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連載：パソコンの買い方ガイド（２）
パソコンには大きな価格差がある。雑誌を読んだ
り、色々なカタログを調べると、6 万円で買える
デスクトップから 40 万円を超える高級ノートパ
ソコンまである。初めてパソコンを買おうとして
いるなら悩むのは当然。
パソコンの価格差は、自動車と同じように考える
と分かりやすい。車でも 100 万円を切る軽自動車
から、2000 万円を超える超高級のロールスロイ
スまである。どんな車でも目的地にたどり着くこ
とはできる。違いは性能だけではないところがミ
ソ。人が大勢乗れたり、内装が高級だったり、4
輪駆動だったり、2 人乗りのスポーツカーだった
り。用途やニーズによって多くの選択肢がある。
パソコンは数年前まで＜価格＝性能＞だった。高
いパソコンは性能もよく快適に使えた。ところが
最近では、20 万円のパソコンが 30 万円のパソコ
ンよりも基本性能が高いことさえある。車と同じ
ように多様化するニーズに対応した結果、色々な
モデルが登場してきた。
自動車の場合は、100 万円を切る軽自動車でも普
通に道を走って移動することができる。高速道路
でも、制限速度内で走るなら何の不自由もない
（多少車内が狭く、乗り心地は悪いけど）。
情 報

という日本語

パソコンも同じ。用途・目的がたくさんあるので、
単に「100 キロで走れればいい」という基本作業
を決められない。だがしかし、今は、インターネ
ット、オフィスソフトの利用を基準にしてもいい
だろう。
そう考えると、10 万円クラスのパソコンでも 40
万円のパソコンでも、普通に使うことができる。
さすがに 6 万円程度のパソコンでは、オフィスソ
フトが入っていないことがほとんどだが、追加購
入すれば利用そのものは問題なくできるわけで、
機械的な機能だけを見れば十分なのだ。
普通に道を走りたいだけならどの 車を買っても
問題ないように、どのパソコンを買っても普通に
使える。ところが、車好きの人に「どの車を買え
ばいいですか」と相談しても、いきなり軽自動車
を薦められることはあり得ない。車のことを全く
知らない人に対するとしても、とりあえず中級ク
ラスの自動車を薦めるはず。
パソコンも全く同じ。どのパソコンを選ぶかは、
用途や目的、予算によって変わってくる。あなた
が悪路を走ることを主張しなければ、誰も 4 輪駆
動を薦めてくれないのと一緒。それで文句を言う
のはスジ違い。自動車選びと一緒なんだ。
【出典：戸田 寛】
情報＝INFORMATION

「情報」という日本語は、福沢諭吉の翻訳といわれ、森鴎外が「情報とは、敵と敵国に関する我智
識の全体を謂ふ」（『戦論』）と使っている。敵に勝つための知識、それが情報だった。
【出典：中日春秋】
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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：0574-74-0013
早い物勝ちってホント？
FAX：0574-72-2008

◎インターネット接続サービス

白川ＯＡではインターネット接続のお手伝いをして

◎ホームページ作成
＆管理サービス

います。インターネットが使えるように設定した
い、メールの使い方が知りたい、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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ワープロ
・「わかった」と入力するには…
ＴＡ→「た」
ＴＴＡ→「った」
ＷＡＫＡＴＴＡ→「わかった」
・「さっそく」と入力するには…
ＳＡＳＳＯＫＵ→「さっそく」

小さな「っ」は、子音
を重ねて入力

「お」と「を」

・「おとうさんはえをかく（お父さんは絵を描く）」と
入力するには…
ＯＴＯＵＳＡＮＮＨＡ→「お父さんは」
ＥＷＯＫＡＫＵ→「えをかく」

発音は同じですが、
｢お→Ｏ」「を→ＷＯ」
と入力

「は」と「わ」

・「これは、わらえます」と入力するには…
ＫＯＲＥＨＡ→「これは」
ＷＡＲＡＥＭＡＳＵ→「わらえます」

発音は同じですが、
｢は→ＨＡ」「わ→ＷＡ」
と入力

「ず」と「づ」

・「こづつみのかず（小包の数）」と入力するには…
ＫＯＤＵＴＵＭＩＮＯ→「こづつみの」
ＫＡＺＵ→「かず」
・「ずさんなやりかたがつづいている（杜撰なやり方
が続いている）」と入力するには…
ＺＵＳＡＮＮＮＡ→「ずさんな」
ＹＡＲＩＫＡＴＡＧＡ→「やりかたが」
ＴＵＤＵＩＴＥＩＲＵ→「つづいている」

発音は同じですが、
｢ず→ＺＵ」「づ→ＤＵ」
と入力

「ん」

・「あすはてんきです（明日は天気です）」と入力する
には…
ＡＳＵＨＡ→「あすは」
ＴＥＮＮＫＩＤＥＳＵ→「てんきです」

ソフトの設定によって
異なりますが、通常は
｢ん→ＮＮ」と入力

小さな「っ」

困ったときの
「Ｙ」

小さいひらがな

・
「さ」は「ＳＡ」とキー入力。
「しゃ」は真ん中に「Ｙ」
を入れて「ＳＹＡ」と打ちます。
・「た」は「ＴＡ」とキー入力・「ちゃ」は「Ｙ」を入
れて「ＴＹＡ」と打ちます。
・「が」は「ＧＡ」とキー入力。「ぎゃ」は「Ｙ」を入 小さい「ゃ」「ゅ」「ょ」
が入る言葉は真ん中に
れて「ＧＹＡ」と打ちます。
「きゃ」
「しゃ」
「ちゃ」
「にゃ」
「ひゃ」
「みゃ」
「りゃ」、 ｢Ｙ」を入れます。
「きゅ」
「しゅ」
「ちゅ」
「にゅ」
「ひゅ」
「みゅ」
「りゅ」、
「きょ」
「しょ」
「ちょ」
「にょ」
「ひょ」
「みょ」
「りょ」、
など小さい「ゃ」「ゅ」「ょ」が入る言葉は「Ｙ」を
使います。
「っ」「ゃ」「ゅ」「ょ」以外の小さい文字
・小さい「ぁ」→「Ｘ」を押してから「Ａ」
・小さい「ぇ」→「Ｘ」を押してから「Ｅ」
・小さい「ぃ」→「Ｘ」を押してから「Ｉ」
という具合に。「Ｘ」を押してから打ちます。

小さいひらがなは「Ｘ」
を押してから キー入力
します。
【出典：仕事とパソコン】
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インターネット活用のアイデア紹介
◎封筒､ＦＡＸ用紙､レポート用紙､名刺､広告､チラシ等に､ＨＰ ＵＲＬを入れましょう。
（名刺の場合）
（封筒の場合）

マーク

株式会社 ○○○○○○○

○ ○ ○ ○
(白川ＯＡ)〒509-1105 岐阜県加茂郡白川町河岐 1738 番地

ＵＲＬ
www.･･･

ホワイトベル 2F

TEL〈0574〉 74-0013 FAX〈0574〉72-2008
URL: http://www1.ocn.ne.jp/~soa/

ＵＲＬ

○○○○

◎ＵＲＬの表示の仕方は､白川ＯＡ〈担当：加藤・奥村〉におたずね下さい。

＆
書籍は、じっくり読んで理解を深めるのに適していますが、最新情報は、月刊誌や週刊誌の方が適
しています。パソコン雑誌は、とてもたくさんの種類が刊行されています。これからパソコンを使
おうと思っている人にとっては、パソコンの選択にも迷うほどなのに、その上雑誌まで色々あって
困ってしまいます。
「超ビギナ向け」というコンセプトで編集されたものが刊行されています。これからパソコンを選
ぶという人は、そのような雑誌をまず読んでみるといいでしょう。超ビギナ向け雑誌は内容が簡単
なのはもちろん、特定の機種などに絞らず、しかもあまり分厚くないのが特徴です。超ビギナは用
語などが全く分からないのに、分厚いと情報量が多くて途中で放り出してしまうからです。雑誌に
も用語解説がついていますが、分かりやすい用語辞典を一冊持っているといいでしょう。
実際にパソコンを導入したら、機種に絞った雑誌に切り替えましょう。同じ機種を扱った雑誌にも、
ビギナ向けとパワーユーザ（ベテラン）向けがあります。パラパラとページをめくって、図解や簡
単な例が多いものがビギナ向け。情報量が多く、製品の性能をテストした数値結果などが掲載され
ているのがパワーユーザ向けです。専門用語の羅列に弱い人は、ビギナ向けを選びましょう。あま
りオススメしませんが、脳味噌のチカラワザＯＫという元気な人は、最初からパワーユーザ向けを
選ぶという方法もあります。初めはチンプンカンプンでも、無理やり読んでいるうちにだんだんと
理解できるようになるものです。
雑誌はあれこれ買い込まずに、気に入ったもの一誌を続けて読むことをオススメします。新製品情
報やメーカーの広告発表、ソフトウェアのアップデート情報、通信販売の広告など、絶対必要な情
報はどの雑誌にも必ず掲載されているはずだからです。また、連載などで一通りパソコンや周辺機
器、アプリケーションの扱い方を解説する記事なども掲載されますので、一誌にしぼってじっくり
読んだほうが効率よく情報を得ることができます。
ビギナ向け

パワーユーザ向け

○『月刊アスキー』／アスキー
○『月刊初歩のパソコン』／ぺック
○『Paso』／朝日新聞出版
○『DOS/Ｖマガジン』／ソフトバンクパブリッシング
○『月刊アスキードットピーシー』／アスキー ○『DOS/Ｖパワーレポート』／インプレス
○『DOS/Ｖスペシャル』／毎日コミュニケーションズ
○『日経ＰＣビギナーズ』／日経ＢＰ
○『PC life』／ソフトバンク
○『WinPC』／ソフトバンク

お問い合わせは

白川 OA／加藤・奥村
TEL：0574-74-0013／E-mail：soasys@poplar.ocn.ne.jp
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ｉ
モード

イタズラ被害を避ける心得！

３つの心得
1．メールアドレスを取得して電話番号は
隠し、不用意に公開しない
2．送信元に心当たりのないメールは開か
ずに削除
3．しつこいいたずらメールはアドレスを
指定して受信拒否を設定

ＮＴＴドコモの携帯電話を使ったインターネット接
続サービス「ｉモード」。４月までには 2000 万契約を
突破しそうな勢い。ｉモード電話機を狙ったいたずら
や迷惑メールなどの被害も目立つようになってきた。
ユーザーの錯誤を狙った悪質ないたずらが中心だ。横
行する迷惑メールの手口を知っておけば、被害を避け
られる。

ｉモードの特徴

４

○電話番号を含むメールアドレス。「090ＸＸＸＸＸＸＸＸ@docomo.ne.jp」に設定してある。相手
の携帯電話の番号だけ分かれば、送信者は相手に容易にメールを送ることができる。
○NTT ドコモのメールサーバにメールが届くと、直ちに携帯電話機にメールが、押し込まれるよう
に届く仕組みになっている。
○リンクの自動設定機能。メール本文に、電話番号、「http://」で始まる URL、「@」を含むメール
アドレスが書かれていると、特別な文字列として扱われ、リンクが自動的に設定される。
○HTML メールの受信・表示機能。Web ページのように、画像を含んだり背景やフォントに装飾を
ほどこしたメールを受信・表示できる。
メール

迷惑行為の例

Web ページ

対
策

・電話をハングアップさせたり、不具合を起こす文字列を含んだメール
・電話機がハングアップする Web ページや、特定の電話番号へ発信するリンク
を含み、「勇気があるなら押してみろ」「心理テストです」などと、利用者を
誘導するメール
・ボランティアやテレビの番組名などを偽る不幸の手紙型のチェーンメール
・フリーメールを使ったいやがらせメール、広告メール、間違いメール
・110 番等に電話をかけるリンクを設定した Web ページ
・ブラウザーがハングアップする文字列を記述した Web ページ
・「住所録削除中」などとアニメ gif を使った動画が表示されるが、実害のない
偽ウイルス Web ページ

全てのいたずらは、メールの送信が攻撃の端緒となっている。心当たりのない送信者から
メールが届いたら、うかつにリンクをクリックすることなく削除すること。思わず知人に
送信したくなる内容のチェーンメールも多い。しかし、複数の人間への転送を指示してあ
る時点で、いたずらメールである可能性を疑うこと。ｉモードメールには、指定したアド
レスからのメール受信を拒否する機能がある。大量のスパムメールや、嫌がらせメールな
どを送りつけられている場合も含め、迷惑メールの送信元からの着信を拒否するように設
定する。迷惑メールのターゲットにならないように、電話番号を含むメールアドレスから、
任意の文字列のメールアドレスに変更しておくこと。ｉモードメールは、スパムメールを
送りつけられるだけで金銭的な損失が発生する上に、メールアドレスだけでｉモードであ
ることも愉快犯には分かってしまう。掲示板などにｉモードのメールアドレスを公開する
ことは避け、@nifty や biglobe 等のプロバイダーが提供するメールの携帯電話転送サービ
スを使うようにしたい。
【出典：パソコン 3/5】

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
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