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１３：３０～１６：００
参加者１３名
◆１時間目
Google フオットの利用の仕方
(3 回講座の２回目)
1:30～2:20 ５0 分
第２回目 手持ちの写真をネットで生かす
分散した写真をクラウドに集約
資料 日経ﾊﾟｿｺﾝ 2018.10.22 52p～55p 4 枚
クラウドサービスに写真を保存するメリット
１．複数の機器に分散の写真を、１ヶ所に集約できるサーバーに保存するので、どこでも閲覧
や編集が出来る。
２．写真のバックアップ手段になり復元も簡単で、災害や障害に強い。
３．複数の人と共有が出来て保存先の URL を教えるだけで写真が見られる。
写真の保存先として適しているオンラインストレージサービス（クラウドサービス）は、マイ
クロソフトの「OneDrive」とグーグルの「Google フォト」となる。
パソコンからクラウドへの自動転送設定
Win7
OneDrive を開いて→フアィル(F) →設定→「自動保存」タブ →「写真と動画」の中の
□カメラ、電話などのデバイスを PC に接続するたびに写真とビデオを OneDrive に自動保
存 に  チエックを入れる。→「OK」を押す。
Win10
画面下のタスクトレーの右側の、通知領域に表示されている「OneDrive」のアイコンをクリ
ック→「その他」→設定(S) →「自動保存」タブ→「写真と動画」の中の
□カメラ、電話などのデバイスを PC に接続するたびに写真とビデオを OneDrive に自動保
存 に  チエックを入れる。→「OK」を押す。
（この設定で、デジカメやメモリーカードを接続すると、OneDrive に自動転送される。
）
OneDrive の概要と使い方
エクスプローラと同様のフォルダー別に整理が出来て使い勝手が良い。表示方式を「タイル」
や「写真」に切り替えるとサムネイルが大きく表示されるので見やすい。
パソコンに「OneDrive」フォルダーを専用に設けており、アカウントでサインインすればク
ラウドの内容と同期される。パソコンがオンライン状態なら、写真のアップロードや整理が同
期で出来ている。
Google フォトの概要と使い方
グーグルフォトの場合、取り込んだ写真の撮影日を基準にした時系列順に、自動的に付与され
るタグ番号で保存される。
（写真の検索手段にしている。
）
写真保存の際に保存サイズを指定するが、元の大きなサイズでも可能だが、１５GB 容量の関
係から高画質で圧縮される（１６００万画素）での指定で十分と思われる。
パソコンから Google フォトに写真を転送する場合は、専用アプリ「バックアップと同期」を
開いて初期設定をしてアップロードをする。
（写真がクラウドに送られてパソコンに残らない）
OneDrive はフォルダーに写真が保管されパソコンに残るが、Google フオトは残らない。
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Google フォトの使い方
グーグルフォットをクリックし開いて、表示された写真の一コマをクリックすると拡大写真が
表示される。
写真右上に七つのアイコンが表示されている。
左から 共有、 編集、 拡大、 情報、 お気に入り、 削除、 その他のオプション。
「編集」のアイコンをクリックすると、
画像右側に１４の編集項目（オリジナル～眺望まで）が表示されるので、アルパカを押すと
左の元画面がアルパカ表示に変更される。
アルパカになった画像の上でポインターを押すと、元の画像が出るので比較が出来る。
画面上に拡大・編集を元の戻す・完了・その他のオプション が出るので、完了を押すとアル
パカの画像で保存される。
元に戻したい時は、オリジナルをクリックすると元の画質になるので上部表示の完了を押す。
編集した画像を送りたい時は、画像の上にポインターを置くと、七つのアイコンが出るので左
にある共有をクリックして、メールアドレスを入力すると送信が出来る。
「情報」のアイコンを押すと、
右側に 日時・番号・画素数・カメラ名・撮影情報の詳細が表示されている。
「画像の傾き補正」
編集したい画像の上をクリックすると、拡大画像が表示される。画像の上の編集アイコンを
クリックすると、右側の１４コマ画像の上右に回転のアイコンが表示されている。
この回転のアイコンをクリックすると、右側に０度から４５度までの指標が表示されるので、
０度表示の上にポインターをおいて、上下にスライドさせると傾き調整が出来る。完了を押す
と保存される。元に戻したい時は、角度編集した画像の右側のオリジナルを押すと、元の画像
になる。
左側のフイルタを押すと、明るさ・色・ポップの調整が出来る。
◆２時間目 医療費控除集計の補足説明
２：２０～３：１０
５０分
先月エクセルでの医療費控除集計で、VLOOKUP 関数 の説明不十分だったので、補足説明
をしました。
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部門コード
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部門コード
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A1
庶務部
4
A2
人事部
5
B1
第１製造部
6
B2
第２製造部
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B3
第３製造部
8
C1
営業部
9
C2
資材部
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上記の表のＣ４～Ｃ１４に VLOOKUP 関数で部門名を入れる方法。
１． Ｃ４のセルをクリックして、メニューの「数式」タブをクリック。
２． 上部左にあるｆｘ（関数の挿入）をクリックすると、ダイアロボックスが出る。
３． 関数名（Ｎ）で VLOOKUP を選択して ＯＫ を押す。
４． 関数の引数ダイアロボックスが表示され、検索値に点滅で入力状態になっている。
５． Ｃ４セルをクリックすると、検索値にＣ４
が表示される。
６． 範囲の枠をクリックして入力点滅を出して、Ｅ３～Ｆ１０までドラグすると窓にセル番号が
F6:G13
と表示される。
７． 列番号に２と入力して ＯＫ を押す。するとＢ５セルに、#Ｎ/A の表示が出る。

部門コード

部署名
#N/A

部門コード
A1
A2
B1
B2
B3
C1
C2

部署名
庶務部
人事部
第１製造部
第２製造部
第３製造部
営業部
資材部

８． Ｂ４セルにＡ２と入力すると 人事部と入る。
（７．のＯＫを押すと人事部と入るのが正しい。#N/A の表示は操作が間違っていると思われる。
）
◆３時間目 パソコン全般
３：１０～３：５５
４５分
解決事例
１．Win7 Update KB4461627 インストール後のエクセルエラー問題。
確かに、このアップデートをインストールされているエクセルに文字を入れると操作不能に
なる現象になる。Excel2010 と KB4461627 との組み合わせで発生している。
急遽プログラムからこの KB4461627 をアンインストールしたところ、エクセル２０１０は
正常に操作が出来るようになった。
但し。Microsoft Excel2010 (KB4461627) 64 ビット版セキュリティが入っている人と、入っ
ていない人もある。
２．デスクトップ２台、ノート２台の計４台のパソコンを Win10 で使っているが、デスクトッ
プの１台がスタートボタンをクリックしても、時々スタートメニュー画面が開かない。
又、何回かクリックすると開いたり、開いても閉じてしまうことがあったが、ついには常時
開かなくなった。
次の方法で解決した。
１．キーボードの CTRL + ALT + Del キー を同時に押す。
２．画面右下にある画面右下にある ボタンをクリックします。
３．メニューが表示されたら、キーボードの Shift キーを押しながら、シャットダウンを
押す。
私の場合は上記の対策を実行したところ解決し、今のところ再発していません。
３．怪しいアンサーサービスメールの紹介
１２月２４日メール着信
第三者によるアクセスを確認しました。万全を期すために本日、お客様の登録ＴＤを以下
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の通り暫定的に変更させていただきました。下記のＵＲＬからログインして新たなＩＤ・
パスワードの変更登録を「１０桁以上でしてください。
このメールに対し、
勝手に暫定的に変更している。
確かにこのカードは使用しているが、この２点
ＵＲＬにアクセスしてログインせよ！
でオカシイと判断した。
以上から何もアクションを起こさず、そのままに放置している。
この手のメール着信は他の人にもあるようだ。ほとんど無視をしている。
又最近、Web サイト（ヤフー・グーグル・楽天・インフォシーク等）を見ていると、
「Windows システムが破損しています」がよく出るようになってきた。
Windows 詐欺警告「Windows セキュリティシステムが破損しています」が出てしまった時の
対処方法

ブラウザでウェブページを開いたら突然上画像のようなページに切り替わってしまったことはな
いですか？ それとも今正にこのページが表示されてしまっていますか？
激注意
絶対に「更新」や「続行」
、
「こちらをクリック」などのボタンを押さないでください！！
最近このシステム警告が突然あらわれるトラブルが頻発しています。
この「システム警告」は「偽警告」で、まんまとダマされたユーザーにソフトウェアをダンロード
させようとする「詐欺警告」なんです。
最近ではこの詐欺警告の類を「ダウンロード爆弾」なんて表現します。
◆４時間目 Windows10 を使い易くする。 ３回講座の２回目
「スタートメニューをすっきり」～「置き場所を決める」までをする予定をしていたが、天気予
報通りに寒波が来て窓の外が雪で吹雪いているので、４時間目は中止して３：５０分で帰る事
にした。
この講座は次回に持ち越しとした。
―以上―
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