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令和３年３月３１日 

リーダー八田 崇史 

令和３年３月度活動報告 

令和３年３月２７日（土）（第２７３回目） 参加者１０名 

３月８日に新しいプロジェクターとして、エプソン社の EB-W06を買い今日の月例会

で初めて使用した。スクリーンもクラブハウス備え付けの大型のスクリーンを使用し

た。 

投影してみるとワード・エクセルの文字も遠くから識別読む事が出来、写真も綺麗に

見ることが出来た。以前のプロジェクターとは比べ物にならない位で、皆さんからも勉

強のツールとして、買い替えて良かったと満足の声も聞かれました。 

 

◆１時間目 お答えします Q&A１２回講座の１２回目  1:30～2:１0 ４0分 

資料 日経パソコン 2019.7.22 60P １枚 

Q. ディスプレイの解像度が高いので、表示が小さいので見づらい。画面の一部をする

事が出来ますか？ 

 

A. Windowsには画面の一部を拡大する機能があります。 
この拡大鏡を出す方法は Windows キー＋＋キー で画面に出せます。 

拡大鏡を終了する時は Windows キー＋ESC キー で画面から消えます。 

 

拡大鏡を表示させてもキーボードの操作が可能で、入力作業は出来ます。 

拡大鏡の各種の動作の設定確認や変更は「設定」➔「簡単操作」➔左側の「拡大鏡」か

ら行います。 

「拡大鏡」をクリックすると、拡大レベルの大きさ・レンズサイズの変更等の設定が出来

ます。拡大レンズはポインターに引っ付いて動くので、レンズサイズは２０位にすると見易

い。 

 

◆２時間目 新年度計画の説明    ２：１０～２：３０ ２０分 

令和３年度（２０２１年）活動年間計画の計画表をスクリーンに表示して、 

・Q＆A１１回講座      ２月度を除く１１か月実施。 

・Windows10 機能活用１１回講座、 ４月と２月を除き５月に２回を含め１０か月で１１回

実施。 

・パソコン高速化改造講話     新規４月に実施 

ネット検索       ７月に１回実施。 

オンラインツールの活用講座     ９月に１回実施 

パソコン全般質疑応答等     ４月と年度末の２月を除き各月に入れた。 

Q&A 講座の名称を変更して新講座とすることになり、計画表の字句を修正する事になった。 

字句修正して、全員に再配布と HP にも掲載する。 

上記を説明して２０２１年度の計画は了承されました。 
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◆３時間目 ユーチューブについて   ２：３０～２：４０ １０分 

ユーチューブは３か月ほど前にしているので、内容については特にいう事はない。また、特

定のものを聞きたい時は、講座にしても音楽にしてもヤフーやグーグルのサイトから名称を入

力すれば、YouTube での画面になる。 

但し、パソコンのワードやエクセルの講座やピアの辻井さんの演奏等を何回も聞きたい時は、

ディスクトップにアイコンを出しておくと大変に便利である。そこでディスクトップに YouTube のア

イコンを出す方法を説明した。 

 

デスクトップに「ユーチューブのアイコン」を出す方法 
１．デスクトップの何もないところを右クリック 
２．「新規作成」をクリック 
３．「ショートカット」をクリックすると「ショートカット作成」が表示

される 
４．表示の中に入力してください に https://www.youtube.com と入力す

る 
５．右下の次へ をクリック 
６．このショートカットに名前を入れてくださいの表示 youTube と入力 
 

以上でユーチューブのアイコンがデスクトップに出ている 
 

◆４時間目 パソコン全般     ２：４０～３：５０ ７０分 

サイトの「×閉じる」を押してもどこを触っても、表示したサイトが消せない「無限アラート」の

仕組みと消す方法 

消しても永遠に消えないアラート：様々な無限アラートのコードと仕組み。無限アラートの対

処方法を解説！ 

 
今回は、無限アラートだけに絞って、コードの例と対処方法について紹介します。 

何度 OK を押しても無限に表示されるアラートは、初めて見ると「ウイルスに感染したのか

も？」と不安になします。 

しかし、仕組みさえ知ってしまえば、ただの JavaScriptのアラートです。 

無限アラートは何も怖いことはありません。 
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目次 

１． 無限アラートのコード例 

２． 様々な無限アラート 

２．１．Whileを使った例 

２．２．無限にループが出来れば書き方はなんでもいい 

３．無限アラートの対処法 

３．１．Google Chromeの場合 

３．２．Firefox の場合 

３．３．Edge の場合 

３．４．Internet Explorer の場合 

４．タスクマネージャーで無限アラートに対処する方法 

４．１．ブラウザで対処できない場合もある 

４．２．タスクマネージャーで無限アラートを脱出する方法 

５．詐欺サイトに多い無限アラート 

６．消しても永遠に消えないアラート：様々な無限アラートのコードと仕組み。無限ア

ラートの対処方法を解説！ 

 

無限アラートのコードの例 

無限アラートは、ほんの数行の JavaScriptで作成することができます。 

1 ≺script≻ 

2 var  i; 

3 for(i=1;i>0;i++) 

4 { 

5  alert("無限アラート"); 

6 } 

7 </script> 

 

この無限アラートについてですが、簡単に動作を説明します。 

 

変数 i を定義します。 

for文は、条件を満たす限り繰り返しを行います。 

iの初期値を 1（i=1）とし、ループのたびに iに 1を加えます（i++）。 

そして、iが 0より大きくなった時にループを終了します（i>0）。 

ここでわかる通り、i の初期値は 1 であるので、何度ループしても i>0 を満たしています。 

これで、無限に for文がループされます。 

for文の中に alert(“無限アラート”);を書くことで「無限アラート」というアラートが、

永遠に表示されることになります。 



4 
 

無限アラートはブラウザの動作を停止させるものであり、ブラウザクラッシャーと呼ばれ

ています。 

また、ブラウザクラッシャーは、略してブラクラと呼ばれます。 

これが、無限アラートの正体となります。 

 

様々な無限アラート 

非常に単純な無限アラートのコードですが、様々な書き方があり、どれも同じ動作を行い

ます。 

whileを使った例 

while は条件に合う限り無限に繰り返すコードです。 

したがって、while文でも無限アラートを行うことができます。 

 

1 ≺script≻ 

2 while(1) 

3 { 

4 alert（“無限”アラート”）; 

5 } 

6 ≺/script≻ 

 

while は()内の値が真か偽かで判定します。 

真なら繰り返しを実行し、偽ならループを終了します。 

コンピューターにおいて、1は真、0は偽という意味を持つので、while(1)は、無条件に真

となり、無限ループが発生します。 

無限にループができれば書き方は何でもいい 

ちょっと変なコードですが、無限ループさえ実現できれば、書き方は何でもいいです。 

for文で以下のコードであれば、alertが 10回表示されると終了します。 

 

1 ≺script≻ 

2 var I; 

3 ]for(i=0;i≺10;i++) 

4 { 

5    alert(“１０回のアラート”); 

6 } 

7 ≺/script≻ 

しかし、以下のように６行目に i=0を書き加えます。 

 

1 ≺script≻ 

2 var I; 

3 ]for(i=0;i≺10;i++) 

4 { 
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5    alert(“10回のアラート“)； 

6    i=0;≺/script≻ 

7 } 

8 ≺script≻ 

 

これで無限アラートになります。 

for文の終わりで iが 0にリセットされるので、永遠に i<10が満たされます。 

回りくどい変な書き方ですが、様々な方法で無限アラートを実現できます。 

 

無限アラートの対処方法 

無限アラートになったときの対処方法を紹介します。 

 

Google Chromeの場合 

Google Chromeの場合、タブを閉じることで解決できます。 

下のスクリーンショットの丸で囲んだ部分をクリックしてください。 

 

 
 

Firefoxの場合 

Firefoxの場合も Google Chromeの時と同様、タブを閉じるボタンで強制終了できます。 

 
また Firefox の場合には、2 回目以降のアラートの時に、「このページによる追加のダイア

ログ表示を抑止する」にチェックを入れることで、ページを閉じずに無限アラートを終了

できます。 



6 
 

 
 

Edge の場合 

Edgeの場合にも、 

 
また、Firefoxと同様、2回目以降のアラートの表示の際に「このページからのメッセージ

を非表示にする」にチェックを入れることで、アラートの表示を停止できます。 

 
Internet Explorer の場合 
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Internet Explorerの場合には、Google Chrome、Firefox、Edgeの時とは違い、タブを閉

じることはできません。 

2回目のアラートの際に「このページにこれ以上のメッセージの表示を許可しない」にチェ

ックを入れることで、無限アラートを回避できます。 

私個人としては、アラート表示中にタブを閉じることができない Internet Explorer は、

セキュリティの面からあまり使うことはお勧めできません。 

現在 Internet Explorer を利用しているなら、Google Chrome、Firefox、Edgeに乗り換え

ることをお勧めします。 

 
また、後述のタスクマネージャーからの強制終了を行うほう方法なら、アラートで OKをク

リックすることなく回避することができます。 

 

タスクマネージャーで無限アラートに対処する方法 

無限アラートについて、ブラウザ側で対処できなかった場合、確実にブラウザを停止させ

ることができるのが、タスクマネージャーを利用する方法です。 

ブラウザで対処できない場合もある 

ブラウザ側で対処できない場合があるかもしれません。 

また、無限アラートが単なるイタズラではなく本当に詐欺サイトであった場合には、ブラ

ウザ側で変に対処するよりも、強制的にブラウザを終了させた方が安全な場合もあります。 

特に、Google Chrome、Firefox、Edgeの場合には、タブを閉じることができますが、Internet 

Explorer の場合には、アラートで一度 OK を押さなければ無限アラートを脱出できません。 

詐欺サイトの場合、アラートで OKを押すとどんな動作をするかがわからないので、何とし

てもブラウザを強制終了させる必要があります。 

そんな時は、タスクマネージャーでブラウザを強制終了することができます。 

 

タスクマネージャーで無限アラートを脱出する方法 

まずはタスクマネージャーを起動します。 

Windowsの場合、左下の「ここに入力して検索」の部分に、タスクマネージャーと入力しま

す。 
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タスクマネージャーと入力すると、検索結果にタスクマネージャーが表示されるので、ク

リックして起動します。 

 
無限アラートが発生しているブラウザを右クリックし、「タスクの修了」をクリックします。 
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これで、ブラウザは強制的に終了します。 

無限アラートにアクセスしてしまったとき、また、怪しいサイトにアクセスしてしまった

ときに、参考にしてください。 

詐欺サイトに多い無限アラート 

無限アラートは詐欺サイトで稀に見ます。 

「ウイルスが検出されたから何かのソフトをダウンロードしろ！」みたいなサイトでは、

いつまでも消えない無限アラートで不安をあおるようです。 

もちろん、ウイルスが検出されたなんて嘘です。 

Microsoftに偽装した、巧妙な詐欺サイトと言えます。 

そんな時には、タスクマネージャーでサクッとブラウザを落としましょう。 

これで解決です。 

 

気になるなら、ブラウザを落とした後にご自身のウイルスセキュリティソフトでスキャン

してみてください。 

何も検出されなければ大丈夫です。 

 

消しても永遠に消えないアラート：様々な無限アラートのコードと仕組み。無

限アラートの対処方法を解説！のまとめ 

ここまで、無限アラートだけに焦点を絞って解説してきました。 

永遠に表示され続けるアラートは、初めて見たときには恐怖感があるかもしれません。 

しかし、ただのアラートです。 

適切な方法でアラートを止めれば、何も気にする必要はありません。 

以上、無限アラートについて、参考になれば幸いです。 
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参考 

文中にタスクマネージャーで無限アラートを脱出する方法の中で、タスクマネージャーを

表示さす 

やり方が書いてありますが、もっと簡単に出す方法があります。 

 

画面最下段のタスクバー内の何もないところにポインターを置いて右クリック、表示され

たドロップメニューの中の「タスクマネージャー」をクリック、すると表示している Webサ

イト名が出ているので、その上で右クリックして「タスク終了」を押せばよい。 

 

一番簡単なのはスタートボタン➔電源の中で「スリーブ」「休止状態」「シャットダウン」

「再起動」が有るが、「シャットダウン」で無限アラートとは「さよなら」が出来ます。 

 

スリーブや休止状態や単に電源ボタンを切るだけでは、接続状態が維持されているので、

画面表示すると無限アラートになった画面になります。 

—以上— 

 


