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令和元年７月０７日 

リーダー 八田 崇史 

６月度活動報告 

令和元年６月２２日（土）（第２５４回目）             １３：３０～１６：００ 

                                      参加者９名 

◆１時間目 お答えします Q&A   １０回講座の３回目  １３：３０～１３：５０ ２０分 

                      料 日経パソコン 2017.4.24  63ページの１枚 

  Q 紙の書類がいっぱいたまってしまったのでこれをデジタル化して、パソコンやスマートフ

ォンで見られるようにしたいが、簡単な方法は？ 

  A 紙の書類をデジタル化するためには、イメージスキャナーを使うのが一般的だが、最近で

はスマートフォンやタブレットのカメラ機能を使うことができるアプリソフトで、ホワイ

トボードや印刷ドキュメントの写真を撮った後、トリミング・シャープ化ができ、歪補正

も自動補正してくれるので、スキャンしたかのような画像が得られるのが特徴。 

   Office Lensの使い方 

     App Store (iOS) またはGoogle Play (Android)に「Office Lens」と入力して検索し、

Office Lensアプリをインストールする。 

     Office Lensで取り込んだデーターの保存先は、One Driveを使用するので、マイクロ

ソフトのアカウントが必要です。 

とりこんだ書類はOne Driveを経由してどの機器からもアクセスが可能です。 

     保存先 One Drive    ＝ One Driveの画像フォルダー 

         WordとPDF ＝  One Driveの「ドキュメント／Office Lensフォルダー」 

     作業手順は簡単で、明るい平らな机の上等に書類を置いて、照明の映り込みに注意して

撮影をします。 

     Office Lens は、カメラの傾き等は補正してくれますが、書類の反りや映り込みやブレ

等は補正できません。取り込まれた書類は画像以外なら文字認識が自動で行われ、書類内   

の文字を検索できるようになります。 

   ※その他のスキャンアプリとして、Cam scanner (iOSアプリ)無料 があります。 

 

◆2時間目 Windows10裏技活用 ７回講座の２日目     １；５０～３：０７ ７７分間 

             講座の資料は６月１５日に３回の分割で送信済み。 

デスクトップ画面の自動整列は無効にしたほうが断然便利    特別付録 ３４P １枚 

     自動整列が有効になっていると、アイコンを動かしても自動的に元の場所に戻ってしまう。 

   広いデスクトップの場所をグループ分けで自由にアイコンを配置したい。 

   アイコンを自由に配置する方法 

１． デスクトップの何もない部分で右クリックして➔表示(V)をクリックする。 

２． 「 アイコンの自動整列」にチエックが入っているので、クリックしてチエックを外す。 

以上でアイコンの配置が自由になります。 

 通知領域の日付表示を西暦から和暦に変更する方法      特別付録 ３５P １枚 

   デスクトップ右下のカレンダーには西暦の表示日付が表示されているが、これを和暦に変更

できる。 

  変更手順 
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① タスクトレー内の「日付と時刻」の上で右クリックする。 

② 「日付と時刻の調整（A）」をクリックする。 

③ 右側の関連設定の「日付・自国・地域の書式設定」をクリックする。 

④ 「データー形式を変更する」のウインドウが開くので、カレンダー 西暦（日本語） ⋁  

 の ⋁を押して、和暦を選択する。 

すると瞬時に、下方の2通りの 日付（短い形式・長い形式）と通知領域（タスク内の）

日付が変わっている。 

 ローマ字入力しか使わないなら「かな入力」は無効にせよ   特別付録 ４２P 1枚 

  誤動作による“不本意な切り替え”を抜本的に解決 

   原因は ALTキー と カナ／かなローマ字キー を押してしまう事による。 

  入力モードキーの設定を削除する手順 

① 通知領域内の IME言語「あ」又は「A」の上で右クリックする。 

② 「プロパテイ」を選択する。 

③ 表示された窓の「詳細設定」を押して「全般」タブの編集操作の 変更ボタン をクリッ

クする。 

④ 「キー設定」タブの縦軸キーの「ローマ字」を選択して、 削除（R） を押す。 

 

※ Win7の時からもこのような誤動作をしたこともないので、この操作はしなくてよい

のではないか！ と思っている。 

 予定の通知やメールの着信をロック画面に表示させる    特別付録 ４６P １枚 

  サインインをしなくても通知を受け取れる 

   ウインドウズの通知機能は、カレンダー登録したスケジュールやメール着信通知など便利だ

が、通常はサインインしないと確認ができないが、設定を変更する事でロック画面で通知の表

示ができる。 

   ロック画面表示設定手順 

① スタートメニューから「設定」➔「システム」➔「通知とアクション」を開く。 

② 画面右側の「通知とアクション」の中で通知の   

ロック画面に通知を表示する  を            ○ オン にする。   

③ 同じ通知とアクションの画面の左上の「 ← 設定」の←をクリックして、ホーム画面に

戻り 個人用設定 を選択する。 

④ 表示された画面の左側の ロック画面 を選択し、 

右側の簡易ステータスを表示するアプリを選ぶ 

   ＋   ＋   ＋   ＋   ＋  

 

サインイン画面に背景がロック画面を       ○ オン にする。   

    ＋表示でアプリが並んでいるので、個々に押すとアプリ目が表示されるので適宜選ぶ。 

   以上でデスクトップ左下隅に選択したアプリの通知が表示される。 

 更新プログラムのインストールやそれに伴う再起動の時間を制御する 特別付録４８P １枚 

   アクティブ時間を指定して再起動の通知を設定 

  設定手順 

① スタートメニューを開いて、歯車アイコンの「設定」をクリックし、「更新とセキュリテ
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ィ」を押す。 

② 表示された画面左側の更新とセキュリティの「Windows Update」を選択し、画面右側の

「アクティブ時間の変更」をクリックする。 

③ アクティブ時間の窓が表示されるので、 

 自分がパソコンを使う開始時間と終了時間を指定して、 保存 をクリックする。 

続いて更新プログラムによる再起動の通知に関する設定を行う。 

④ Windows Updateの画面に戻り、右側の中ごろにある「詳細オプション」をクリックする。 

・更新プログラムをインストールするために、再起動が必要な場合はできるだけこのデバ 

イスを再起動してください。再起動の通知が表示されます。 

デバイスがコンセントで接続されて、電源が入っている必要があります。 

○  オン にする。 

    ・更新プログラムの通知 

     更新を完了するために、PCの再起動が必要な場合は通知を表示します。 

○  オン にする。 

以上でパソコンを使用しない時間帯でUpdateがされる。 

 更新チエックを手動で行い再起動する日時を指定 

① スタートメニューを開いて歯車アイコンの「設定」を押して、システムから「更新とセキ

ュリティ」をクリックする。 

② 画面表示されたWindows Update画面右側の「更新プログラムのチエック」をクリックす

ることで、手動で実行することができる。 

「更新プログラムのチエック」をクリックすると、最新の状態（最終チエック日時）が表

示されるが、現在までの時間の間に追加プログラムがあれば、「追加のプログラム」があ

ります の表示がされる。 

③ 今すぐダウンロードしてインストール（青色表示） をクリックすると、DLとインストー

ルが始まる。 

④ DLとインストールが完了すると、再起動が必要な更新プログラムの場合は下記の表示が

出る。 

        再起動が必要です。  今すぐ再起動する  

    

今すぐ再起動を押すと、アクティブ時間設定を無視して実行となる。 

※ 更新プログラムのDLやインストールは、基本的に全自動で実行されるが、再起動が必要

なプログラムの場合も、再起動も自動で行われてしまう。 

 タスクバーの位置はしただけじゃない！配置ごとのメリットもさまざま 

                            特別付録 ５８P～６０P ３枚 

     自分に合ったタスクバーの位置を見つけよう 

   Windowsにスタートボタンが登場して以来、タスクバーは画面下が常識だった。しかし現

在では、左右上下に配置が可能で、場所により若干使い勝手が異なるが、配置スペースを有効

活用するユーザーが増えてきた。 

   ウインドウズでは、情報要素を左から右へ並べる傾向が強いため、最も使いやすいのが左側

配置である。 

   上側配置はレイアウト上目線の位置が高くなるので、ノートパソコンに適しているといえる。 
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右側配置は最も使いづらい場所だが、左利きのユーザーには適している。 

   タスクバー配置換えの手順 

① タスクバー内（通知領域）の何もないところで右クリックする。 

② タスクバーの設置（T）をクリックする。 

すると画面が変わり、左側の「個人設定」の一番下の「タスクバー」左側に色付き選択さ

れているので、右側画面にタスクバーの各機能が表示されている。 

③ タスクバーボタンを結合する 

 結合しない        が表示されているので、結合しないにしておく。     

④ 画面上のタスクバーの位置 

   下        ⋁  と表示されているが、これは現在位置を表示している。 

⋁ を押すと左・右・上・下が表示されるので、任意を選択指定すると瞬時にタスクの位

置が変わる。    位置を変えたいときは ④ で位置を指定する。 

⑤ 場所が変わるとタスク内の言語バーの幅等が折り返しになるので、見やすいようにタスク

の境界線をドラグして広げよう。 

⑥ 各種のアイコンの整列が変わっている場合、当講座での最初のP34「アイコンの自動整列」

を無効にして自由に配列しよう。 

◆3時間目 パソコン全般                  ３：０７～４：０５ ５８分 

 １．Windowsノートパソコンが突然起動出来なくなり使用不可なった。元通り使えるようにな

るまでの（S氏の）顛末報告。                          ３

３分間 

    ある日アップルのノートパソコンを使うために電源を入れたら、Windowsが一時的に立

ち上がるが、すぐにブルー画面になってパソコンが使えなくなった。初めて経験することで

何をやってもダメでお手上げになった。 

    京都駅前から七条通りを２００mほど西進し北側にあるパソコン修理・データー復旧専門

店のDr. Home Netに持ち込みした。 

    いろいろやってもらったがうまくいかず、クリーンインストールしかないと言われて、

SSD２５６GBのハードデスクをパーティション（１７０GB：８０GB）してフォーマット

をしてもらった。 

   ２５桁のプロダクトキー使用で、Windows10を入れ大型アップデートもインストールして

もらい、正常状態に４日間かかった。但し、正規のワード・エクセルは使えないのでWeb

版を使用している。  ２８，０００と高価な修理費用になった。 

    トラブルの原因 

      アップル OSの大型Update     ６月の初めの配信がたまたま 

      Windows  の大型Update     同時期に行われた。 

     アップルのUpdateを先に入れて、後からWindowsのUpdateを入れたら問題が起こ

らずにトラブルになら無かったのを、入れる順番を後先逆にして、Windowsを先に入れ

て、Appleを後にしたのが間違いの元であった。 

 

   ２．Win10の IME言語バーがいつの間にかタスクトレーからなくなっている。表示してタス

クトレーに入れる方法は？ 

「日本語入力の言語バーの再表示方法」 
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１８０３バージョンアップにより、１７０９バージョンの「コントロールパネル」と「設定」

メニューが変更されている。 

 １７０９の時は「ＩＭＥ言語バー」を表示さす場合、「コントロールパネル」から時計・言語・

地域をクリックすればよかったが、１８０３以降１９０３でも言語が無くなっているので、ＩＭ

Ｅ言語バーの表示が出来ない。 

１８０３以降のバージョンで、ＩＭＥ言語バーを出す方法は次の様にする。 

１． スタートボタン 

２． 「設定」をクリック 

３． 「時刻と言語」をクリック 

４． 左側の「言語」をクリック 

５． 一番下の青色の 常に既定として使用する入力方式を選択する をクリックする。 

６． 「キーボードの詳細設定」の中の、□ 使用可能な場合にデスクトップ言語バーを使用す

る。  にチエック  を入れる。 

７． 「言語バー」タブの中の 〇 タスクバーの固定する にチエック黒丸の●印を入れる。 

 

   次に言語バーをタスクトレーに表示さす為に 

８． その下の 青色の 言語バーオプション をクリックする。 

９． 「テキストサービスと入力言語」が表示される 

  原語バータブの中の 

     〇 デスクトップ上でフロート表示する  にチエックを入れて 

□ 原語バーアイコンをタスクバーで表示する にチエック を入れる 

              ＯＫ を押す。 

※デスクトップ上の「ＩＭＥ言語バー」の最少化を押してもタスクバーに入る。 

以上でタスクバー内にＩＭＥ言語バーが入っている。 

 

従来の１７０９の方法 

   １．コントロールパネル 

２． 時計・言語・地域 

 ３．言語の詳細設定の選択  

４．入力方式の切り替え 

□ 使用可能な場合にデスクトップ言語バーを使用する にチエック  を入れる。 

    ５．最小化を押すと、タスクトレーに「ＩＭＥ言語バー」が表示される。 

                                    ―以上― 

 


