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『一人の人に可能なことは万人に可能であると、常に私は信じている』（ガンジー）
人間の能力には差があるように見えますが、それは環境や生い立ちが原因で、もともとそんなに
能力の違いはないのです。人間のすることなのだから、努力すれば何でも可能なのです。人生はシ
ンプル…行動するかしないか二つの道を選ぶだけです。
(出典：アルフィックス)

▼Yahoo！ オークション
(http://auction.yahoo.co.jp)
パソコンパーツから車、家まで、あらゆるものが出品されている定番サイト
▼楽天市場 楽天スーパーオークション
(http://www.rakuten.co.jp/auction)
楽天市場からさまざまな店舗が出品。１円から入札できるオークションが名物
▼楽天フリマ
(http://furima.rakuten.co.jp)
同じく楽天市場の主催だが、こちらは一般のフリマ感覚。日用品などが安い
▼BIDDERS！
(http://www.bidders.co.jp)
日用品や女性向け商品が充実。イベントも多く、穴場的な存在
▼オークション統計ページ（仮）
(http://www.aucfan.com)
６サイトで開催中のオークションの検索や落札相場検索ができる
（注）システムは各サイトの利用案内を参照ください

ホームページは自分でも簡単に作ることができます。ワープロソフトなどで文章を作り「HTML
で保存」し、このファイルを契約しているプロバイダのホームページ用のコンピュータに送れば、
それでインターネットを利用している全世界の人々が見ることができます。
このようにホームページは見るだけでなく、簡単に自分でも作ることができます。誰もが手軽に
情報のやりとりができることは、私たちの生活を大きく変える可能性を秘めています。
一方、この手軽さが大きな問題となることがあります。雑誌などに掲載された写真を無断でホー
ムページに載せれば、著作権の侵害となります。他人や企業を非難するページは名誉毀損にあたる
こともあります。たとえ自分で撮影した写真でも、そこに写っていた人に無断で掲載すればその人
の「肖像権」の侵害となることもあります。
自分の権利を守ることは、他人の権利を尊重することからはじまります。
（出典：はじめよう！パソコンとインターネット）

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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SOBIG というタイプのウイルスが急激に広まっています。
あなたにとって、差出人に心当たりの無い、添付ファイルのついたメールを受け取ったら、くれぐ
れも添付ファイルを開けないように注意しましょう。
インターネットから感染することはありません。メールの添付ファイルを実行しない限り感染し
ません。感染後はウイルスが、あなたのパソコンのアドレス帳や WEB 履歴等を検索し、保管して
あるメールアドレスを収集します。その後収集したメールアドレスを差出人として送信するので、
差出人を詐称することができます。
メールサーバーやプロバイダ等でウイルスチェックがされている場合は、ウイルス感染警告メー
ルがメールサーバーよりあなたに送られてきます。
従って、感染者ではないパソコンにウイルス感染メールが届くことになり（スパムメール）、この
トラフィックの増大がインターネットを停滞させています。
尚、今流行っている＜Sobig.F＞というタイプは 9 月 10 日で活動を停止しますが、今までの経緯か
ら今後は、＜Sobig.G＞というウイルスが出てくる可能性が高いです。注意しましょう。
参考 URL
http://www.trendmicro.co.jp/vinfo/virusencyclo/default5.asp?Name=WORM_SOBIG.F
http://www.symantec.co.jp/region/jp/sarcj/data/w/w32.sobig.f@mm.html
駆除ツール
http://www.symantec.com/region/jp/sarcj/data/w/w32.sobig.f@mm.removal.tool.html
１：ウイルスに感染したかもしれない
２：パソコンをチェックしてほしい
３：ウイルスを駆除してほしい
４：今後ウイルスに感染しないためのアドバイスがほしい

白川ＯＡ＜パソコヘルプデスク＞ にお問い合わせ下さい。

０５７４−７４−００１３
担当：加藤・奥村

朝、仕事に取りかかる前に目の前の
書類整理で一汗、という人も少なくな
い。効率のよい仕事は身の回りの整理
から始まる。整理整頓のノウハウ。
机の上がだらしない人の中にも仕
事ができる人はいる。しかし「身の回
りを煩雑にしておくといずれは 人物
の評価にも影響してくる」。文書の保
存・廃棄を決める作業はさまざまなビ
ジネスシーンに共通する優先順位付
けの訓練にもなる。能率アップと情報
管理強化の流れのなか、整理整頓の才
が欠かせなくなりそうだ。

捨てる勇気

資料の保存年限を決め、期限を過ぎ
たものから廃棄

規格化

書類は例えば A4 にサイズを統一、
テーマごとに封筒に

序列化

本は重要度、使う頻度など序列化し
て並べ、横に積まず立てておく

習慣付け

机の引出しは細分化し、どこに何を
入れるか決めて厳守

マメさ

１ヶ月に一度、定期的に書類の「棚
卸し」
（出典：日経新聞）
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国語研究所の外来語言い換え案を参考に、外来語の意味を考えてみたい。
もうあなたにはどの位、外来語が浸透していますか？
外来語
アーカイブ
アイデンティティー
イノベーション
インセンティブ
インフラ
オンライン
グローバリゼーション
グローバル
ケーススタディー
コア
コミュニティー
コラボレーション
コンセプト
シミュレーション
セーフティーネット
セクター
タスク
ダンピング
データベース
トレンド
ノーマライゼーション
バーチャル
パートナーシップ
バックアップ
ビジョン
フォーラム
ベンチャー
ボーダーレス
ポテンシャル
マーケティング
マクロ
マネジメント
マルチメディア
ミスマッチ
メセナ
モニタリング
モラルハザード
ユビキタス
リアルタイム
ログイン
ワークショップ

スペル
archive
identity
innovation
incentive
infrastructure
on line
globalization
global
case study
core
community
collaboration
concept
sumulation
safety net
sector
task
dumping
data base
trend
normalization
virtual
partnership
back up
vision
forum
venture
borderless
potential
marketing
macro
management
multimedia
missmuch
messena
monitoring
morale hazard
ubiquitous
real time
login
workshop

意味（言い換え）
記録保存館、保存記録（資料館、資料）
自己認識、（独自性、自己同一性）
技術革新（経営革新、革新）
意欲刺激、意欲刺激剤（奨励金、動機付け）
社会基盤（産業基盤、基盤）
回線接続、（接続回線）
地球規模化（全世界一体化）
地球規模（全世界規模、全地球的）
事例研究
中核（核、中心）
地域社会、共同体（地球共同体、地域）
共同制作（共同事業）
基本概念（基本理念、基本発想）
模擬実験
安全網
部門（区域）
課題（処理）
不当廉売
情報集積体（情報庫）
傾向（動向、流行）
等生化、福祉環境作り
仮想（仮想世界）
協力関係（共同経営体）
支援、控え
展望（画面）
公開討論会、交流広場（広場、集い）
新興企業（起業、起業家）
無境界、脱境界（境界なし、無国境）
潜在能力（可能性、潜在力、潜在的）
市場戦略（市場活動、市場調査）
巨視的
管理、管理者（経営管理、運営管理）
複合媒体
不釣合い（不適合、不調和）
文化支援（文化支援事業、芸術文化事業）
継続監視（監視、観測）
倫理崩壊（倫理欠如）
時空自在（普遍的存在、偏在）
即時（同時進行）
接続開始（接続登録）
研究集会（参加型講習会、創作集会）
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DVD とは Digital Versatile（万能）Disk の略です。
オーディオ CD/CD-ROM と同じ直径 12cm のディスクに、レーザーを使ってデジタル信号記録や
再生をする方式の記憶媒体。CD との違いは CD と同じ面積で 7 倍を記録する事ができるのです。
大容量のデジタルデータが必要となるデジタルビデオなども容易に記憶させることができ、映像や
ゲームなど様々なシーンで活用されています。
◎最近の DVD 事情
書き込み型の DVD ドライブがメーカー製のパ
ソコンに搭載され始めて久しいですが、DVD 規
格が DVD-R/DVD-RAM などと分かれているた
めに、「どの規格の DVD ドライブが付いたパソ
コンを購入すれば良いのだろう」と悩むことも多
かったかもしれません。
しかし最近では、複数の規格の書き込みに対応
した DVD マルチドライブが販売されてきまし
た。これで、DVD の規格に悩むことなくパソコ
ンやドライブを購入できるようになりました。
◎大容量の DVD いったい何に使う？
このような最近の DVD にいったい何を書き込
んだらいいのでしょう。
DVD は標準で 4.7GB（≒4700MB）のディス
ク容量を持っています。CD のディスク容量は
650/700MB なので、DVD は実に約７倍ものデー
タを記録することができます。
こんな大容量の DVD に、文章や画像のバック
アップを取ってもあまり良い使い方とはいえま
せん。小さなデータの集まりであれば、手軽な
CD-R に書き込んでおけば十分。
そのため、インターネットや文書作成などにパ
ソコンを利用しているだけだと、なかなか DVD
に書き込む機会というのはないかもしれません。
やはり DVD に書き込むのであれば、ディスク
容量をたくさん使う動画を書き込みたいもの。オ
リジナルの DVD ビデオの作成やテレビ録画のデ
ータの書き込みでしょう。
◎パソコンに動画を取り込もう
パソコンで動画を楽しむには、デジタルビデオ
カメラかキャプチャーボードが必要になります。
最近では、テレビを見たり録画できたりするパソ
コンが販売されていますが、この種のパソコンに
はキャプチャーボードがついていると 考えてい
いでしょう。

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

オリジナルの動画を取り込むためには、デ
ジタルビデオカメラを使う の が一番簡単で
す。パソコンとデジタルビデオカメラを繋ぐ
ときに、IEEE1394 ケーブルや USB ケーブル
で、簡単に接続することができるからです。
予算に余裕のある方は、デジタルビデオカ
メラを購入して、旅行の思い出や子供の成長
記録、友人の結婚式などを撮って楽しんでみ
てはいかが。
◎DVD ビデオの作成時に必要なソフト
DVD ビデオを作成するには、動画を編集す
る同が編集ソフトを編集動画を DVD に書き
込むオーサリングソフトが必要になります。
デジタルビデオカメラを購入すれば、これ
らのソフトが付属してくると思いますが、使
いづらく感じる時には、例えば、roxio(http://
www.roxio.co.jp/)販売の CD-DVD 総合活用パ
ッケージソフト「Easy CD & DVD Creator 6」
を利用してみてはいかが。動画編集ソフト
DVD Builder は操作が簡単なので、初心者の
方でも楽々動画を編集できるようになってい
ます。 このほか、データ書き込みソフトや
音楽管理ソフト、写真管理ソフトなどのいろ
いろ付いています。
◎動画編集こそがビデオ作りの醍醐味
デジタルビデオカメラを撮った動画を編集
して DVD ビデオを作成してみましょう。
動画の分離／結合、不要部分のカットなど
がプレビューを見ながら、簡単に操作でＳき
ます。また、タイトルやサブメニューを付け
たり、デジカメで撮った写真や音声を挿入す
ることも可能です。
編集が終わったところで書き込みボタンを
クリックして、ディスクに書き込めば DVD ビ
デオは、DVD プレーヤーで再生して楽しみま
しょう。
（出典：電脳通信）

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：0574-74-0013 ／ＦＡＸ：0574-72-2008
Ｅ-Ｍａｉｌ：soasys＠poplar.ocn.ne.jp
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