+平成３０年０９月０６日
リーダー 八田 崇史
８月度活動報告
平成３０年８月２５日（土）
（第２４４回目）
１３：３０～１６：３０
参加者１３名
◆１時間目 Windows 10 Fall Creator update の機能強化

１３：３０～１５：００ ９０分

「設定」の内容について。
資料 （Windows10 を自分好みに設定）４ページ に従い、windows10 機の操作をしな
がら学習を進めた。
スタートメニューに使用頻度の高いアイコンを表示し、即アクセス出来るようにする。
１． スタートメニューの「歯車」ボタンを押す。→「個人設定」をクリックする。
２． 左側に表示の「スタート」をクリック→右側表示された中の「よく使われるアプリを表
示する」をオンにする。
３． 次に、画面一番下に文字青色表示小「スタート画面に表示するフオルダー」をクリック
し→９個ほど表示されているフォルダーを選択して「オン」にする。
（私はエクスプローラ・ピクチャ・個人用フォルダー・ドキュメントをオンにした。
）
４． 確認する。
当初のスタンバイ画面に戻り、
「スタートボタン」をクリックする。
すると、画面左側の縦列に３．でオンにしたエクスプローラ・ピクチャー・個人用フォ
ルダー・ドキュメント等のアイコンが表示されていた。
※この設定により、スタートボタンを押すと目的のフォルダーに一発でアクセスする事が
出来非常に便利。
タスクバーをカスタマイズする。
（資料４ページの手順で操作をする。
）
（通常に作成したフォルダーは、ドラグ＆ドロップでタスクトレーに入れることが出来ない
ので、作成したフオルダーのショートカットをタスクバーに入れる方法。
）
好きなフォルダーを「タスクバー」にショートカットを登録する手順
１．デスクトップを右クリックして「新規作成」→「ショートカット作成（S）
」をクリック
すると、
「ショートカット作成」画面が表示される。
２．

画面の項目を場所を入力してください（Ｔ）
参照（Ｒ） で
参照

をクリックすると 次の画面になる。

フアィルまたはフォルダーの参照
ショートカットの対象を選択してください。
エクスポーラで各フオルダーフアイルが表示されているので、
「ミュージック」とい
う名前のフォルダーを選択して ＯＫ を押す。
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すると次の画面が表示される。
ショートカット作成
C:¥Useres¥………¥Music

参照（Ｒ）

この欄枠の C:¥ の先頭に explorer と入力して explorer と C の間に半角のスペースを
入れて、 explorer C:¥seres¥Music

参照（Ｒ） を確認して 次へ(N) を押す。

するとショートカット作成画面が出るので、
このショートカットに名前を入れてください（Ｔ）
explorer

と表示されているので、explorer をバックスペースで

消して、
ミュージック

と入力して

完了

を押す。

３．デスクトップに「ミュージック」というフオルダーの、ショートカットが出来ｊました。
４．この
「ショートカット」
をドラグして、
タスクトレーの上に持っていくとピン留めされて、
タスクトレーにショートカットが登録される。
５．デスクトップ上の「ミュージック」のアイコンは不要なので、削除する。
以上でタスクバーカスタマイズは終了です。
タスクバーの非表示化

資料５頁目

デスクトップの画面が、タスクバーが邪魔で見えにくい時は、タスクバーを消して画面を下
面いっぱいに大きく見せるようにする。
操作

タスクバー内で右クリック→「タスクバーの設定」をクリック→
デスクトップモードでタスクバーを自動的に隠す。
のオフ をオン にする。

スポットブライトについて（時間があるので番外で追加）
Windows10 のロック画面で使われている画像をダウンロードして、デスクトップの背景画
像として利用する方法。
１． Windows10 の画面から「Microsoft Store」をクリックする。
２． 画面右上の「検索」をクリックして、欄内に「Spot Bright」入力し検索する。
３． Spot Bright-Windows Wall Paper の画面が出る。英語版の画面。
４． 無料

入手

をクリックする。

５． ダウンロードが開始する 約 68.19MB（薬４６０枚）でダウンロードが終わるとすぐ
にインストールが始まる。
６． スタートにピン留めする をクリックする。 起動 もクリックする。
７． 確認でスタート画面に戻ってみてみると、タイルにピン留めが出来ていた。
８． 画像が保存されている場所は ピクチャー¥ spot Bright
次にデスクトップの背景画像を変更する
９． デスクトップを右クリックする。
2

１０．
「個人設定」→ 参照 をクリック→多くの画像から画像をクリックして選択する→
→ 画像を選ぶ をクリックする。
以上で Windows10 の背景画面が変更できました。
◆２時間目 コンピュータの基礎講座

１５；０５～１５：２５ ２０分

「ＵＳＢメモリーを安全に取り外すってどういう事？」

１３回講座の１１回目

資料 日経パソコン 2014.10.27 P889～p89 ２枚
ＵＳＢメモリーを挿入すると、
「プラグ＆プレイ」という機能が自動的に働くようになってい
る。これは、パソコンが接続（プラグ）された認識をして、デバイスドライバを組み込んで使
える（プレイ）するようにしているからです。
この現象は確認する事が出来ます。
エクスプローラ又は、コントロールパネルから「コンピュータ」の画面を出して、ＵＳＢメモ
リーを挿入して接続すると、画面にＵＳＢメモリーが「ＵＳＢ Ｄｉｓｋ」として自動的に追
加される。この表示された時すぐにタスクバーにある「ハードウエアを安全に取り外してメデ
ィアを取り出す」をクリックして、表示された「USB Flash Disk の取り出し」をクリックす
ると、
「USB 大容量記憶装置はコンピュータから安全に取り外すことが出来ます」の表示が出
る。
パソコンには USB メモリーが挿入接続された状態ですが、
「コンピュータ」の画面から「USB
Disk」が消えており、アクセスが一切出来なくなっています。
（パソコンに USB メモリーが挿入接続されていても、ハードディスクドライブに繋がってい
ない事を表している。
）
「安全に取り外す」はうっかりミスを防いでくれる。
フアィルの編集中に「安全に取り外す」機能をクリックすると、画面にエラーメッセージ「こ
のデバイスは使用中です。ウインドウを閉じてから再試行をしてください」が表示され、ミス
防止をしてくれます。
USB メモリーを接続して編集中に、
「安全に取り外す」機能を使わずにメモリーを抜き取ると、
データを失ってしまう事があります。
「USB 大容量記憶装置はコンピュータから安全に取り外すことが出来ます」の表示後に、USB
メモリーを抜き取るクセを付けましょう。
USB メモリーのプロパティの「クイック削除」について
プロパティは２つの方法で見られるが、見るプロパティにより内容が異なる。
★「クイック削除」が出るプロパティ
コントロールパネル→ハードウエアとサウンド→デバイストプリンタ→デバイスマネージャ
→ディスクドライブ→USB Flash disk USB Device をＷクリックすると、プロパティが表示
されるので「ポリシー」タブをクリックする。
クイック削除

……省略……。但し、
「安全な取り外し」通知アイコンを使わなくても
安全に切断が出来ます。

の表示があるが、
「クイック削除」とはすぐに取り外しの事で、個々に二重丸になって
いると、
「安全に取り外す」を実行する必要が無い。しかし、アクセス中に取り外すと、デー
タが失われる事があるので必ず「安全に取り外す」を実行する方が良い。
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★「クイック削除」が出ないプロパティ
コンピュータ→リムーバブル記憶域があるデバイスの USB を右クリックする→プロパテ
ィ（R）が表示される、
プロパティの中に「ポリシー」のタブが無いので、
「クイック削除」が出てこない。
◆３時間目 パソコン全般

１５：２５～１６：２０ ５５分

１．記事紹介「保護されていません」クローム新版、警告の意味
日経 PC212018 年９月号 ６ページ １枚
グーグルのウエブブラウザ「クローム」では、今後アドレスバーに「保護されていません」
と言う警告が頻繁に表示されそうだ。
これはウエブサーバーとパソコン間でやり取りがＳＳＬ化（データの暗号化）されていな
いことが多い為である。
ウエブでの盗聴や改ざん、なりすましなどを防止する仕組みで、ショッピングサイトや会
員向けサイトなど個人情報やクレジット情報などを入力するページの多くはすでに導入
されている。
だが国内サイトの対応は遅れており、切り替え途中の過度期は警告への慣れから危険性が
あるので注意が必要。
SSL 化の見分け方
ＳＳＬ非対応

Web サイト画面のアドレス表示の先頭が「http://」で始まる。この
サイトはアドレスの場所に 保護されていません の警告が出る。

ＳＳＬ対応

Web サイト画面のアドレス表示の先頭が「https://」で始まる。こ
のサイトは全てのページをＳＳＬで保護している。

２．プリンター吸収体のその後の経過報告
５月の月例会でキャノン複合５色のプリンターが、吸収体が満杯で使えなくなくなるので
すぐに修理に出してくださいのエラー表示が出た。
５月末に新しいキャノンの複合プリンター（５色）を購入したが未開封で使用していない。
インク革命製の互換インクを使っており、買い置きがあるので８月初めに５色全部交換し
た。５月のエラー表示からコピー＆カラー印刷をＡ４用紙で約１２０枚ほどしているが印
刷そのものは滲みやカスレ等も無く正常に印刷が出来ている。
この互換インクが消耗すればこのプリンターは廃棄して購入済みの新型プリンターを使
う予定。
（エラー表示都度、ＯＫボタンを押す手間がわずらわしいが……。
）
皆さんもインクの買いだめがある時は、エラー表示が出てもＯＫボタンで印刷が出来るの
で、交換インクが無くなるまで使える事を参考にして下さい。
３．質問 互換インクで、カートリッジの穴から注入する安いインクがあるが、使用では安く
つくが大丈夫か？実際どんな具合か？ 使用経験者の意見を聞きたい。
回答 サンワサプライ発売の、インクをスポイドでの注入するタイプの使用経験があるの
で感想を述べる。
カートリッジの上部のプラスチックフイルムに穴を開けて、スポイドでインクを注
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入する。インクこぼれ等で周囲や手指を汚す恐れがあるので、事前に新聞紙を広げ
て置いて、ティッシュや薄いナイロン手袋をはめて作業をする。
インク注入後は開けた穴はセロテープ又は互換インクに付属している穴ふさぎ用
のシールで蓋をする。
インクそのものはプリンター型式に合致したインクを使用すれば、印刷後の出来栄
えは純正品と見た目には変わらない。
５． ４年前の平成２６年３月に買った Windows8.1 のノートパソコンを売却報告。
平成２８年７月にマイクロソフトが無償サービスで Win10 へグレード変更ＰＲしたの
で、Windows 8.１を Win10 にグレード変更をし、その後の大型クリエータアップデー
トも何の問題も無く使えていた。３０年２月の更新アップデートから画面が表示せず使
えなくなり、購入先の「ヤマダデンキ」で保証期間内の無償修理（ＨＤを新品交換）だ
ったが、Windows は元の Win8.1 仕様となっていた。
マイクロソフトに聞くと、以前に Win10 にアップグレードされている機種なら、再度
無償サービスで Win10 をダウンロードすることが出来る。
但し、今回と同様なことが起きる可能性があると言われた。メーカーのＨＰを見ても
Win10 アップへの適応型式でない機種だった。
以上から３月に Windows10 新型ノートパソコンを購入して、この win8.1 機は売却す
ることにした。
７月の月例会で売却値段は１，０００円位とひやかされたので、高く買ってもらいたい
ので売却先を決めるのに迷った。その結果購入した店はどうかと思い現物（付属品・取
説やケース箱等全部一式）を持参して申し出た結果、ノートパソコンの機能や傷等の査
定を受け、買い取り価格１８，０００円と言われて即断で売却した。
（中古パソコンも量販店が買い取りするのを初めて知った。
）
６． Windows10 標準搭載の Outlook2016 の接続設定の顛末報告
現在使用している Win7 機の Live メールが、サポート完了の関係で新規購入の
Window10 の Outolook2016 の操作をして立ち上げたが、接続画面にならない。
困ったので、東芝サポートに電話をして遠隔操作で同一画面を見ていただいた結果、こ
れは東芝でもマイクロソフトでもない。プロパイダで解決が出来ると言われプロパイダ
に電話をすると、Outlok2016 の接続が完了して Outlook の画面が立ち上がり、テスト
送受信も正常に完了することが確認できた。
この一連の顛末の詳細を皆さんに報告した。
尚、７月度月例会の時に、Live メールアドレスをＵＳＢフラッシュメモリーにエクス
ポート済みなので、OutLook2016 にインポート作業をした。２０１６のアドレス帳を
開くと正常に移管できており使える状態になっていた。
―以上―
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