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2000 年 12 月 1 日
《 パソコンと目の現代病 》
目の使いすぎに要注意

インターネットの豆知識

気をつけたい注意点 !!

眼症状の予防に!!
① ディスプレイの後ろに窓がある場合は、ブライン
ドやカーテンで、背景をやや暗く。
② 画面の明るさ、キーボード周囲を照らす照明のバ
ランスをとる。
③ 書類は、画面とキーボードの間に置き、視線を縦
の動きだけにする。
④ パソコン使用が長時間になり過ぎないようにし、
家に帰ったらリラックスして眼の疲れをとる。

インターネット
インターネットとは、文章や画像、動画や音声の表
示が可能で、世界各地のコンピュータと情報の共有が
できます。インターネット上にホームページを開設し
て商品の紹介を載せればインターネット上の店舗が
設立できるわけです。
インターネット人口はここ数年で爆発的に伸び、世
界では 2000 万人を超えると言われています。日本総
人口の 10 分の 1 を超える数字で、携帯電話の普及と
比較してもインターネット上の方が激増しています。
インターネット上の市場は急激な拡大をしており、同
時にビジネスチャンスも発生しているのです。新しい
市場に着目した企業のインターネットショッピング
ホームページは爆発的に伸び続けています。

■ 著作権・名誉毀損
自分のホームページに雑誌で気に入
った写真をスキャンして載せたり、別の
ホームページからコピーしてきた画像
などを載せるだけで肖像権を侵害して
います。また、掲示板などでの口論がも
とで名誉毀損、侮辱罪で訴えられたとい
うこともあります。気軽に情報発信でき
るインターネットも、立派なメディアで
す。良識と責任を持って行動を。
■ 無防備な身元
掲示板などに投稿する際、署名に住所
や電話番号まで律儀に記載する必要は
ありません。また、アンケートなどに簡
単にアドレスや本名を記入するのも避
けたほうが無難。蓄積されたあなたの個
人情報が悪用されないとも限りません。
■ 美味しい話に要注意！
「突然のメールで失礼します。不要な
方はこのまま削除お願いします」「凄い
サイドビジネスを発見しました！」こん
な見出しで始まる長い長いメール。これ
らはその先を読まなくてもねずみ講の
お誘いメールです。スパッとごみ箱に捨
てましょう。

インターネットショッピング
インターネットショップの利点は、立地条件に影響されず、店舗にかかる費用も少なくて、24 時間無
人でのオープンが可能だということです。さらに、紹介する商品の数は店舗の大きさに制約されず、ホ
ームページを拡張していくだけで紹介商品の数を増やすことができます。以前は、ホームページを開設
するだけで話題になり、企業の宣伝になる時もありました。しかし、今はなかなかそうもいきません。
ビジネス目的のホームページの数が増えれば増えるほど競争相手は多くなり、現実の店舗を建てるのと
同じように、ホームページ自体の広告や立地条件を考慮する必要がでてきています。

お問い合わせは

白川ＯＡ／加藤・奥村
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T E L：05747-4-0013
E-mail：soasys@poplar.ocn.ne.jp

ホームページＵＲＬ(アドレス)を解読する。
http://www.yjsnet.co.jp

ハイパーテキス
トという、インタ
ー ネ ッ ト世 界 の
基 本 言 語で 作 ら
れ た データ と い
う意味。枕詞とし
て｢必ずあるもの
だ｣と考える。

Company(企業)
の略。企業のホ
ームページとい
う意味。 他に
or(団体)、net(イ
ンターネット接
続業者)等があ
る。

ワールド・ワイド・ウ
ェブ。インターネット
のデータという慣用
句。これの無い(or 異な
った)アドレスもある。
団体名や社名など、固
有名詞。

Japan(日本)の略。｢日
本国内のコンピュー
タ内にあるホームペ
ージ｣という意味。ド
イツなら de、台湾な
ら tw 等。アメリカ企
業等はこの国記号無
しで com。

ＵＲＬ( Uniform Resource Locator [ユニフォーム リソース ロケーター] )
例)http://www.yjsnet.co.jp/index.html
インターネット上のリソースのロケーションを指し示す記述様式。
ネットワーク上のリソースの場所を統一的に表記する記述方式で、どこから、どのようにデータ
を取ってくるかを簡単に記述できる。
○スキーム名
『http』は、スキーム名と呼ばれる。これにより、ＵＲＬが指し示すリソースの種類を表す。
http の他には、ftp・wais・telnet などがある。
○サーバ名
『//www.yjsnet.co.jp』は、サーバ名。そのリソースを提供するインターネット上のサーバを識
別する。スキーム名とこのサーバ名の区切りにはコロン(｢：｣)を指定する。
○パス名
『index.html』は、サーバ内でのＨＴＭＬ文書を示すパス名、WWW クライアントでは、この
ファイルを読み込むことで、WWW サーバの情報を表示する。
○(ポート番号)
通常は省略される。サーバ名の後ろに付く。(http://www.yjsnet.co.jp:80) スキームが http の
場合には、通常は 80 を指定。サーバ名とポート番号の間もコロンで区切る。

パソコンの利用目的
ウェブサイトの閲覧
電子メール
レポート作成
ホームページ作成
データ管理
ゲーム
画像の編集や加工
年賀状やはがきの作成
写真や映像の鑑賞
音楽の編集や創作

使用中のパソコン
40.0％
28.5
8.0
3.0
7.0
1.5
3.5
1.0
1.5

次回購入したら
29.5％
21.0
6.0
8.0
9.5
1.0
12.5
0.5
2.0
3.0

最近のパソコン利用目
的は、インターネット閲
覧や電子メールから画像
の編集・加工やホームペ
ージ(ＨＰ)作成などに分
散。新たにパソコンを購
入した場合は、インター
ネット閲覧と電子メール
が減少し、画像の編集・
加工やＨＰ作成・データ
管理などの比率が上昇。
（出典：日刊工業）

・オペレーション問い合わせ
・コンピュータ関連消耗品
・システム／ソフトウェア問い合わせ
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白川ＯＡ

Ｔ Ｅ Ｌ：05747-4-0013
Ｆ Ａ Ｘ：05747-2-2008
E-mail：soasys@poplar.ocn.ne.jp

(キー操作のヒント集)

◆ワープロ お助けコラム
○
〒
〃
々
きごう

「まる」と打ち、変換する。
強調文字 強調したい文字を選択し、ツール
「ゆうびん」と打ち、変換する。
バーのＢをクリックする。
「おなじ」と打ち、変換する。
アンダー 引きたい部分を選択し、ツールバ
ライン ーのＵをクリックする。
「きごう」と打ち、変換していく。
と打ち変換すると、様々な記号を表示することができます。[例：§・※・♭・φ・α]

インターネットは自宅のパ
ソコンをネットワークに接続
して行う。以前は一般家庭か
らのインターネット接続は、
アナログ電話回線を使用する
だけだったが、ＩＳ-ＤＮや高
速通信が魅力のケーブルテレ
ビ経由接続など、様々な接続
方法が登場。自分の環境に合
わせて選ぼう。

インターネット
の仕組み

インターネット
を始めるには

電話などの回線を通して世界
中のコンピュータと通信できる
ネットワークのこと。｢http://｣か
ら始まるアドレスでホームペー
ジの位置がわかり、それを打ち込
むことで、様々なページを閲覧す
ることができる。メールアドレス
を取得することで、ネットワーク
を利用した電子メールのやりと
りも可能になる。

プロバイダ と契
約しよう

インターネットに接続するには、プロバイダと呼ばれる接続業者との契約が必要。モデムと
電話回線でプロバイダに接続することで、そこからネットワークが広がる。利用料金体系には、
接続時間の分だけ料金がかかる従量制と、時間に関わらず一定料金のかかる定額制がある。

ホームページを開設したらこんなことがないように！
1：電子メールの返信は翌日以降
3：独自ドメインをもっていない
5：トップページは広告だらけ
●
●
●

●

2：休日は電子メールのチェックはお休み
4：トップページの表示に時間がかかる
6：ＨＰの更新はせいぜい月に 1 回
ゴミ HP の一例

インターネットやホームページをはじめたいけど、何と何が必要なの？
全社員にメールアドレスを持たせたいなー。どうしたら？
インターネットの手続きってどうやるの？
料金は高いの？
システム管理者はどうするの？
白川ＯＡインターネット事業部
独自ドメインってどうすれば取れるの？
TEL：05747 -4-0013
早いもの勝ちってホント？
FAX：05747 -2-2008

◎インターネット接続サービス
◎ホームページ作成サービス

白川ＯＡでは皆様のコンピュータでインター

ネット接続するお手伝いをしております。インタ
ーネットが使えるように設定をしたい、メールの
使い方が知りたい、自社のホームページを作りた
い等のご要望は上記までお問い合わせ下さい。
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快適なインターネットライフを始めよう

上手なプロバイダーの選び方

インターネットは情報収集に威力を発揮！しかし、イン
ターネットを始めるには、まずプロバイダーと契約する必要あり。プロバイダーは、インターネッ
ト・サービス・プロバイダーというインターネット接続サービス業者。3,000 超のプロバイダーの
中からの選択は悩むところ。一度加入して、別のプロバイダーに入り直すには、メールアドレス、
ホームページアドレスを変更しないといけないという問題があり、プロバイダーの変更は避けた
い。ダイヤルアップ接続での 4 つのポイントを紹介。

◎アクセスポイント

インターネットに接続するには、まずプロバイダーのコンピュータに
接続する。普通プロバイダーのアクセスポイント(接続地点)に電話でつなぎます。だからアクセス
ポイントまでの電話料金が必要なため、安い電話料金でかけられる場所にアクセスポイントをもつ
プロバイダーを選んだ方がよい。プロバイダーの料金が安くても、アクセスポイントが市外にあれ
ば電話代が高くなる。
アクセスポイントの確認に気を付けることは、回線の種類と接続スピードで、自分のパソコンと
電話回線状況が対応していること。デジタル回線(ISDN)で使用するのに、アナログ回線のアクセス
ポイントしかないプロバイダーに接続してもダメ。
◎料金体系

プロバイダーの料金体系は二つ。一つは、つないでいる時間に応じて料金のか
かる｢従量制｣（例：8 円／分、9 円／分という設定）と、年間(月間)どれだけ使っても一定額の｢定
額制｣（例：料金体系 3000 円／月）。
基本は、この｢従量制｣と｢定額制｣の二つ。実際には、この両者を組み合わせたタイプが多い。例
えば、１ヶ月 15 時間までは定額の 2000 円で、それ以上使用すると 1 分 8 円の追加料金がいるとい
う料金体系。各プロバイダーには、様々な料金プランがあり、インターネットをどのように利用す
るかによって比較検討。
◎バックボーン

バックボーンとはプロバイダーのネットワーク基幹回線。バックボーン回
線の太さが通信速度に影響するが、実際に使ってみないとなかなか分からない。中には回線設備が
不十分で、混み合った時間帯(午前零時前後)になると通信速度が遅くなって、イライラすることも
ある。バックボーンはプロバイダーを選ぶ重要な要素。
◎サポート体制・サービスの充実

何かあった時にどのくらい親身に問題解決してくれるか
は重要なポイント。24 時間 365 日受付でサポート体制に力を入れているところもある。いずれ自
分のホームページを持ちたい人は、ホームページの無料掲載サービスを実施しているところを選ぶ
のもよい。それぞれ独自のコンテンツ(情報内容)を提供しており、このような視点からプロバイダ
ーを選ぶのも、情報収集の役に立つ。

岐阜県商工会連合会推薦
白 川 町 商 工 会 推 薦 ケイリマン販売指定店
白川町青色申告会推 薦 Ｎ Ｔ Ｔ 取 次 店

有限会社 白川オフィスオートメーション
〒509-1105
岐阜県加茂郡白川町河岐 1738 番地 ホワイトベル2F
ＴＥＬ：05747-4-0013 ／ＦＡＸ：05747-2-2008
Ｅ-Ｍａｉｌ：soasys＠poplar.ocn.ne.jp
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