザの「Edge」を活用する を資料に従い学習しました。
資料 日経ﾊﾟｿｺﾝ 2017.8.28 50p～53p 4 ページ
Windows 10 には、標準として推奨されている「Edge」というブラウザが付属しているの
で、まずは使いこなしたい。
「Edge」画面上の基本操作
・左上の → ← は、戻る・進む
・上部の中央付近はタブの切り替え（画面を次々と開いた時）
・ ＵＲＬ入力欄

右横の 星三本横線のアイコンを「ハブ」と呼び、
お気に入り、リーディングリスト、履歴、ダウンロードの操作をする。

・右上の最端のアイコン「…」は、メニュー表示
いつも使っている web ページをすぐ開くようにする。
１． 右上の「…」メニューアイコンをクリックして、プルダウンメニューの「設定」をクリ
ックする。
２． Microsoft Edge の起動時に開くページの
ると、

新しいページ

スタートページ

前回開いたページ

特定のページ

枠内をクリックす
が表示されるので

「特定のページ」を選択すると、次の欄が表示されるので
３．

ＵＲＬを入力してください

⇒ 開いたページのＵＲＬを入力するか、
コピーペーストしてもよい。

４． そして右横の「フロッピーディスク」アイコンをクリックして保存する。
※ 起動直後に２つ以上の Web ページを開く設定もできる。
上記２．の画面で、特定のページにＵＲＬをコピーペーストした後、その下の新しいタ
ブを開いた時に表示するページの

空白のページ

の中をクリックしてカーソル

を出し、ここにＵＲＬを入力又は、コピーペーストして保存すればよい。
お気に入りバー
・お気に入りバーに登録保存する方法
１．開いているサイトの アドレス欄内にある
２．名前

をクリック。

欄にタイトル名が入っている（任意に変更も可）
。

３．次に保存する場所
４． 追加

☆マーク

お気に入り

∨ ∨を押して、場所を定める。

をクリックしてお気に入りの登録保存が完了。
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画面上に表示させておいて、すぐに開けられる様にしておく方式。
１．アドレス入力欄の右端の「…」メニューアイコンをクリックする。
２．プルダウンメニューの１番下の「設定」をクリックして、出てきたプルダウンメニューの
中程にある

お気に入りバーを表示する の

。

を オンにする。

３．すると、上部のアドレス表示窓の下が１行分下がって、
「お気に入りバー欄」が表示され
る。
但し、お気に入りバー表示欄が一杯になると表示されないものがあるので、この場合はお
気に入りハブをクリックして、さらにその下の星形をクリックして選択指定すると表示が
出来る。
標準で利用する検索エンジンを変更して使用することが出来る。
Windows 10 の標準 Web ブラウザは「Edge」で、この「Edge」の検索エンジンは「Bing」と
なっている。
（検索エンジンは、 Google Yahoo Bing DuckDuckGo 等 34 もある。
）
ヤフーで使い慣れている「yahoo Japan (seach.yahoo.co.jp)」に変更したい時は、
１．右上のメニューの「…」をクリック→プルダウンメニューの最下段の「設定」をクリック
→ 詳細設定を表示 をクリック。
２．プルダウンで表示されたアドレスバーでの検索時に使う検索プロパイダー
Bing (www.bing.com)
検索エンジンの変更

現在使用中の検索エンジンが表示されている。
の枠内をクリックし、yahoo japan と入力して、

既定として設定する

をクリックする。
これで検索エンジンは変更が出来ました。

新しいタブの「トップサイト」の変更が出来る。
Web サイト画面の上部のタブ中央に「＋」マークがある。この「＋」マークをクリックすると、
Web サイトにリンクされているタイルが８つ並んでいる。
別の Web サイトを開きたい場合にタイルをクリックすれば画面が開くので便利。
・タイルにポインターを置くと「ピン留め」と「削除」が表示されるので、不要なら「削除」
をクリックすると削除が出来る。右側に空白のタイルが出来ている。
・空白タイルがあると Web サイトのタイルを追加することが出来る。
空白タイルの中が＋となっているので、この＋をクリックすると
Web サイトやＵＲＬを追加
Http//

×

追加 が表示されるので、

アドレスを入力した後で、追加を押せばサイトのタイルが追加できる。
ピンマークでピン留めも可能
「InPrivate ブラウズ」と「拡張機能」を使う。
今まではブラウザを開くと閲覧記録に残るが、
「Edge」の「InPrivate ブラウズ」を使えば自
動的に消えて残らない。消去する手間が省けてよい。
・InPrivate を使う方法
１．Edge 画面右上の「…」メニューをクリック→プルダウンメニューの「新しい InPrivate ウ
インドウ」をクリック。
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２．InPrivate 入力画面が開き 検索または Web アドレスを入力

欄に入力する。

すると InPrivate での 画面が出る。
※ハブから、お気に入りに入っている保存サイトを選択してアクセスしても、InPrivate 画面上
で開いている。
・拡張機能を使う。
拡張機能の使い方
「…」メニューをクリック→プルダウンメニューの中の拡張機能をクリックすると、無料の
ストアアプリが一覧で１２程表示される。
使いたいアプリを選択して、指示に従いインストールするとよい。
※例として英文表示の画面の場合、
「…」メニュー →拡張機能→Translator for Microsoft
Edge を選択すると、英語の Web ページを翻訳して日本語表示にしてくれる。
５分間休憩
◆２時間目 コンピュータの基礎 １３回講座の１０回目

１５：００～１５：２５ ２５分

「フアィルの先頭文字は何を意味するの？」
資料 日経ﾊﾟｿｺﾝ 2014.8.25 P80～P81 2 頁
Windows にはあらゆる種類のフアィルを開ける「メモ帳」がある。
メモ帳を起動して→
「フアイル」→開く でウインドウ画面が開いたら→右下の テキスト文書（*.*）▼」

に

なっているので▼を押して、 すべてのフアィル（*.*） に変更するとあらゆる種類のフ
アイルが開ける。
試に、 すべてのフアィル（*.*） に変更して画像を開き読み込むと、画像フアイルを構
成する画像データが文字として、文字化けした意味不明の表示がされている。
メモ帳にはフアィルの種類を識別情報が格納されている。開いた表示を見ると先頭に「BM」
とか「リ」や「PK」が表示されている。
これはフアイルの種類を識別する情報が表示されている。一例を示すと
分 類

フアイルの種類

先頭の情報

画像フアィル

.bmp .jpeg .pig .pdf

BM・リ 臼 NG ％PDF

音声フアィル

.wav .mp3

RIFF iD3

古い office の文書ﾌｱｨﾙ

.doc .xls .ppt

ミマ爍ア

Office の文書ﾌｱｨﾙ

.docx .xlsx .pptx

PK

圧縮フアィル

.zip

PK

実行可能フアィル

.exe

MZ

フアイルの種類はテキストフアィルとバイナリフアィル２種類ある。
テキストフアイル

メモ帳で扱える文字で作ったデータが、フアィル内のすべてがブレー
ンテキストとして処理できて対応する。
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バイナリフアィル

メモ帳で扱えないデータが含まれているので、テキストエディタで正
常に表示できない。それで文字化けして意味不明となる。

表を見てお気づきと思うが、
「office の文書フアィル」も「圧縮フアィルも」先頭の情報では
「PK」となっている。という事は Office の文書フアイルは Zip 形式の圧縮フアイルとなる。
◆３時間目 パソコン全般

３：２５～４：１０

４５分

事例紹介１． Windows Live メールを立ち上げると、次の画面が出てきて起動しない。
他のインスタンスが実行中で起動できません
最近立て続きに２回これが出た。

これはどういう事か？

対応結果１．何をしても全く起動しないので、１時間程時間を空けてから再トライすると起
動した。
対応結果２．２回目の時は、インスタンスの表示が出て１５秒位すると、自動的に起動して
正常な様態になった。
原因は何か？
・ウイルスバスターセキュリティソフトと Windows Essentials のからみか？
・送信トレイやゴミ箱等にあるメールの影響か？
・ゴミ箱の迷惑メール・不要メールの影響？

と思ったが、

表示された「インスタンス」の意味が分からないので調べてみると、
「ソフトウエアのデータを、メインメモリ上で展開処理の実行状態」と判った。
メールが起動しない原因は、何らかの理由でソフトデータを実行処理の為で、処理時間が
終了すると正常にメールが起動する。
事例紹介２．６月２４日 Windows10 の Update で、８件の内５件がインストール保留中の表
示が出ており、未インストールのままになっていた。
すぐインストール を押しても状態は同じだった。正しくインストールされずに
止まっている状態のようだ。
一度再起動したらと思い、今すぐ再起動 を押した。その結果、Update 画面を
開いて見ると、全て正常にインストールされている状態だった。
―以上―
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