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●��本誌の内容に関するお電話でのお問い合わせは一切受け付けておりません。お手数ですが、ご質問は必ず郵便、FAX、またはEメール（info@aspect.
jp）にてお願いいたします。また、ご質問の際には以下の点にご注意ください。

･��ご質問は「どの書籍の何ページについてなのか」がわかるように、「ご購入された書名」「ページ数」を必ず明記してください。
･��メールでご質問の際は、添付ファイルは絶対にご使用されないようにお願いします。ウイルス対策で自動的に削除されますのでご注意ください。
･��追加の質問がある場合は、そのまま「返信」するのではなく、info@aspect.jpにそのつどメールをお送りください。
･��ご質問の内容によってはお答えできないものや返答に時間がかかってしまうものもありますので、あらかじめご了承ください。
･��WindowsやMacなどのコンピュータや掲載アプリの使い方などの基本操作に関する質問、本誌の記述内容の範囲を超える質問にはお答えできません。

アスペクト編集部から読者の皆様へのお願い

●��本誌で紹介しているWindowsやWebサイトや各種サービスなどの情報は2015年8月28日現在のものです。本誌発行後、ソフトのバー
ジョンが古くなっていたりなんらかの理由でサイトが閉鎖されている可能性があります。あらかじめご了承ください。
●��本誌で掲載している情報は制作時点において信頼できると思われる各種情報等に基づいておりますが、その正確性、完全性、連続性、
安全性、有用性、特定の目的に対する適合性の面においていかなる保証も行なうものではありません。直接、間接を問わず、本誌の情報
を元に何らかの問題、損害、損失が発生した場合でも弊社では一切責任を負うことはできません。必ず同意の上でご利用下さい。
●��弊社では、本誌で紹介しているアプリの使用方法に関するご質問は一切お答えできません。あらかじめご了承ください。

注意！ 必ずお読みください

スマホ＆タブレット用電子版のダウンロード
本誌ご購入の方には、もれなく電子版をプレゼントしております。
以下のサイトにアクセスし、案内されたパスワードを所定の欄に入力してください。

https://goo.gl/5PxwlB
パスワードが認証されますとブラウザで本誌電子版を読むことができます。また、PDF版もダウン
ロードできますので、電波の届かないところでも快適に読むことができます。ただし、本誌のPDF
版はファイルサイズが大きいため、ダウンロードに時間がかかる場合があります。
※�本誌の電子版は固定レイアウトで作成されており、タブレットやパソコンなど大きなディスプレイを備え
た端末で読むことに適しています。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。
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0102� ショートカットのツールチップを設定する ��������������������������������������052
0103� 実行したときのウィンドウの大きさを変更する �������������������������������053
0104� ｢プロパティ」でタグを追加する ���������������������������������������������������053
0105� 関連付けされたプログラムと別のプログラムでファイルを開く ������053
0106� 関連付けされたプログラムを変更する �����������������������������������������053
0107� ファイルを読み取り専用にする ���������������������������������������������������054
0108� ファイルやフォルダーを暗号化する ���������������������������������������������054
0109� ファイルやフォルダーにアクセス権を設定する �����������������������������054
0110� 管理者だけが起動できるプログラムを作成する ���������������������������055
0111� チェックボックスを使ってファイルを選択 �������������������������������������055
0112� ファイルを以前の状態に戻す �����������������������������������������������������055
0113� ファイル名に連番を付けて整理する��������������������������������������������056
0114� 右クリックでファイルやフォルダーを削除する �������������������������������056
0115� ファイルやフォルダーを完全に削除する ��������������������������������������056
0116� ごみ箱のファイル上限を変更する �����������������������������������������������057
0117� ファイル削除時のメッセージを非表示にする �������������������������������057
0118� ごみ箱に入れたファイルやフォルダーを元に戻す ������������������������057
0119� ファイルに記録された個人情報を削除 ����������������������������������������057
0120� 新しいフォルダーを作成する �������������������������������������������������������058
0121� ファイルやフォルダーの名前を変更する ��������������������������������������058
0122� ｢スタート｣メニューにフォルダーのショートカットを追加する �����������058
0123� フォルダー内のファイルやフォルダーの表示スタイルを変更する ��059
0124� リボンを最小化する ��������������������������������������������������������������������059
0125� リボンの最小化を止める ������������������������������������������������������������059
0126� エクスプローラーのレイアウトを変更する �������������������������������������059
0127� フォルダーの階層を開く �������������������������������������������������������������060
0128� フォルダー内のアイコンの表示サイズを変更する ������������������������060
0129� フォルダー内のファイルやフォルダーを並べ替える ����������������������060
0130� 並べ替えの条件を追加する ��������������������������������������������������������061
0131� 並べ替えの条件を非表示にする �������������������������������������������������061
0132� 並び替えの条件の表示順を入れ替える ��������������������������������������061
0133� ファイルやフォルダーをグループ化して表示する �������������������������062
0134� グループ化を止める �������������������������������������������������������������������062
0135� ファイルやフォルダーを特定のユーザーと共有する ���������������������062
0136� 拡張子を表示させる設定に変更する �������������������������������������������063
0137� すべてのファイルとフォルダーを表示させる ���������������������������������063
0138� フォルダーの開き方やクリックの方法を変更する �������������������������063
0139� 開きたいフォルダーへすばやく移動する ���������������������������������������064
0140� ｢クイックアクセス」にフォルダーを追加する ���������������������������������064
0141� フォルダーアイコンを変更する ����������������������������������������������������064

0142� 入力モードを切り替える ��������������������������������������������������������������066
0143� 各種の文字入力方法を使い分ける ���������������������������������������������066
0144� 漢字をマウスで書いて入力する ��������������������������������������������������066
0145� 特殊文字を一覧から探して入力する �������������������������������������������066
0146� 漢字を総画数から探して入力する �����������������������������������������������067
0147� 漢字を部首から探して入力する ��������������������������������������������������067
0148� ローマ字入力／かな入力を切り替える ����������������������������������������067
0149� IMEの詳細設定を行なう ������������������������������������������������������������067
0150� 変換候補にない語句を単語登録する �����������������������������������������068
0151� 単語登録した語句を管理する �����������������������������������������������������068
0152� システム辞書を有効にする ���������������������������������������������������������069
0153� 変換の詳細を設定する ���������������������������������������������������������������069
0154� 和英混在入力の設定をする �������������������������������������������������������069
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0155� オートコレクトを設定する �������������������������������������������������������������069
0156� 予測入力をオフにする ����������������������������������������������������������������070
0157� 入力履歴を消去する ������������������������������������������������������������������070
0158� 学習情報や入力履歴を記録しないようにする �����������������������������070
0159� 文字コード表で特殊な文字を入力する����������������������������������������070
0160� 使用フォントを指定する ��������������������������������������������������������������071
0161� 文字をグループから探す �������������������������������������������������������������071
0162� スクリーンキーボードで文字を入力する ���������������������������������������071
0163� タッチキーボードで文字を入力する ���������������������������������������������072
0164� 日本語⇔英語入力を切り替える �������������������������������������������������072
0165� 数字や記号を入力する ���������������������������������������������������������������072
0166� 絵文字を入力する ����������������������������������������������������������������������073
0167� タッチキーボードを隠す ��������������������������������������������������������������073
0168� タッチキーボードを再表示する ����������������������������������������������������073
0169� タッチキーボードを拡大表示する ������������������������������������������������073
0170� 両手モードに切り替える ��������������������������������������������������������������074
0171� 両手モードのキーのサイズを変更する �����������������������������������������074
0172� 手書きで入力する ����������������������������������������������������������������������074
0173� タッチキーボードを移動する ��������������������������������������������������������074

0174� ロック画面の背景を変更する �����������������������������������������������������076
0175� 画面解像度を変更する ��������������������������������������������������������������076
0176� 画面の文字サイズを大きくする ���������������������������������������������������077
0177� リフレッシュレートを変更する �������������������������������������������������������077
0178� デスクトップの項目のサイズを選択する ���������������������������������������077
0179� デスクトップ上のアイコンサイズを変更する ���������������������������������078
0180� デスクトップ上のアイコンを並べ替える ����������������������������������������078
0181� デスクトップ上のアイコンを自動で整列させる ������������������������������078
0182� デスクトップ上のアイコンを非表示にする ������������������������������������078
0183� ウィンドウのデザインを変更する �������������������������������������������������079
0184� ウィンドウの表示色を変更する ���������������������������������������������������079
0185� スクリーンセーバーを有効にする �������������������������������������������������079
0186� デスクトップの項目のサイズを自由に変更する �����������������������������080
0187� デスクトップに表示する項目を変更する ���������������������������������������080
0188� ClearTypeを調整してテキストをさらに読みやすくする �����������������080
0189� 個人ファイルを保持したままPCを初期状態に戻す ����������������������081
0190� すべてのデータを削除してPCを初期状態に戻す ������������������������081
0191� OSをWindows8.1もしくは7に戻す ���������������������������������������������082
0192� システム画面でコンピューターの基本情報を確認する �����������������082
0193� デバイスドライバを更新する �������������������������������������������������������082
0194� デバイスドライバを更新前に戻す������������������������������������������������083
0195� 新しいデバイスのインストール設定を変更する ����������������������������083
0196� ハードウェアリソースで動作状況を確認する ��������������������������������083
0197� タスクマネージャーでコンピューターの動きを確認 �����������������������083
0198� 動作中のプロセスを確認する �����������������������������������������������������084
0199� プロセスごとの詳細情報を確認 �������������������������������������������������084
0200� 個別のプロセスを強制終了する��������������������������������������������������084
0201� CPUのリソース割り当てを変更する ��������������������������������������������084
0202� プロセスの処理優先度を設定する ���������������������������������������������085
0203� 仮想メモリの容量を変更する ������������������������������������������������������085
0204� アプリケーションの強制終了�������������������������������������������������������085
0205� パソコンへの負荷を確認する ������������������������������������������������������085
0206� リソースモニターで動作状況を詳細に確認する ��������������������������086
0207� アプリケーションの使用履歴を確認する �������������������������������������086
0208� 更新プログラムの確認とインストールを設定する �������������������������086
0209� ReadyBoost機能でパソコンの動作を速くする ���������������������������086
0210� ReadyBoostで使用するディスク容量を設定する ������������������������087
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0211� USBメモリをReadyBoost専用にする �����������������������������������������087
0212� ReadyBoost用メモリのパフォーマンスを再テストする �����������������087
0213� リムーバブルディスクをReadyBoost機能から解放する ���������������087
0214� Windows�モビリティセンターで設定を切り替える �����������������������088
0215� プレゼンテーション設定に切り替える ������������������������������������������088
0216� マウスポインターを自動的にボタンへ移動させる ��������������������������088
0217� ドライブごとのアクセス権限を設定する ��������������������������������������088
0218� ユーザーごとのディスク使用量を制限する ����������������������������������089
0219� ハードディスクの使用状況を確認する �����������������������������������������089
0220� 共有フォルダーの使用状況を確認する ���������������������������������������089
0221� コンピューター名やワークグループ名を変更する �������������������������089
0222� ｢ファイル履歴」でバックアップを作成する �����������������������������������090
0223� ｢ファイル履歴」のバックアップから復元する ��������������������������������090
0224� ｢システム�イメージ�バックアップ」でバックアップを作成する ��������091
0225� バックアップからシステムを復元する �������������������������������������������091
0226� 回復ドライブを作成する��������������������������������������������������������������092
0227� 回復ドライブからコンピューター全体を復元する ��������������������������092
0228� システム修復ディスクを作成する ������������������������������������������������093
0229� 復元ポイントを作成する ��������������������������������������������������������������093
0230� 復元ポイントを管理する ��������������������������������������������������������������093
0231� 復元ポイントを無効にする �����������������������������������������������������������094
0232� 管理ツールを呼び出す ���������������������������������������������������������������094
0233� システム情報画面でエディションを確認する �������������������������������094
0234� 表示パフォーマンスを向上させる ������������������������������������������������094
0235� データ実行防止機能を管理する �������������������������������������������������095
0236� 他のエディションに更新する �������������������������������������������������������095
0237� 機器ごとの詳細情報を確認する �������������������������������������������������095
0238� トラブルの詳細と解決策を調べる ����������������������������������������������096
0239� トラブルシューティングの確認メッセージを無効化する ����������������096
0240� 解決済みの問題レポートと解決策を消去する ������������������������������096
0241� イベントビューアーの詳細ログを確認する �����������������������������������097
0242� イベントビューアーでエラーの発生頻度をチェックする �����������������097
0243� ｢コンピューターの管理」の表示設定をする ���������������������������������097
0244� パフォーマンスモニターを開く �����������������������������������������������������098
0245� パフォーマンスモニターの表示を変更する �����������������������������������098
0246� パフォーマンスモニターの表示内容を設定する ���������������������������098
0247� 信頼性モニターでパソコンの安定性を調べる������������������������������098
0248� 信頼性モニターでエラーの詳細を調べる ������������������������������������099
0249� ｢コンピューターの管理」の機能を整理する ���������������������������������099
0250� Microsoft製品の更新プログラムをインストールする �������������������099
0251� メモリの動作を確認する �������������������������������������������������������������099
0252� ｢コンピュータの管理」画面でディスクを管理する ������������������������100
0253� ｢ディスク管理」画面を見やすくする ��������������������������������������������100
0254� パーティションを削除する �����������������������������������������������������������100
0255� ボリュームをフォーマットする �������������������������������������������������������100
0256� ハードディスクを分割する �����������������������������������������������������������101
0257� パーティションのサイズを変更 ����������������������������������������������������101
0258� ディスクのドライブレターを変更する ��������������������������������������������102
0259� ダイナミック／GPTディスクを利用する ���������������������������������������102
0260� データを分散して書き込みする ���������������������������������������������������102
0261� デバイスのエラーを確認する ������������������������������������������������������103
0262� 利用できるハードディスクやリムーバブルディスクを確認する �������103
0263� リムーバブルディスクの使用状況を確認 ������������������������������������103
0264� リムーバブルディスクで起こるエラーを確認修復 �������������������������103
0265� ハードディスクの断片化を解消する ��������������������������������������������104
0266� リムーバブルディスクをフォーマットする���������������������������������������104
0267� ｢BitLockerドライブ暗号化」でリムーバブルメディアを暗号化する ��������������104
0268� タスクスケジューラで自動実行タスクを作る ��������������������������������105
0269� タスクの重複を防ぐ �������������������������������������������������������������������105
0270� 実行中のタスクを表示する ���������������������������������������������������������105
0271� タスクの詳細を確認する ������������������������������������������������������������106

0272� 不要なタスクを無効化･削除する ������������������������������������������������106
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0385� アドレス帳から宛先を追加する ���������������������������������������������������141
0386� メッセージにファイルを添付する ��������������������������������������������������141
0387� メッセージに重要度を設定する ���������������������������������������������������141
0388� 開封確認メッセージを要求する ���������������������������������������������������141
0389� テキスト形式でメールを送信する ������������������������������������������������142
0390� 常にテキスト形式でメールを送信する ������������������������������������������142
0391� メッセージに署名を自動挿入する ������������������������������������������������142
0392� 受信したメールに返信する ����������������������������������������������������������143
0393� 宛先やCCに含まれる全員に返信する �����������������������������������������143
0394� 元のメッセージを引用せずに返信する �����������������������������������������143
0395� 受信したメールをほかのメールアドレスに転送する �����������������������143
0396� 受信したメッセージを添付ファイルとして転送する ������������������������144
0397� 不要なメッセージを「ごみ箱」に送る ��������������������������������������������144
0398� ｢ごみ箱」を空にする �������������������������������������������������������������������144
0399� 受信した添付ファイルを直接開く ������������������������������������������������144
0400� 添付ファイルを別の場所に保存する �������������������������������������������145
0401� メッセージをフォルダーに移動する ����������������������������������������������145
0402� メッセージを分類するためのフォルダーを作成する �����������������������145
0403� 開封したメッセージを未開封にする����������������������������������������������146
0404� 差出人のメールアドレスをアドレス帳に追加する �������������������������146
0405� メールアドレスを手動でアドレス帳に追加する �����������������������������146
0406� 迷惑メールの設定を変更する �����������������������������������������������������146
0407� 誤認識されたメッセージを迷惑メールフォルダーから除外する�������147
0408� 受信トレイの迷惑メールを手動で隔離する ����������������������������������147
0409� ｢迷惑メール」フォルダーを空にする���������������������������������������������147
0410� メッセージの差出人を安全なメールアドレスとして登録する����������147
0411� ｢差出人セーフリスト」を編集する ������������������������������������������������148
0412� 迷惑メールの送信者を「受信拒否リスト」に追加する �������������������148
0413� ｢受信拒否リスト」を編集する ������������������������������������������������������148
0414� ウイルスメール対策に関する設定を確認する ������������������������������149
0415� ブロックされた画像を表示する ����������������������������������������������������149
0416� 海外からのメールをブロックする ��������������������������������������������������149
0417� フィッシング詐欺メールの処理設定を変更する ����������������������������150
0418� メールにフラグを設定して目立たせる ������������������������������������������150
0419� ｢メッセージルール」でメールを自動的に振り分ける ����������������������150
0420� 検索機能で必要なメッセージを見つけ出す ���������������������������������151
0421� ｢クイック分類」で新着メールをチェック ���������������������������������������151
0422� Windows�Live�Mailのレイアウトを変更する �������������������������������151
0423� 同じ件名でやりとりするメールをチェックする ��������������������������������152
0424� メールの内容を「カレンダー」に登録 �������������������������������������������152
0425� ｢カレンダー」をチェックする ���������������������������������������������������������152
0426� ブログやニュースサイトの最新情報をチェック �����������������������������152

0427� ｢People」アプリを起動 ��������������������������������������������������������������154
0428� 連絡先を追加する ����������������������������������������������������������������������154
0429� 連絡先情報を削除する ��������������������������������������������������������������154
0430� 連絡先を編集する ����������������������������������������������������������������������154
0431� 連絡先に画像を追加する �����������������������������������������������������������155
0432� 連絡先の画像を削除する �����������������������������������������������������������155
0433� 連絡先をインポートする ��������������������������������������������������������������155
0434� 重複する連絡先をリンクする �������������������������������������������������������156
0435� 連絡先のリンクを解除する����������������������������������������������������������156
0436� 連絡先を検索する ����������������������������������������������������������������������156
0437� ｢Skype」をインストールする ��������������������������������������������������������157
0438� ｢Skype」を起動する �������������������������������������������������������������������157
0439� Skypeにサインインする ��������������������������������������������������������������157
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0440� メンバーを連絡先に追加する ������������������������������������������������������158
0441� メンバーを削除する ��������������������������������������������������������������������158
0442� ほかのメンバーに公開する名前を変更する ���������������������������������158
0443� メンバーをお気に入りにまとめる ��������������������������������������������������159
0444� メンバーのプロフィールを見る ����������������������������������������������������159
0445� メンバーの表示名を編集する �����������������������������������������������������159
0446� メンバーをブロックする ���������������������������������������������������������������159
0447� メッセージを送信する������������������������������������������������������������������160
0448� 音声通話を発信する ������������������������������������������������������������������160
0449� 音声通話に応答する ������������������������������������������������������������������160
0450� 音声通話の着信を拒否する �������������������������������������������������������161
0451� Skypeでファイルを送付する �������������������������������������������������������161
0452� ビデオ通話を行なう��������������������������������������������������������������������161
0453� 3人以上で会話する ��������������������������������������������������������������������161
0454� Skypeの利用状態を変更する ����������������������������������������������������162
0455� 自分の状態を入力する ���������������������������������������������������������������162
0456� Skypeを終了する �����������������������������������������������������������������������162
0457� Skypeからログアウトする ������������������������������������������������������������162

0458� ネットワーククライアントを新規インストールする ���������������������������164
0459� ネットワークサービスを新規インストールする ��������������������������������164
0460� ネットワークプロトコルを新規でインストールする ��������������������������165
0461� ネットワーク名とネットワークの場所を確認する ����������������������������165
0462� ネットワークの動作状況を表示する ���������������������������������������������165
0463� ネットワークアダプターの物理アドレスを表示する������������������������165
0464� 利用中のネットワーク接続状況を表示する ����������������������������������166
0465� ネットワーク接続の名称を変更する ���������������������������������������������166
0466� ネットワークアダプターを無効にする �������������������������������������������167
0467� ネットワークアダプターを「状態」から無効にする ��������������������������167
0468� ネットワークアダプターを有効にする �������������������������������������������167
0469� ネットワークエラーを診断して接続を修復する������������������������������167
0470� 異なるネットワークをブリッジ接続して利用する ����������������������������168
0471� 使わないサービスやプロトコルを削除する �����������������������������������168
0472� TCP/IPv6の詳細を表示する �����������������������������������������������������169
0473� TCP/IPv4の詳細を表示する �����������������������������������������������������169
0474� ネットワークエラーをトラブルシューティングで解決 �����������������������169
0475� ネットワークアダプターのエラーをトラブルシューティングで解決 ���169
0476� 無線LAN接続に接続する �����������������������������������������������������������170
0477� 無線LANの簡易設定機能を利用する ����������������������������������������170
0478� 設定済みのワイヤレスネットワークに接続する �����������������������������170
0479� 無線LANの接続設定を手動で行なう �����������������������������������������171
0480� 接続先を変更する ����������������������������������������������������������������������171
0481� 接続中のワイヤレスネットワークを切断する ���������������������������������171
0482� 不要なワイヤレスネットワークを削除する �������������������������������������172
0483� 無線LANの接続情報を確認する ������������������������������������������������172
0484� 無線LANで使用している暗号の種類を確認する �������������������������172
0485� ネットワークの接続時間を確認する ���������������������������������������������173
0486� ワイヤレスネットワークに通信料金体系を記録する ����������������������173
0487� 概算データ使用量を表示する �����������������������������������������������������173
0488� データ使用状況の詳細を確認する ���������������������������������������������173
0489� Bluetoothでテザリングする ��������������������������������������������������������174
0490� ダイヤルアップで接続する ����������������������������������������������������������174
0491� ダイヤルアップ接続の設定を確認する ���������������������������������������175
0492� ダイヤルアップ接続の設定を削除する ���������������������������������������175
0493� ダイヤルアップ接続の設定を編集する ���������������������������������������175
0494� ホームグループを作成する ���������������������������������������������������������176
0495� 既存のホームグループに参加する ����������������������������������������������176
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0496� ホームグループの参加を終了する �����������������������������������������������177
0497� ホームグループで利用中のパスワードを確認する �����������������������177
0498� ホームグループのパスワードを変更する ��������������������������������������177
0499� ホームグループで利用可能なファイルの種類を変更 �������������������178
0500� ホームグループのトラブルを解決する �����������������������������������������178
0501� メディアストリーミングの共有を有効にする ����������������������������������178
0502� ホームグループユーザーとファイルをやりとりする ������������������������179
0503� ホームグループで接続されたパソコンのプリンターを共有 ������������179
0504� ホームグループ接続の利用設定をする ���������������������������������������179
0505� 共有の詳細設定画面を開く �������������������������������������������������������180
0506� ネットワーク探索を有効にする ����������������������������������������������������180
0507� ファイルとプリンターの共有を有効にする ������������������������������������180
0508� パブリックフォルダーの共有を有効にする ������������������������������������180
0509� 共有の暗号化を変える ���������������������������������������������������������������181
0510� パスワード保護共有を有効にする �����������������������������������������������181
0511� 任意のフォルダーを共有する ������������������������������������������������������181
0512� 任意のフォルダーの共有を解除する �������������������������������������������181
0513� 利用中のインターネット接続をほかのパソコンと共有する �������������182
0514� ネットワーク内の利用可能な接続機種を確認 �����������������������������182
0515� 光学ドライブをネットワークで共有する �����������������������������������������182
0516� ネットワークコンピューターのショートカットを作成する �������������������183
0517� ネットワークドライブにアクセス ����������������������������������������������������183
0518� 共有フォルダーをネットワークドライブ化する ��������������������������������183
0519� ネットワークドライブを解除する ���������������������������������������������������183
0520� HDDドライブ自体をネットワークで共有する ���������������������������������184
0521� ネットワークドライブを手動で設定する ����������������������������������������184

0522� Windows�Defenderを起動する �������������������������������������������������186
0523� ウイルスやスパイウェアの定義ファイルを手動で更新する �����������186
0524� ウイルスやスパイウェアを手動でチェックする ������������������������������186
0525� 検出されたウイルスやスパイウェアを排除する �����������������������������187
0526� 脅威の検出履歴を確認する �������������������������������������������������������187
0527� Windows�Defenderの監視を停止させる �����������������������������������187
0528� セキュリティ問題やサンプルの送信を止める �������������������������������187
0529� 特定の種類のファイルをスキャンから除外する ����������������������������188
0530� 特定のファイルやフォルダーをスキャンから除外する ��������������������188
0531� 間連付けられたすべてのファイルを除外する �������������������������������188
0532� ファイアウォールの状態を確認する ���������������������������������������������189
0533� ファイアウォール機能を無効にする ���������������������������������������������189
0534� ファイアウォールで保護するネットワークを選ぶ ���������������������������189
0535� ファイアウォールで特定のプログラムを許可する �������������������������189
0536� ファイアウォールを通るプログラムを追加する �����������������������������190
0537� 許可したプログラムをファイアウォールから削除 ��������������������������190
0538� ファイアウォールの設定を初期状態に戻す ���������������������������������190
0539� ファイアウォールで利用可能なポートを追加する �������������������������191
0540� 使用するポート番号を設定する ���������������������������������������������������191
0541� インターネットアクセスのセキュリティレベルを調整 ����������������������191
0542� ｢制限付きサイト」に登録してアクセス時に安全度を高める ����������192
0543� 接続先を「信頼済みサイト」に登録する ���������������������������������������192
0544� 特定サイトのCookieを許可、またはブロックする ��������������������������192
0545� Cookieの許可／ブロックを手動で設定する��������������������������������192

0546� Windows�10で動画を再生する �������������������������������������������������194
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0547� カメラやスマホから写真や動画を取り込む ����������������������������������194
0548� ｢映画＆テレビ」アプリで動画を購入／レンタルする ���������������������194
0549� 音楽ファイルを再生する �������������������������������������������������������������195
0550� 再生中の曲をコントロールする ���������������������������������������������������195
0551� 再生リストを作成して好きな曲だけを再生する �����������������������������195
0552� Windows�Media�Playerで音楽CDを取り込む ��������������������������196
0553� 音楽CDの取り込み形式を変更する �������������������������������������������196
0554� 音楽CDの取り込み音質を変更する �������������������������������������������196
0555� 標準の取り込み形式を変更する �������������������������������������������������197
0556� 任意の曲やフォルダーをライブラリに追加する ����������������������������197
0557� ライブラリにある音楽を再生する �������������������������������������������������197
0558� アーティストやアルバムごとに表示して曲を管理する �������������������197
0559� キーワードで曲を検索する ����������������������������������������������������������198
0560� ライブラリで詳細情報を確認する �����������������������������������������������198
0561� アルバム情報をインターネットで検索する ������������������������������������198
0562� アルバムの画像を手動で設定 ���������������������������������������������������198
0563� アルバム情報を更新する �����������������������������������������������������������199
0564� コンパクトなプレイビューを表示する ��������������������������������������������199
0565� プレイビューに視覚エフェクトを表示 �������������������������������������������199
0566� 視覚エフェクトを追加する �����������������������������������������������������������199
0567� メニューバーを表示する ��������������������������������������������������������������200
0568� メニューバーを一時的に表示する �����������������������������������������������200
0569� オプション画面を表示する ����������������������������������������������������������200
0570� 曲のお気に入り度を評価する �����������������������������������������������������200
0571� プレイリストを作成する ���������������������������������������������������������������201
0572� プレイリストに曲を登録する ��������������������������������������������������������201
0573� 自動プレイリストを作成する ��������������������������������������������������������201
0574� プレイリストを再生・管理する �������������������������������������������������������201
0575� 再生時の音量を自動調整する ����������������������������������������������������202
0576� 曲のジャンルに合わせて音質を変更する�������������������������������������202
0577� WMPで動画を再生する �������������������������������������������������������������202
0578� 再生できるファイルの種類を確認する �����������������������������������������202
0579� 映像の再生サイズを変更する �����������������������������������������������������203
0580� 映像の色合いや明るさを調節する ����������������������������������������������203
0581� DVDを再生する �������������������������������������������������������������������������203
0582� 音楽ファイルから音楽CDを作成する ������������������������������������������204
0583� 書き込みに関連する設定を変更する �������������������������������������������204
0584� 音楽のファイルをデータ形式で書き込む �������������������������������������204
0585� ボリュームラベルを設定する �������������������������������������������������������204
0586� ライブラリの曲を携帯音楽プレーヤーと同期する ������������������������205
0587� 好みの曲だけを同期する ������������������������������������������������������������205
0588� インターネットラジオを楽しもう ����������������������������������������������������205
0589� 画像ライブラリを表示する ����������������������������������������������������������205
0590� 音楽や動画を共有する ���������������������������������������������������������������206
0591� ほかのパソコンのライブラリにアクセス ����������������������������������������206
0592� リモート制御を許可する ��������������������������������������������������������������206
0593� ほかのパソコンに音楽をストリーミング配信する ���������������������������206
0594� WMPのライブラリにインターネット経由でアクセスする ����������������207
0595� DLNA対応機器で再生できるか確認しよう ����������������������������������208
0596� DLNA対応機器でライブラリのファイルを再生する ���������������������208
0597� パソコンなどの機器ごとにアクセスの設定を行なう ����������������������208
0598� 共有するメディアファイルを変更する�������������������������������������������208
0599� スキンを変更する �����������������������������������������������������������������������209
0600� スキンをダウンロードする ������������������������������������������������������������209
0601� 再生履歴を消去する ������������������������������������������������������������������209
0602� プレイビューを常に手前に表示する ��������������������������������������������209
0603� ｢ムービーメーカー」をインストール �����������������������������������������������210
0604� パソコンに保存した動画ファイルを読み込む �������������������������������210
0605� ビデオカメラなどから動画ファイルを読み込む �����������������������������210
0606� 映像のカット編集を行なう �����������������������������������������������������������210
0607� 動画にタイトルを追加する ����������������������������������������������������������211

0608� タイトルの色や背景色、表示時間を変更する ������������������������������211
0609� ｢特殊効果」を設定する ��������������������������������������������������������������211
0610� 映像にテロップを追加する����������������������������������������������������������211
0611� 映像の最後に「クレジット」を追加する �����������������������������������������212
0612� 複数の動画をつなぎ合わせる �����������������������������������������������������212
0613� 動画のつなぎ目に「切り替え効果」を適用する �����������������������������212
0614� 用意された「切り替え効果」をすべて表示する �����������������������������212
0615� 映像にBGMを追加する ��������������������������������������������������������������213
0616� 追加した音楽の開始／停止位置を設定 �������������������������������������213
0617� 音楽のフェードイン／フェードアウトを設定 ����������������������������������213
0618� BGMの音量バランスを設定する ������������������������������������������������213
0619� 映像の手ぶれを補正する �����������������������������������������������������������214
0620� 映像の縦横比を変更する �����������������������������������������������������������214
0621� ストーリーボードの縮小表示サイズを変更する �����������������������������214
0622� タイムスケールを調整する ����������������������������������������������������������214
0623� ｢オートムービー」機能でスライドショーを作成 ������������������������������215
0624� ｢オートムービー」のタイトルを編集 ����������������������������������������������215
0625� ｢アニメーション」効果を変更する ������������������������������������������������215
0626� 画像の順番を変更する ���������������������������������������������������������������216
0627� 音楽の長さに合わせたスライドショーを作成する ��������������������������216
0628� 動画や画像に「視覚効果」を適用する ����������������������������������������216
0629� 複数の「特殊効果」を組み合わせる ��������������������������������������������216
0630� 登録した動画や画像を削除する �������������������������������������������������217
0631� 編集した映像を動画ファイルとして出力 ��������������������������������������217
0632� カスタム設定を作成して思いどおりの形式で出力する ����������������217
0633� 動画共有サイトに投稿する ���������������������������������������������������������217
0634� ｢フォト」アプリでデジカメの写真を取り込む ���������������������������������218
0635� ｢ピクチャ」フォルダーの写真を閲覧する ��������������������������������������218
0636� 写真の色を補正する ������������������������������������������������������������������218
0637� 全画面表示のスライドショーを開始 ��������������������������������������������218
0638� 写真をロック画面に表示する ������������������������������������������������������219
0639� 写真を背景に表示する ���������������������������������������������������������������219
0640� 写真を編集する ��������������������������������������������������������������������������219
0641� 写真の必要な部分だけトリミングする�������������������������������������������219
0642� フォトギャラリーをインストールする �����������������������������������������������220
0643� ナビゲーションウィンドウを表示する ��������������������������������������������220
0644� ナビゲーションウィンドウに撮影日やタグを表示 ���������������������������220
0645� ｢ピクチャ」ライブラリにフォルダーを追加する ������������������������������220
0646� 写真に「説明タグ」を追加する�����������������������������������������������������221
0647� ｢説明タグ」で写真を並び替える �������������������������������������������������221
0648� 写真に「キャプション」を追加する ������������������������������������������������221
0649� 写真に埋め込まれた情報を確認する �������������������������������������������221
0650� 写真に「評価」を追加する �����������������������������������������������������������222
0651� 顔を検出して「人物タグ」を追加する �������������������������������������������222
0652� クイック検索で写真を検索する ���������������������������������������������������222
0653� キーワードで写真を検索 �������������������������������������������������������������222
0654� 写真を左右に90度回転する �������������������������������������������������������223
0655� 写真の詳細情報を表示する �������������������������������������������������������223
0656� 写真をスライドショーで表示 ��������������������������������������������������������223
0657� スライドショーをYouTubeなどに投稿 �����������������������������������������223
0658� 撮影に失敗した写真を自動修整 �������������������������������������������������224
0659� 写真の色合いを調整する �����������������������������������������������������������224
0660� 写真の明るさを調整する �������������������������������������������������������������224
0661� 明るさやコントラストなどを手動で微調整する ������������������������������224
0662� 写真から必要な部分を切り抜く ���������������������������������������������������225
0663� 写真上のゴミを削除する �������������������������������������������������������������225
0664� 写真の傾きを自動調整する���������������������������������������������������������225
0665� カラー写真をモノクロ写真に変換する�����������������������������������������225
0666� 写真を修正前の状態に戻す �������������������������������������������������������226
0667� 修整前の写真を削除するように設定�������������������������������������������226
0668� デジカメから写真を読み込む ������������������������������������������������������226
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0440� メンバーを連絡先に追加する ������������������������������������������������������158
0441� メンバーを削除する ��������������������������������������������������������������������158
0442� ほかのメンバーに公開する名前を変更する ���������������������������������158
0443� メンバーをお気に入りにまとめる ��������������������������������������������������159
0444� メンバーのプロフィールを見る ����������������������������������������������������159
0445� メンバーの表示名を編集する �����������������������������������������������������159
0446� メンバーをブロックする ���������������������������������������������������������������159
0447� メッセージを送信する������������������������������������������������������������������160
0448� 音声通話を発信する ������������������������������������������������������������������160
0449� 音声通話に応答する ������������������������������������������������������������������160
0450� 音声通話の着信を拒否する �������������������������������������������������������161
0451� Skypeでファイルを送付する �������������������������������������������������������161
0452� ビデオ通話を行なう��������������������������������������������������������������������161
0453� 3人以上で会話する ��������������������������������������������������������������������161
0454� Skypeの利用状態を変更する ����������������������������������������������������162
0455� 自分の状態を入力する ���������������������������������������������������������������162
0456� Skypeを終了する �����������������������������������������������������������������������162
0457� Skypeからログアウトする ������������������������������������������������������������162

0458� ネットワーククライアントを新規インストールする ���������������������������164
0459� ネットワークサービスを新規インストールする ��������������������������������164
0460� ネットワークプロトコルを新規でインストールする ��������������������������165
0461� ネットワーク名とネットワークの場所を確認する ����������������������������165
0462� ネットワークの動作状況を表示する ���������������������������������������������165
0463� ネットワークアダプターの物理アドレスを表示する������������������������165
0464� 利用中のネットワーク接続状況を表示する ����������������������������������166
0465� ネットワーク接続の名称を変更する ���������������������������������������������166
0466� ネットワークアダプターを無効にする �������������������������������������������167
0467� ネットワークアダプターを「状態」から無効にする ��������������������������167
0468� ネットワークアダプターを有効にする �������������������������������������������167
0469� ネットワークエラーを診断して接続を修復する������������������������������167
0470� 異なるネットワークをブリッジ接続して利用する ����������������������������168
0471� 使わないサービスやプロトコルを削除する �����������������������������������168
0472� TCP/IPv6の詳細を表示する �����������������������������������������������������169
0473� TCP/IPv4の詳細を表示する �����������������������������������������������������169
0474� ネットワークエラーをトラブルシューティングで解決 �����������������������169
0475� ネットワークアダプターのエラーをトラブルシューティングで解決 ���169
0476� 無線LAN接続に接続する �����������������������������������������������������������170
0477� 無線LANの簡易設定機能を利用する ����������������������������������������170
0478� 設定済みのワイヤレスネットワークに接続する �����������������������������170
0479� 無線LANの接続設定を手動で行なう �����������������������������������������171
0480� 接続先を変更する ����������������������������������������������������������������������171
0481� 接続中のワイヤレスネットワークを切断する ���������������������������������171
0482� 不要なワイヤレスネットワークを削除する �������������������������������������172
0483� 無線LANの接続情報を確認する ������������������������������������������������172
0484� 無線LANで使用している暗号の種類を確認する �������������������������172
0485� ネットワークの接続時間を確認する ���������������������������������������������173
0486� ワイヤレスネットワークに通信料金体系を記録する ����������������������173
0487� 概算データ使用量を表示する �����������������������������������������������������173
0488� データ使用状況の詳細を確認する ���������������������������������������������173
0489� Bluetoothでテザリングする ��������������������������������������������������������174
0490� ダイヤルアップで接続する ����������������������������������������������������������174
0491� ダイヤルアップ接続の設定を確認する ���������������������������������������175
0492� ダイヤルアップ接続の設定を削除する ���������������������������������������175
0493� ダイヤルアップ接続の設定を編集する ���������������������������������������175
0494� ホームグループを作成する ���������������������������������������������������������176
0495� 既存のホームグループに参加する ����������������������������������������������176
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0496� ホームグループの参加を終了する �����������������������������������������������177
0497� ホームグループで利用中のパスワードを確認する �����������������������177
0498� ホームグループのパスワードを変更する ��������������������������������������177
0499� ホームグループで利用可能なファイルの種類を変更 �������������������178
0500� ホームグループのトラブルを解決する �����������������������������������������178
0501� メディアストリーミングの共有を有効にする ����������������������������������178
0502� ホームグループユーザーとファイルをやりとりする ������������������������179
0503� ホームグループで接続されたパソコンのプリンターを共有 ������������179
0504� ホームグループ接続の利用設定をする ���������������������������������������179
0505� 共有の詳細設定画面を開く �������������������������������������������������������180
0506� ネットワーク探索を有効にする ����������������������������������������������������180
0507� ファイルとプリンターの共有を有効にする ������������������������������������180
0508� パブリックフォルダーの共有を有効にする ������������������������������������180
0509� 共有の暗号化を変える ���������������������������������������������������������������181
0510� パスワード保護共有を有効にする �����������������������������������������������181
0511� 任意のフォルダーを共有する ������������������������������������������������������181
0512� 任意のフォルダーの共有を解除する �������������������������������������������181
0513� 利用中のインターネット接続をほかのパソコンと共有する �������������182
0514� ネットワーク内の利用可能な接続機種を確認 �����������������������������182
0515� 光学ドライブをネットワークで共有する �����������������������������������������182
0516� ネットワークコンピューターのショートカットを作成する �������������������183
0517� ネットワークドライブにアクセス ����������������������������������������������������183
0518� 共有フォルダーをネットワークドライブ化する ��������������������������������183
0519� ネットワークドライブを解除する ���������������������������������������������������183
0520� HDDドライブ自体をネットワークで共有する ���������������������������������184
0521� ネットワークドライブを手動で設定する ����������������������������������������184

0522� Windows�Defenderを起動する �������������������������������������������������186
0523� ウイルスやスパイウェアの定義ファイルを手動で更新する �����������186
0524� ウイルスやスパイウェアを手動でチェックする ������������������������������186
0525� 検出されたウイルスやスパイウェアを排除する �����������������������������187
0526� 脅威の検出履歴を確認する �������������������������������������������������������187
0527� Windows�Defenderの監視を停止させる �����������������������������������187
0528� セキュリティ問題やサンプルの送信を止める �������������������������������187
0529� 特定の種類のファイルをスキャンから除外する ����������������������������188
0530� 特定のファイルやフォルダーをスキャンから除外する ��������������������188
0531� 間連付けられたすべてのファイルを除外する �������������������������������188
0532� ファイアウォールの状態を確認する ���������������������������������������������189
0533� ファイアウォール機能を無効にする ���������������������������������������������189
0534� ファイアウォールで保護するネットワークを選ぶ ���������������������������189
0535� ファイアウォールで特定のプログラムを許可する �������������������������189
0536� ファイアウォールを通るプログラムを追加する �����������������������������190
0537� 許可したプログラムをファイアウォールから削除 ��������������������������190
0538� ファイアウォールの設定を初期状態に戻す ���������������������������������190
0539� ファイアウォールで利用可能なポートを追加する �������������������������191
0540� 使用するポート番号を設定する ���������������������������������������������������191
0541� インターネットアクセスのセキュリティレベルを調整 ����������������������191
0542� ｢制限付きサイト」に登録してアクセス時に安全度を高める ����������192
0543� 接続先を「信頼済みサイト」に登録する ���������������������������������������192
0544� 特定サイトのCookieを許可、またはブロックする ��������������������������192
0545� Cookieの許可／ブロックを手動で設定する��������������������������������192

0546� Windows�10で動画を再生する �������������������������������������������������194
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0547� カメラやスマホから写真や動画を取り込む ����������������������������������194
0548� ｢映画＆テレビ」アプリで動画を購入／レンタルする ���������������������194
0549� 音楽ファイルを再生する �������������������������������������������������������������195
0550� 再生中の曲をコントロールする ���������������������������������������������������195
0551� 再生リストを作成して好きな曲だけを再生する �����������������������������195
0552� Windows�Media�Playerで音楽CDを取り込む ��������������������������196
0553� 音楽CDの取り込み形式を変更する �������������������������������������������196
0554� 音楽CDの取り込み音質を変更する �������������������������������������������196
0555� 標準の取り込み形式を変更する �������������������������������������������������197
0556� 任意の曲やフォルダーをライブラリに追加する ����������������������������197
0557� ライブラリにある音楽を再生する �������������������������������������������������197
0558� アーティストやアルバムごとに表示して曲を管理する �������������������197
0559� キーワードで曲を検索する ����������������������������������������������������������198
0560� ライブラリで詳細情報を確認する �����������������������������������������������198
0561� アルバム情報をインターネットで検索する ������������������������������������198
0562� アルバムの画像を手動で設定 ���������������������������������������������������198
0563� アルバム情報を更新する �����������������������������������������������������������199
0564� コンパクトなプレイビューを表示する ��������������������������������������������199
0565� プレイビューに視覚エフェクトを表示 �������������������������������������������199
0566� 視覚エフェクトを追加する �����������������������������������������������������������199
0567� メニューバーを表示する ��������������������������������������������������������������200
0568� メニューバーを一時的に表示する �����������������������������������������������200
0569� オプション画面を表示する ����������������������������������������������������������200
0570� 曲のお気に入り度を評価する �����������������������������������������������������200
0571� プレイリストを作成する ���������������������������������������������������������������201
0572� プレイリストに曲を登録する ��������������������������������������������������������201
0573� 自動プレイリストを作成する ��������������������������������������������������������201
0574� プレイリストを再生・管理する �������������������������������������������������������201
0575� 再生時の音量を自動調整する ����������������������������������������������������202
0576� 曲のジャンルに合わせて音質を変更する�������������������������������������202
0577� WMPで動画を再生する �������������������������������������������������������������202
0578� 再生できるファイルの種類を確認する �����������������������������������������202
0579� 映像の再生サイズを変更する �����������������������������������������������������203
0580� 映像の色合いや明るさを調節する ����������������������������������������������203
0581� DVDを再生する �������������������������������������������������������������������������203
0582� 音楽ファイルから音楽CDを作成する ������������������������������������������204
0583� 書き込みに関連する設定を変更する �������������������������������������������204
0584� 音楽のファイルをデータ形式で書き込む �������������������������������������204
0585� ボリュームラベルを設定する �������������������������������������������������������204
0586� ライブラリの曲を携帯音楽プレーヤーと同期する ������������������������205
0587� 好みの曲だけを同期する ������������������������������������������������������������205
0588� インターネットラジオを楽しもう ����������������������������������������������������205
0589� 画像ライブラリを表示する ����������������������������������������������������������205
0590� 音楽や動画を共有する ���������������������������������������������������������������206
0591� ほかのパソコンのライブラリにアクセス ����������������������������������������206
0592� リモート制御を許可する ��������������������������������������������������������������206
0593� ほかのパソコンに音楽をストリーミング配信する ���������������������������206
0594� WMPのライブラリにインターネット経由でアクセスする ����������������207
0595� DLNA対応機器で再生できるか確認しよう ����������������������������������208
0596� DLNA対応機器でライブラリのファイルを再生する ���������������������208
0597� パソコンなどの機器ごとにアクセスの設定を行なう ����������������������208
0598� 共有するメディアファイルを変更する�������������������������������������������208
0599� スキンを変更する �����������������������������������������������������������������������209
0600� スキンをダウンロードする ������������������������������������������������������������209
0601� 再生履歴を消去する ������������������������������������������������������������������209
0602� プレイビューを常に手前に表示する ��������������������������������������������209
0603� ｢ムービーメーカー」をインストール �����������������������������������������������210
0604� パソコンに保存した動画ファイルを読み込む �������������������������������210
0605� ビデオカメラなどから動画ファイルを読み込む �����������������������������210
0606� 映像のカット編集を行なう �����������������������������������������������������������210
0607� 動画にタイトルを追加する ����������������������������������������������������������211

0608� タイトルの色や背景色、表示時間を変更する ������������������������������211
0609� ｢特殊効果」を設定する ��������������������������������������������������������������211
0610� 映像にテロップを追加する����������������������������������������������������������211
0611� 映像の最後に「クレジット」を追加する �����������������������������������������212
0612� 複数の動画をつなぎ合わせる �����������������������������������������������������212
0613� 動画のつなぎ目に「切り替え効果」を適用する �����������������������������212
0614� 用意された「切り替え効果」をすべて表示する �����������������������������212
0615� 映像にBGMを追加する ��������������������������������������������������������������213
0616� 追加した音楽の開始／停止位置を設定 �������������������������������������213
0617� 音楽のフェードイン／フェードアウトを設定 ����������������������������������213
0618� BGMの音量バランスを設定する ������������������������������������������������213
0619� 映像の手ぶれを補正する �����������������������������������������������������������214
0620� 映像の縦横比を変更する �����������������������������������������������������������214
0621� ストーリーボードの縮小表示サイズを変更する �����������������������������214
0622� タイムスケールを調整する ����������������������������������������������������������214
0623� ｢オートムービー」機能でスライドショーを作成 ������������������������������215
0624� ｢オートムービー」のタイトルを編集 ����������������������������������������������215
0625� ｢アニメーション」効果を変更する ������������������������������������������������215
0626� 画像の順番を変更する ���������������������������������������������������������������216
0627� 音楽の長さに合わせたスライドショーを作成する ��������������������������216
0628� 動画や画像に「視覚効果」を適用する ����������������������������������������216
0629� 複数の「特殊効果」を組み合わせる ��������������������������������������������216
0630� 登録した動画や画像を削除する �������������������������������������������������217
0631� 編集した映像を動画ファイルとして出力 ��������������������������������������217
0632� カスタム設定を作成して思いどおりの形式で出力する ����������������217
0633� 動画共有サイトに投稿する ���������������������������������������������������������217
0634� ｢フォト」アプリでデジカメの写真を取り込む ���������������������������������218
0635� ｢ピクチャ」フォルダーの写真を閲覧する ��������������������������������������218
0636� 写真の色を補正する ������������������������������������������������������������������218
0637� 全画面表示のスライドショーを開始 ��������������������������������������������218
0638� 写真をロック画面に表示する ������������������������������������������������������219
0639� 写真を背景に表示する ���������������������������������������������������������������219
0640� 写真を編集する ��������������������������������������������������������������������������219
0641� 写真の必要な部分だけトリミングする�������������������������������������������219
0642� フォトギャラリーをインストールする �����������������������������������������������220
0643� ナビゲーションウィンドウを表示する ��������������������������������������������220
0644� ナビゲーションウィンドウに撮影日やタグを表示 ���������������������������220
0645� ｢ピクチャ」ライブラリにフォルダーを追加する ������������������������������220
0646� 写真に「説明タグ」を追加する�����������������������������������������������������221
0647� ｢説明タグ」で写真を並び替える �������������������������������������������������221
0648� 写真に「キャプション」を追加する ������������������������������������������������221
0649� 写真に埋め込まれた情報を確認する �������������������������������������������221
0650� 写真に「評価」を追加する �����������������������������������������������������������222
0651� 顔を検出して「人物タグ」を追加する �������������������������������������������222
0652� クイック検索で写真を検索する ���������������������������������������������������222
0653� キーワードで写真を検索 �������������������������������������������������������������222
0654� 写真を左右に90度回転する �������������������������������������������������������223
0655� 写真の詳細情報を表示する �������������������������������������������������������223
0656� 写真をスライドショーで表示 ��������������������������������������������������������223
0657� スライドショーをYouTubeなどに投稿 �����������������������������������������223
0658� 撮影に失敗した写真を自動修整 �������������������������������������������������224
0659� 写真の色合いを調整する �����������������������������������������������������������224
0660� 写真の明るさを調整する �������������������������������������������������������������224
0661� 明るさやコントラストなどを手動で微調整する ������������������������������224
0662� 写真から必要な部分を切り抜く ���������������������������������������������������225
0663� 写真上のゴミを削除する �������������������������������������������������������������225
0664� 写真の傾きを自動調整する���������������������������������������������������������225
0665� カラー写真をモノクロ写真に変換する�����������������������������������������225
0666� 写真を修正前の状態に戻す �������������������������������������������������������226
0667� 修整前の写真を削除するように設定�������������������������������������������226
0668� デジカメから写真を読み込む ������������������������������������������������������226
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0669� 写真の保存先を変更する �����������������������������������������������������������226
0670� 複数の写真からパノラマ写真を作成する ������������������������������������227
0671� ｢オートコラージュ」機能で複数の写真を1枚にまとめる ����������������227
0672� 写真をメールで送信する �������������������������������������������������������������227
0673� 写真をプリンターで印刷する �������������������������������������������������������227
0674� 複数の写真からスライドショー動画を作成�����������������������������������228
0675� CDやDVDメディアに写真を書き込む �����������������������������������������228
0676� プラグイン機能を追加する ���������������������������������������������������������228
0677� 写真をスクリーンセーバーにする �������������������������������������������������228
0678� OneDriveに写真をアップロードする �������������������������������������������229
0679� Facebookに写真をアップロードする ������������������������������������������229
0680� 標準お絵かきソフト「ペイント」を起動する ������������������������������������229
0681� 多彩な「ブラシ」を選択する ���������������������������������������������������������229
0682� マウスドラッグで図形を描く ��������������������������������������������������������230
0683� 描画した図形を拡大縮小する �����������������������������������������������������230
0684� オリジナルの色を追加する ���������������������������������������������������������230
0685� パソコン内の画像ファイルを開く ������������������������������������������������230
0686� 画像のサイズを変更する ������������������������������������������������������������231
0687� 画像の形式を変更する ���������������������������������������������������������������231
0688� 写真にテキストを追加する ����������������������������������������������������������231
0689� 写真から必要な部分を切り抜く ���������������������������������������������������231
0690� 写真を回転する ��������������������������������������������������������������������������232
0691� ルーラーやグリッドを表示する �����������������������������������������������������232
0692� 印刷する前に「ページ設定」を行なう �������������������������������������������232
0693� ｢印刷プレビュー」で仕上がりを確認 �������������������������������������������232

0694� ｢ストア」アプリを起動する �����������������������������������������������������������234
0695� Windowsストアアプリをインストールする ������������������������������������234
0696� Windowsストアアプリをアンインストールする ������������������������������235
0697� OneDriveにサインインする ���������������������������������������������������������235
0698� OneDrive内のファイルやフォルダーにアクセスする ��������������������236
0699� OneDriveに新規のフォルダーを作成する �����������������������������������236
0700� ファイルやフォルダーをOneDriveにアップロードする ������������������236
0701� OneDrive上のファイルを削除する ���������������������������������������������237
0702� OneDrive上のファイルを閲覧・編集する ������������������������������������237
0703� OneDrive上のファイルを共有する ���������������������������������������������237
0704� フォルダーを共有する �����������������������������������������������������������������238
0705� エクスプローラーでファイルやフォルダーのリンクを取得する �������238
0706� ブラウザでOneDriveにアクセスする ������������������������������������������238
0707� OneDriveの表示言語を変更する �����������������������������������������������239
0708� ファイルの表示形式を切り替える �����������������������������������������������239
0709� 最近使用したファイルを表示する ������������������������������������������������239
0710� 写真をすべて表示する ���������������������������������������������������������������239
0711� 条件ごとにファイルを並べ替える ������������������������������������������������240
0712� 並べ替え順序を保存する������������������������������������������������������������240
0713� ファイルやフォルダーを選択する �������������������������������������������������240
0714� ファイルやフォルダーを削除する �������������������������������������������������240
0715� ファイルをアップロードする ���������������������������������������������������������241
0716� フォルダーを作成する �����������������������������������������������������������������241
0717� OneDrive上のファイルをダウンロードする ����������������������������������241
0718� Web版のOneDriveでファイルを閲覧・編集する �������������������������242
0719� ファイルを作成する ��������������������������������������������������������������������242
0720� ファイル名を変更する ����������������������������������������������������������������242
0721� Web版のOneDriveで共有を設定する ���������������������������������������242
0722� OneDriveの保存容量を増やす ��������������������������������������������������243
0723� ｢OneNote」を起動する ��������������������������������������������������������������243
0724� ｢OneNote」で新規のメモを作成する �����������������������������������������243
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0725� テキストを入力する ���������������������������������������������������������������������244
0726� 文字やイラストを手書きする ��������������������������������������������������������244
0727� 写真やイラストを挿入する�����������������������������������������������������������244
0728� ノートに罫線を表示する ��������������������������������������������������������������244
0729� ｢OneNote」に気になる情報を取り込んでメモ �����������������������������245
0730� ｢OneNote」にスクリーンショットを取り込む ���������������������������������245
0731� OneNote�Onlineを活用する �����������������������������������������������������245
0732� カレンダーを起動する �����������������������������������������������������������������246
0733� カレンダーの表示を変更する ������������������������������������������������������246
0734� 予定を登録する ��������������������������������������������������������������������������246
0735� 予定の詳細を確認する ���������������������������������������������������������������246
0736� 予定にアラームを設定する ���������������������������������������������������������247
0737� 予定の繰り返しを設定する ���������������������������������������������������������247
0738� 終了した予定を削除する�������������������������������������������������������������247
0739� 複数のカレンダーを色を変えて表示する �������������������������������������247
0740� カレンダーの表示形式を変更する�����������������������������������������������248
0741� 作成した予定にほかのユーザーを招待する ���������������������������������248
0742� ニュースをチェックする����������������������������������������������������������������248
0743� 気になるカテゴリをマイニュースに追加する ���������������������������������249
0744� 不要なカテゴリをマイニュースから削除する ���������������������������������249
0745� 任意のキーワードをマイニュースに追加する ��������������������������������249
0746� ニュースを検索する ��������������������������������������������������������������������249
0747� スポーツの情報を見る ����������������������������������������������������������������250
0748� お気に入りのチームを登録する ��������������������������������������������������250
0749� お気に入りのチームの情報を見る ����������������������������������������������250
0750� 金融情報をチェックする ��������������������������������������������������������������251
0751� 銘柄をウォッチリストに登録する ��������������������������������������������������251
0752� 経済ニュースを見る ��������������������������������������������������������������������252
0753� 為替計算をする ��������������������������������������������������������������������������252
0754� 株価指数を見る �������������������������������������������������������������������������252
0755� 住宅ローンを計算する ����������������������������������������������������������������252
0756� 天気予報をチェック ��������������������������������������������������������������������253
0757� トップ画面で表示される地域を変更する �������������������������������������253
0758� 気象ニュースをチェックする ��������������������������������������������������������254
0759� 過去の気象データをチェックする ������������������������������������������������254
0760� 地図を見る ���������������������������������������������������������������������������������254
0761� 地図を「航空写真」に切り替える �������������������������������������������������255
0762� 地図に交通情報を表示する �������������������������������������������������������255
0763� 目的地までのルートを検索する ���������������������������������������������������255
0764� 周辺の施設を検索する ���������������������������������������������������������������256
0765� 地図を印刷する ��������������������������������������������������������������������������256
0766� ｢ボイスレコーダー」で録音をする ������������������������������������������������256
0767� 録音を停止する ��������������������������������������������������������������������������256
0768� 録音データを再生する ����������������������������������������������������������������257
0769� 録音データに名前を付ける ���������������������������������������������������������257
0770� 録音データをトリミングする����������������������������������������������������������257
0771� 録音データを削除する ����������������������������������������������������������������257
0772� 録音データの保存フォルダーを開く ��������������������������������������������258
0773� 録音音量を調整する ������������������������������������������������������������������258
0774� ｢モバイルコンパニオン」でスマートフォンとの同期を設定する ������258
0775� iPhoneやiPadで撮影した写真をコピーする ��������������������������������259
0776� iPhoneやiPadで撮影した写真をまとめてコピーする �������������������259
0777� iPhoneやiPadにファイルを転送する ������������������������������������������259
0778� Androidスマ−トフォンやタブレットとファイルをやりとりする ����������260
0779� パソコンの電卓を使う �����������������������������������������������������������������260
0780� 関数電卓で指数計算などを行なう ����������������������������������������������261
0781� ｢プログラマー」モードを使用する ������������������������������������������������261
0782� 単位の変換をする ����������������������������������������������������������������������261
0783� 計算の履歴を確認する ���������������������������������������������������������������261
0784� 計算の履歴を削除する ���������������������������������������������������������������262
0785� 計算結果を貼り付ける ����������������������������������������������������������������262

0786� ｢Xbox」でゲームを楽しむ �����������������������������������������������������������262
0787� Windows�Journalで手書き風のメモをとる ���������������������������������263
0788� ノートの表示方法を変更する ������������������������������������������������������263
0789� ノートに新しいページを追加する �������������������������������������������������263
0790� テキストボックスでキーボードから文字を入力する ������������������������263
0791� 選択した文字列に書式を設定する ����������������������������������������������264
0792� テキストボックスやオブジェクトを選択する �����������������������������������264
0793� ノートの書式を変更する �������������������������������������������������������������264
0794� Windows�Journalの動作を設定する �����������������������������������������264
0795� 文章中の重要な部分にフラグを立てる ���������������������������������������265
0796� 別の色のフラグを利用する ���������������������������������������������������������265
0797� 空白を挿入して行間を調整する ��������������������������������������������������265
0798� ノートに地図や写真を挿入する ���������������������������������������������������265
0799� Windows�Journalで手書き文字を作成する �������������������������������266
0800� 手書きしたオブジェクトを図形化する �������������������������������������������266
0801� 手書き文字をテキストデータに変換する ��������������������������������������266
0802� うまく認識されない手書き文字をグループ化する �������������������������266
0803� グループ化を解除してオブジェクトを元に戻す �����������������������������267
0804� 書き込んだ文字やイラストをグループ化する ��������������������������������267
0805� 書き込んだ文字やイラストを消去する ������������������������������������������267
0806� 消しゴムの種類を変更する ���������������������������������������������������������267
0807� 図形に変形したオブジェクトの形を変更する ��������������������������������268
0808� ペンの種類を変更する ���������������������������������������������������������������268
0809� ペンの形状をカスタマイズする ���������������������������������������������������268
0810� 蛍光ペンの種類を変更する ��������������������������������������������������������268
0811� 蛍光ペンの形状をカスタマイズする ��������������������������������������������269
0812� 作成したノートをホームページ公開用として保存 ��������������������������269
0813� メモに便利な付箋を起動する �����������������������������������������������������269
0814� 新しい付箋を追加する ����������������������������������������������������������������269
0815� 付箋の書式を変更する ���������������������������������������������������������������270
0816� 付箋のテキストサイズを変更する ������������������������������������������������270
0817� 付箋で箇条書きを行なう ������������������������������������������������������������270
0818� 背景色を指定する ����������������������������������������������������������������������270
0819� 付箋を削除する ��������������������������������������������������������������������������271
0820� 付箋の内容をコピーする �������������������������������������������������������������271
0821� メモ帳で文書を作成する ������������������������������������������������������������271
0822� メモ帳のフォントを変更する ��������������������������������������������������������271
0823� メモ帳で行番号を指定して移動する �������������������������������������������272
0824� 日時を入力する ��������������������������������������������������������������������������272
0825� 印刷時のヘッダーやフッターを設定する ��������������������������������������272
0826� 文字列を検索移動する ��������������������������������������������������������������272
0827� 文字列を置換する ����������������������������������������������������������������������273
0828� ワードパッドを起動する ���������������������������������������������������������������273
0829� リボンの表示と非表示を切り替える ��������������������������������������������273
0830� ワードパッドで写真入りの文書を作成する�����������������������������������274
0831� 日時をワードパッドに入力する�����������������������������������������������������274
0832� 用紙サイズや印刷の向きを変更する �������������������������������������������274
0833� ワードパッドで表やグラフ入りの文書を作成する �������������������������274
0834� ｢下付き文字」や「上付き文字」を使用する ����������������������������������275
0835� 段落の位置を調整する ���������������������������������������������������������������275
0836� ルーラーの単位を変更する ���������������������������������������������������������275
0837� 印刷前にプレビューで確認する ���������������������������������������������������275
0838� デスクトップをキャプチャする �������������������������������������������������������276
0839� ウィンドウをキャプチャする ����������������������������������������������������������276
0840� 四角形でキャプチャする ��������������������������������������������������������������276
0841� 自由な形にキャプチャする �����������������������������������������������������������276
0842� キャプチャをタイマー撮影する�����������������������������������������������������277
0843� キーボード操作でキャプチャする �������������������������������������������������277
0844� 数式入力パネルで数式を作成する ���������������������������������������������277
0845� 作成した数式をWordに挿入する ������������������������������������������������277
0846� 操作手順のステップを記録する ��������������������������������������������������278

0847� リモート接続を開始する ��������������������������������������������������������������278
0848� リモート接続でアクセスできるように設定する ������������������������������279
0849� リモート接続で接続先のパソコンを操作する �������������������������������280
0850� リモート接続先の設定を変更する �����������������������������������������������280
0851� 接続オプションを設定する ����������������������������������������������������������280
0852� リモート先の画面サイズや色を変更する �������������������������������������280
0853� 適切な通信回線を選んでパフォーマンスを最適化する ����������������281
0854� 接続設定を保存する ������������������������������������������������������������������281
0855� リモートアシスタンスを設定する ��������������������������������������������������281
0856� FAX送受信に必要なアカウントを作成する ���������������������������������282
0857� FAXの設定をする ����������������������������������������������������������������������282
0858� FAX送受信時の設定をする �������������������������������������������������������282
0859� 文書を新規作成してFAXで送信する ������������������������������������������282
0860� FAX作成時のフォントを設定する ������������������������������������������������283
0861� 受信したFAX文書をメールで転送する ����������������������������������������283
0862� 受信したFAX文書をFAXで返信する ������������������������������������������283
0863� 受信したFAX文書を他のFAX番号へ転送する ���������������������������283
0864� オリジナルのFAX送付状を作成する ������������������������������������������284
0865� FAX送信者情報を自動入力する ������������������������������������������������284
0866� FAX送信確認を自分にメールする ����������������������������������������������284
0867� FAX送受信時のサウンドの設定をする ���������������������������������������284

0868� コントロールパネルを「小さいアイコン」表示にする ����������������������286
0869� コントロールパネルを「大きいアイコン」表示にする ����������������������286
0870� ｢CapsLock」キーを「Shift」キーで代用する ��������������������������������286
0871� 入力言語の変更キーを変える �����������������������������������������������������286
0872� 固定キーを有効にする ����������������������������������������������������������������287
0873� 連続したキー入力を無効にする���������������������������������������������������287
0874� キーボードでマウスを操作 ����������������������������������������������������������287
0875� マウスキー機能の設定を変更する ����������������������������������������������287
0876� サウンドの出力レベルを調整する �����������������������������������������������288
0877� サウンド／オーディオの出力デバイスを変更する �������������������������288
0878� サウンド／オーディオのチャンネルを切り替える ���������������������������288
0879� スピーカーをミュート（消音）する ��������������������������������������������������288
0880� スピーカーの音質を調整する ������������������������������������������������������289
0881� スピーカーの音量を設定する ������������������������������������������������������289
0882� 音の明瞭化を設定する ���������������������������������������������������������������289
0883� スピーカー音量の左右のバランスを変える ����������������������������������289
0884� システム音を変更する ����������������������������������������������������������������290
0885� システム音をオリジナルのものに変更する ����������������������������������290
0886� システム音の代わりにテキストや画像を表示させる ����������������������290
0887� パソコンでの通話時にそのほかの音をミュートにする �������������������291
0888� アプリ起動時に画面の解像度を変更する �����������������������������������291
0889� スリープから復帰する際にパスワードを要求する ��������������������������291
0890� 電源を省電力化する ������������������������������������������������������������������291
0891� 自動的にモニターの電源が切れるように設定する ������������������������292
0892� パソコン本体の電源ボタンの動作を設定する �����������������������������292
0893� BitLockerドライブ暗号化を利用する ������������������������������������������292
0894� プリンターを接続する �����������������������������������������������������������������293
0895� 自動検索されないプリンターを追加する ��������������������������������������293
0896� 音声でパソコンを操作する ���������������������������������������������������������294
0897� 音声認識のトレーニングを実行する ��������������������������������������������294
0898� マウスカーソルのポインターを変更 ���������������������������������������������294
0899� ダブルクリックの間隔を調整する ������������������������������������������������294
0900� ポインターの動きをカスタマイズする �������������������������������������������295
0901� ホイールの動きをカスタマイズする ����������������������������������������������295
0902� ドラッグ＆ドロップをクリック操作で済ませる ��������������������������������295
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0669� 写真の保存先を変更する �����������������������������������������������������������226
0670� 複数の写真からパノラマ写真を作成する ������������������������������������227
0671� ｢オートコラージュ」機能で複数の写真を1枚にまとめる ����������������227
0672� 写真をメールで送信する �������������������������������������������������������������227
0673� 写真をプリンターで印刷する �������������������������������������������������������227
0674� 複数の写真からスライドショー動画を作成�����������������������������������228
0675� CDやDVDメディアに写真を書き込む �����������������������������������������228
0676� プラグイン機能を追加する ���������������������������������������������������������228
0677� 写真をスクリーンセーバーにする �������������������������������������������������228
0678� OneDriveに写真をアップロードする �������������������������������������������229
0679� Facebookに写真をアップロードする ������������������������������������������229
0680� 標準お絵かきソフト「ペイント」を起動する ������������������������������������229
0681� 多彩な「ブラシ」を選択する ���������������������������������������������������������229
0682� マウスドラッグで図形を描く ��������������������������������������������������������230
0683� 描画した図形を拡大縮小する �����������������������������������������������������230
0684� オリジナルの色を追加する ���������������������������������������������������������230
0685� パソコン内の画像ファイルを開く ������������������������������������������������230
0686� 画像のサイズを変更する ������������������������������������������������������������231
0687� 画像の形式を変更する ���������������������������������������������������������������231
0688� 写真にテキストを追加する ����������������������������������������������������������231
0689� 写真から必要な部分を切り抜く ���������������������������������������������������231
0690� 写真を回転する ��������������������������������������������������������������������������232
0691� ルーラーやグリッドを表示する �����������������������������������������������������232
0692� 印刷する前に「ページ設定」を行なう �������������������������������������������232
0693� ｢印刷プレビュー」で仕上がりを確認 �������������������������������������������232

0694� ｢ストア」アプリを起動する �����������������������������������������������������������234
0695� Windowsストアアプリをインストールする ������������������������������������234
0696� Windowsストアアプリをアンインストールする ������������������������������235
0697� OneDriveにサインインする ���������������������������������������������������������235
0698� OneDrive内のファイルやフォルダーにアクセスする ��������������������236
0699� OneDriveに新規のフォルダーを作成する �����������������������������������236
0700� ファイルやフォルダーをOneDriveにアップロードする ������������������236
0701� OneDrive上のファイルを削除する ���������������������������������������������237
0702� OneDrive上のファイルを閲覧・編集する ������������������������������������237
0703� OneDrive上のファイルを共有する ���������������������������������������������237
0704� フォルダーを共有する �����������������������������������������������������������������238
0705� エクスプローラーでファイルやフォルダーのリンクを取得する �������238
0706� ブラウザでOneDriveにアクセスする ������������������������������������������238
0707� OneDriveの表示言語を変更する �����������������������������������������������239
0708� ファイルの表示形式を切り替える �����������������������������������������������239
0709� 最近使用したファイルを表示する ������������������������������������������������239
0710� 写真をすべて表示する ���������������������������������������������������������������239
0711� 条件ごとにファイルを並べ替える ������������������������������������������������240
0712� 並べ替え順序を保存する������������������������������������������������������������240
0713� ファイルやフォルダーを選択する �������������������������������������������������240
0714� ファイルやフォルダーを削除する �������������������������������������������������240
0715� ファイルをアップロードする ���������������������������������������������������������241
0716� フォルダーを作成する �����������������������������������������������������������������241
0717� OneDrive上のファイルをダウンロードする ����������������������������������241
0718� Web版のOneDriveでファイルを閲覧・編集する �������������������������242
0719� ファイルを作成する ��������������������������������������������������������������������242
0720� ファイル名を変更する ����������������������������������������������������������������242
0721� Web版のOneDriveで共有を設定する ���������������������������������������242
0722� OneDriveの保存容量を増やす ��������������������������������������������������243
0723� ｢OneNote」を起動する ��������������������������������������������������������������243
0724� ｢OneNote」で新規のメモを作成する �����������������������������������������243
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0725� テキストを入力する ���������������������������������������������������������������������244
0726� 文字やイラストを手書きする ��������������������������������������������������������244
0727� 写真やイラストを挿入する�����������������������������������������������������������244
0728� ノートに罫線を表示する ��������������������������������������������������������������244
0729� ｢OneNote」に気になる情報を取り込んでメモ �����������������������������245
0730� ｢OneNote」にスクリーンショットを取り込む ���������������������������������245
0731� OneNote�Onlineを活用する �����������������������������������������������������245
0732� カレンダーを起動する �����������������������������������������������������������������246
0733� カレンダーの表示を変更する ������������������������������������������������������246
0734� 予定を登録する ��������������������������������������������������������������������������246
0735� 予定の詳細を確認する ���������������������������������������������������������������246
0736� 予定にアラームを設定する ���������������������������������������������������������247
0737� 予定の繰り返しを設定する ���������������������������������������������������������247
0738� 終了した予定を削除する�������������������������������������������������������������247
0739� 複数のカレンダーを色を変えて表示する �������������������������������������247
0740� カレンダーの表示形式を変更する�����������������������������������������������248
0741� 作成した予定にほかのユーザーを招待する ���������������������������������248
0742� ニュースをチェックする����������������������������������������������������������������248
0743� 気になるカテゴリをマイニュースに追加する ���������������������������������249
0744� 不要なカテゴリをマイニュースから削除する ���������������������������������249
0745� 任意のキーワードをマイニュースに追加する ��������������������������������249
0746� ニュースを検索する ��������������������������������������������������������������������249
0747� スポーツの情報を見る ����������������������������������������������������������������250
0748� お気に入りのチームを登録する ��������������������������������������������������250
0749� お気に入りのチームの情報を見る ����������������������������������������������250
0750� 金融情報をチェックする ��������������������������������������������������������������251
0751� 銘柄をウォッチリストに登録する ��������������������������������������������������251
0752� 経済ニュースを見る ��������������������������������������������������������������������252
0753� 為替計算をする ��������������������������������������������������������������������������252
0754� 株価指数を見る �������������������������������������������������������������������������252
0755� 住宅ローンを計算する ����������������������������������������������������������������252
0756� 天気予報をチェック ��������������������������������������������������������������������253
0757� トップ画面で表示される地域を変更する �������������������������������������253
0758� 気象ニュースをチェックする ��������������������������������������������������������254
0759� 過去の気象データをチェックする ������������������������������������������������254
0760� 地図を見る ���������������������������������������������������������������������������������254
0761� 地図を「航空写真」に切り替える �������������������������������������������������255
0762� 地図に交通情報を表示する �������������������������������������������������������255
0763� 目的地までのルートを検索する ���������������������������������������������������255
0764� 周辺の施設を検索する ���������������������������������������������������������������256
0765� 地図を印刷する ��������������������������������������������������������������������������256
0766� ｢ボイスレコーダー」で録音をする ������������������������������������������������256
0767� 録音を停止する ��������������������������������������������������������������������������256
0768� 録音データを再生する ����������������������������������������������������������������257
0769� 録音データに名前を付ける ���������������������������������������������������������257
0770� 録音データをトリミングする����������������������������������������������������������257
0771� 録音データを削除する ����������������������������������������������������������������257
0772� 録音データの保存フォルダーを開く ��������������������������������������������258
0773� 録音音量を調整する ������������������������������������������������������������������258
0774� ｢モバイルコンパニオン」でスマートフォンとの同期を設定する ������258
0775� iPhoneやiPadで撮影した写真をコピーする ��������������������������������259
0776� iPhoneやiPadで撮影した写真をまとめてコピーする �������������������259
0777� iPhoneやiPadにファイルを転送する ������������������������������������������259
0778� Androidスマ−トフォンやタブレットとファイルをやりとりする ����������260
0779� パソコンの電卓を使う �����������������������������������������������������������������260
0780� 関数電卓で指数計算などを行なう ����������������������������������������������261
0781� ｢プログラマー」モードを使用する ������������������������������������������������261
0782� 単位の変換をする ����������������������������������������������������������������������261
0783� 計算の履歴を確認する ���������������������������������������������������������������261
0784� 計算の履歴を削除する ���������������������������������������������������������������262
0785� 計算結果を貼り付ける ����������������������������������������������������������������262

0786� ｢Xbox」でゲームを楽しむ �����������������������������������������������������������262
0787� Windows�Journalで手書き風のメモをとる ���������������������������������263
0788� ノートの表示方法を変更する ������������������������������������������������������263
0789� ノートに新しいページを追加する �������������������������������������������������263
0790� テキストボックスでキーボードから文字を入力する ������������������������263
0791� 選択した文字列に書式を設定する ����������������������������������������������264
0792� テキストボックスやオブジェクトを選択する �����������������������������������264
0793� ノートの書式を変更する �������������������������������������������������������������264
0794� Windows�Journalの動作を設定する �����������������������������������������264
0795� 文章中の重要な部分にフラグを立てる ���������������������������������������265
0796� 別の色のフラグを利用する ���������������������������������������������������������265
0797� 空白を挿入して行間を調整する ��������������������������������������������������265
0798� ノートに地図や写真を挿入する ���������������������������������������������������265
0799� Windows�Journalで手書き文字を作成する �������������������������������266
0800� 手書きしたオブジェクトを図形化する �������������������������������������������266
0801� 手書き文字をテキストデータに変換する ��������������������������������������266
0802� うまく認識されない手書き文字をグループ化する �������������������������266
0803� グループ化を解除してオブジェクトを元に戻す �����������������������������267
0804� 書き込んだ文字やイラストをグループ化する ��������������������������������267
0805� 書き込んだ文字やイラストを消去する ������������������������������������������267
0806� 消しゴムの種類を変更する ���������������������������������������������������������267
0807� 図形に変形したオブジェクトの形を変更する ��������������������������������268
0808� ペンの種類を変更する ���������������������������������������������������������������268
0809� ペンの形状をカスタマイズする ���������������������������������������������������268
0810� 蛍光ペンの種類を変更する ��������������������������������������������������������268
0811� 蛍光ペンの形状をカスタマイズする ��������������������������������������������269
0812� 作成したノートをホームページ公開用として保存 ��������������������������269
0813� メモに便利な付箋を起動する �����������������������������������������������������269
0814� 新しい付箋を追加する ����������������������������������������������������������������269
0815� 付箋の書式を変更する ���������������������������������������������������������������270
0816� 付箋のテキストサイズを変更する ������������������������������������������������270
0817� 付箋で箇条書きを行なう ������������������������������������������������������������270
0818� 背景色を指定する ����������������������������������������������������������������������270
0819� 付箋を削除する ��������������������������������������������������������������������������271
0820� 付箋の内容をコピーする �������������������������������������������������������������271
0821� メモ帳で文書を作成する ������������������������������������������������������������271
0822� メモ帳のフォントを変更する ��������������������������������������������������������271
0823� メモ帳で行番号を指定して移動する �������������������������������������������272
0824� 日時を入力する ��������������������������������������������������������������������������272
0825� 印刷時のヘッダーやフッターを設定する ��������������������������������������272
0826� 文字列を検索移動する ��������������������������������������������������������������272
0827� 文字列を置換する ����������������������������������������������������������������������273
0828� ワードパッドを起動する ���������������������������������������������������������������273
0829� リボンの表示と非表示を切り替える ��������������������������������������������273
0830� ワードパッドで写真入りの文書を作成する�����������������������������������274
0831� 日時をワードパッドに入力する�����������������������������������������������������274
0832� 用紙サイズや印刷の向きを変更する �������������������������������������������274
0833� ワードパッドで表やグラフ入りの文書を作成する �������������������������274
0834� ｢下付き文字」や「上付き文字」を使用する ����������������������������������275
0835� 段落の位置を調整する ���������������������������������������������������������������275
0836� ルーラーの単位を変更する ���������������������������������������������������������275
0837� 印刷前にプレビューで確認する ���������������������������������������������������275
0838� デスクトップをキャプチャする �������������������������������������������������������276
0839� ウィンドウをキャプチャする ����������������������������������������������������������276
0840� 四角形でキャプチャする ��������������������������������������������������������������276
0841� 自由な形にキャプチャする �����������������������������������������������������������276
0842� キャプチャをタイマー撮影する�����������������������������������������������������277
0843� キーボード操作でキャプチャする �������������������������������������������������277
0844� 数式入力パネルで数式を作成する ���������������������������������������������277
0845� 作成した数式をWordに挿入する ������������������������������������������������277
0846� 操作手順のステップを記録する ��������������������������������������������������278

0847� リモート接続を開始する ��������������������������������������������������������������278
0848� リモート接続でアクセスできるように設定する ������������������������������279
0849� リモート接続で接続先のパソコンを操作する �������������������������������280
0850� リモート接続先の設定を変更する �����������������������������������������������280
0851� 接続オプションを設定する ����������������������������������������������������������280
0852� リモート先の画面サイズや色を変更する �������������������������������������280
0853� 適切な通信回線を選んでパフォーマンスを最適化する ����������������281
0854� 接続設定を保存する ������������������������������������������������������������������281
0855� リモートアシスタンスを設定する ��������������������������������������������������281
0856� FAX送受信に必要なアカウントを作成する ���������������������������������282
0857� FAXの設定をする ����������������������������������������������������������������������282
0858� FAX送受信時の設定をする �������������������������������������������������������282
0859� 文書を新規作成してFAXで送信する ������������������������������������������282
0860� FAX作成時のフォントを設定する ������������������������������������������������283
0861� 受信したFAX文書をメールで転送する ����������������������������������������283
0862� 受信したFAX文書をFAXで返信する ������������������������������������������283
0863� 受信したFAX文書を他のFAX番号へ転送する ���������������������������283
0864� オリジナルのFAX送付状を作成する ������������������������������������������284
0865� FAX送信者情報を自動入力する ������������������������������������������������284
0866� FAX送信確認を自分にメールする ����������������������������������������������284
0867� FAX送受信時のサウンドの設定をする ���������������������������������������284

0868� コントロールパネルを「小さいアイコン」表示にする ����������������������286
0869� コントロールパネルを「大きいアイコン」表示にする ����������������������286
0870� ｢CapsLock」キーを「Shift」キーで代用する ��������������������������������286
0871� 入力言語の変更キーを変える �����������������������������������������������������286
0872� 固定キーを有効にする ����������������������������������������������������������������287
0873� 連続したキー入力を無効にする���������������������������������������������������287
0874� キーボードでマウスを操作 ����������������������������������������������������������287
0875� マウスキー機能の設定を変更する ����������������������������������������������287
0876� サウンドの出力レベルを調整する �����������������������������������������������288
0877� サウンド／オーディオの出力デバイスを変更する �������������������������288
0878� サウンド／オーディオのチャンネルを切り替える ���������������������������288
0879� スピーカーをミュート（消音）する ��������������������������������������������������288
0880� スピーカーの音質を調整する ������������������������������������������������������289
0881� スピーカーの音量を設定する ������������������������������������������������������289
0882� 音の明瞭化を設定する ���������������������������������������������������������������289
0883� スピーカー音量の左右のバランスを変える ����������������������������������289
0884� システム音を変更する ����������������������������������������������������������������290
0885� システム音をオリジナルのものに変更する ����������������������������������290
0886� システム音の代わりにテキストや画像を表示させる ����������������������290
0887� パソコンでの通話時にそのほかの音をミュートにする �������������������291
0888� アプリ起動時に画面の解像度を変更する �����������������������������������291
0889� スリープから復帰する際にパスワードを要求する ��������������������������291
0890� 電源を省電力化する ������������������������������������������������������������������291
0891� 自動的にモニターの電源が切れるように設定する ������������������������292
0892� パソコン本体の電源ボタンの動作を設定する �����������������������������292
0893� BitLockerドライブ暗号化を利用する ������������������������������������������292
0894� プリンターを接続する �����������������������������������������������������������������293
0895� 自動検索されないプリンターを追加する ��������������������������������������293
0896� 音声でパソコンを操作する ���������������������������������������������������������294
0897� 音声認識のトレーニングを実行する ��������������������������������������������294
0898� マウスカーソルのポインターを変更 ���������������������������������������������294
0899� ダブルクリックの間隔を調整する ������������������������������������������������294
0900� ポインターの動きをカスタマイズする �������������������������������������������295
0901� ホイールの動きをカスタマイズする ����������������������������������������������295
0902� ドラッグ＆ドロップをクリック操作で済ませる ��������������������������������295
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0903� マウスを左利き用に設定する ������������������������������������������������������295
0904� マウスポインターの位置を表示させる ������������������������������������������296
0905� モニタを複数台接続してマルチモニタにする ������������������������������296
0906� モニタの番号を確認する ������������������������������������������������������������296
0907� マルチモニタの表示方式を変更する ������������������������������������������296
0908� メインモニタを切り替える ������������������������������������������������������������297
0909� コントロールパネルからモニタの表示を変更 �������������������������������297
0910� インストールされているフォントを確認する �����������������������������������297
0911� フォントをインストールする�����������������������������������������������������������297
0912� インストールされたフォントを削除する ������������������������������������������298
0913� 操作行為を音声で確認する �������������������������������������������������������298
0914� 拡大鏡で画面の一部を大きく表示する ���������������������������������������298
0915� 拡大鏡をカスタマイズする ����������������������������������������������������������298
0916� 壊れたプログラムを修復する ������������������������������������������������������299
0917� プログラムをアンインストールする �����������������������������������������������299
0918� 任意のアプリを常に管理者権限で実行する ��������������������������������300
0919� 任意のアプリをすべてのユーザーで「管理者権限で実行」にする ���������������300
0920� 自動再生の挙動を変更する �������������������������������������������������������300
0921� 色の管理で微妙な色合いを変更する �����������������������������������������301
0922� 色のプロファイルを確認する ������������������������������������������������������301
0923� OSが32bit版か64bit版かを調べる���������������������������������������������301
0924� Windows10を更新前の状態に戻す �������������������������������������������302
0925� 使用していないデバイスを無効化する ����������������������������������������302
0926� コマンドプロンプトを起動する �����������������������������������������������������302
0927� コマンドプロンプトを管理者権限で起動する �������������������������������302
0928� ｢ファイル名を指定して実行」を活用する �������������������������������������303
0929� スクリーンセーバーに時刻を表示する �����������������������������������������303
0930� スクリーンセーバーに任意のテキストを表示する ��������������������������304
0931� スクリーンセーバー解除時にパスワードを要求する ����������������������304
0932� デスクトップの壁紙を変更する ����������������������������������������������������304
0933� デスクトップの背景を変更する ����������������������������������������������������305
0934� デスクトップの背景にスライドショーを表示する ����������������������������305
0935� テーマをインターネットから追加する ��������������������������������������������305
0936� 同期の設定を行なう �������������������������������������������������������������������306
0937� 字幕をカスタマイズする ��������������������������������������������������������������306
0938� アプリのバックグラウンド実行を設定する ������������������������������������306
0939� 生体認証を利用する ������������������������������������������������������������������306

ショートカット
0940� 前の段落の先頭にカーソルを移動する ���������������������������������������308
0941� 次の単語の先頭にカーソルを移動する ���������������������������������������308
0942� 次の段落の先頭にカーソルを移動する ���������������������������������������308
0943� 前の単語の先頭にカーソルを移動する ���������������������������������������308
0944� ドキュメント内、またはウィンドウ内のすべてのアイテムを選択する �����308
0945� 選択したアイテムをコピーする�����������������������������������������������������308
0946� 選択したアイテムを削除し、ごみ箱に移動する �����������������������������308
0947� 検索ボックスを選択する �������������������������������������������������������������308
0948� 新しいウィンドウを開く ����������������������������������������������������������������308
0949� 選択したアイテムを貼り付ける ����������������������������������������������������308
0950� 現在のウィンドウを閉じる ������������������������������������������������������������308
0951� 選択したアイテムを切り取る �������������������������������������������������������308
0952� 操作をやり直す ��������������������������������������������������������������������������308
0953� 操作を元に戻す �������������������������������������������������������������������������308
0954� 作業中のウィンドウを最新の情報に更新する ������������������������������308
0955� 固定モードに切り替える ��������������������������������������������������������������308
0956� 全画面表示モードに切り替える ���������������������������������������������������308
0957� 色を反転する �����������������������������������������������������������������������������308
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0958� レンズ�モードに切り替える ����������������������������������������������������������308
0959� レンズのサイズを変更する ���������������������������������������������������������308
0960� 全画面表示モードでデスクトップをプレビューする �����������������������308
0961� 方向キーを使って、開いているすべてのアプリ間で切り替える ������308
0962� 方向キーの方向へ表示を移動する ���������������������������������������������308
0963� スタート�メニューを開く ���������������������������������������������������������������308
0964� 作業中のドキュメントを閉じる� ����������������������������������������������������308
0965� キーボード�レイアウトを切り替える� ���������������������������������������������308
0966� 選択したフォルダーの上のフォルダーをすべて表示する ���������������309
0967� タスク�マネージャーを開く �����������������������������������������������������������309
0968� 新しいフォルダーを作成する �������������������������������������������������������309
0969� テキストのブロックを選択する �����������������������������������������������������309
0970� ファイル�アイコンとフォルダー�アイコンのサイズ、および外観を変更する �����309
0971� ウィンドウ内、またはデスクトップ上の複数のアイテムを個別に選択する ��309
0972� 選択したアイテムをごみ箱に移動せずに削除する �����������������������309
0973� 選択したアイテムのショートカット�メニューを表示する ������������������309
0974� 複数のアイテムを選択する、またはドキュメント内のテキストを選択する ���309
0975� スタート�メニューを開く、または閉じる ������������������������������������������309
0976� アクション�センターを開く �����������������������������������������������������������309
0977� 通知領域にフォーカスを設定する������������������������������������������������309
0978� Cortana�を聞き取りモードで開く ������������������������������������������������309
0979� デスクトップを表示、または非表示にする �������������������������������������309
0980� エクスプローラーを開く ���������������������������������������������������������������309
0981� ゲームの実行中にゲーム�バーを開く ������������������������������������������309
0982� 共有チャームを開く ��������������������������������������������������������������������309
0983� 設定を開く ���������������������������������������������������������������������������������309
0984� ［接続］クイックアクションを開く �������������������������������������������������309
0985� PC�をロックする、またはアカウントを切り替える ���������������������������309
0986� すべてのウィンドウを最小化する �������������������������������������������������309
0987� デバイスの向きをロックする ��������������������������������������������������������309
0988� プレゼンテーション表示モードを選択する ������������������������������������309
0989� ［ファイル名を指定して実行］ダイアログ�ボックスを開く �������������309
0990� 検索を開く ���������������������������������������������������������������������������������309
0991� タスク�バー上のアプリを順番に切り替える����������������������������������309
0992� コンピューターの簡単操作センターを開く �����������������������������������309
0993� 通知を順番に切り替える ������������������������������������������������������������309
0994� ［クイック�リンク］メニューを開く �������������������������������������������������309
0995� 全画面表示モードのアプリで使用できるコマンドを表示する ��������309
0996� ウィンドウを最大化する ��������������������������������������������������������������309
0997� 画面の右側にアプリ、またはデスクトップ�ウィンドウを最大化する �309
0998� 現在のアプリを画面から削除する、デスクトップ�ウィンドウを最小化する �309
0999� 画面の左側にアプリ、またはデスクトップ�ウィンドウを最大化する �310
1000� �デスクトップを開き、タスク�バー上の数字で示す位置に�...... �

ピン留めされているアプリのジャンプ�リストを開く �������������������������310
1001� 右側に作成した仮想デスクトップと切り替える �����������������������������310
1002� 左側に作成した仮想デスクトップと切り替える �����������������������������310
1003� 通知領域にメッセージを表示したアプリに切り替える �������������������310
1004� 仮想デスクトップを追加する �������������������������������������������������������310
1005� PC�を検索する�（ネットワークに参加している場合） ���������������������310
1006� 使用中の仮想デスクトップを閉じる ���������������������������������������������310
1007� �デスクトップを開き、タスク�バー上の指定された位置にある�. �

アプリの新しいインスタンスを管理者として開く ���������������������������310
1008� 以前に選択されていた入力方式に変更する ��������������������������������310
1009� 最近使ったアプリ�（デスクトップ�アプリを除く）�を順番に切り替える ������������310
1010� ナレーターを開く�������������������������������������������������������������������������310
1011� 拡大鏡を終了する ����������������������������������������������������������������������310
1012� 作業中のデスクトップ�ウィンドウを除くすべてのウィンドウを最小化する� ������310
1013� [システムのプロパティ] ダイアログ�ボックスを表示する ��������������310
1014� デスクトップ�ウィンドウを画面の上下に拡大する �������������������������310
1015� �作業中のデスクトップ�ウィンドウを、幅を維持しながら、�....... �

縦方向に元のサイズに戻すか最小化する �����������������������������������310

1016� 最小化されたウィンドウをデスクトップに復元する �������������������������310
1017� 最近使ったアプリ�（デスクトップ�アプリを除く）�を逆順に切り替える �������310
1018� 通知を逆順に切り替える ������������������������������������������������������������310
1019� �デスクトップを開き、タスク�バー上の数字で示す位置に�...... �

ピン留めされているアプリの新しいインスタンスを開始する ����������310
1020� 入力言語とキーボード�レイアウトを切り替える �����������������������������310
1021� �タスク�ビューを開く、最近使ったアプリ
　　　（デスクトップ�アプリを除く）を順番に切り替える ���������������������������310
1022� デスクトップを一時的にプレビューする ����������������������������������������310
1023� IME�の再変換を開始する ����������������������������������������������������������310
1024� 拡大鏡を使って拡大、または縮小する �����������������������������������������310
1025� �デスクトップ上のアプリ、またはウィンドウを.......................... �

別のモニター�ディスプレイに移動する �����������������������������������������310
1026� フォルダーの親フォルダーを表示する������������������������������������������310
1027� 次に進む、次のフォルダーを表示する ������������������������������������������311
1028� 前に戻る、前のフォルダーを表示する ������������������������������������������311
1029� アドレス�バーを選択する�������������������������������������������������������������311
1030� プレビュー�ウィンドウを表示する �������������������������������������������������311
1031� 選択したアイテムのプロパティを表示する �����������������������������������311
1032� アイテムを開かれた順序で順番に切り替える ������������������������������311
1033� アクティブなアイテムを閉じる、またはアクティブなアプリを終了する �������311
1034� 1�画面下へ移動する ������������������������������������������������������������������311
1035� 1�画面上へ移動する ������������������������������������������������������������������311
1036� 作業中のウィンドウのショートカット�メニューを開く �����������������������311
1037� 開いているアプリを切り替える ����������������������������������������������������311
1038� 左側にある次のメニューを開く、またはサブメニューを開く ������������311
1039� 右側にある次のメニューを開く、またはサブメニューを閉じる ���������311
1040� 前のフォルダーを表示する ����������������������������������������������������������311
1041� 作業中のウィンドウの一番下を表示する �������������������������������������311
1042� 現在の作業を停止、または終了する ��������������������������������������������311
1043� 選択したアイテムの名前を変更する��������������������������������������������311
1044� エクスプローラーでファイル、またはフォルダーを検索する ������������311
1045� エクスプローラーでアドレス�バーの一覧を表示する ��������������������311
1046� 作業中のウィンドウを最新の情報に更新する ������������������������������311
1047� ウィンドウ内、またはデスクトップ上の画面要素を順番に切り替える ���������311
1048� アクティブなアプリのメニュー�バーをアクティブにする �����������������311
1049� 作業中のウィンドウを最大化、または最小化する �������������������������311
1050� 作業中のウィンドウの一番上を表示する �������������������������������������311
1051� 切り替えキー機能をオン、またはオフにする ����������������������������������311
1052� 選択したフォルダーの下のサブフォルダーをすべて表示する ��������311
1053� 選択したフォルダーの内容を表示する �����������������������������������������311
1054� 選択したフォルダーを折りたたむ �������������������������������������������������311
1055� 固定キー機能をオン、またはオフにする ����������������������������������������311
1056� フィルター�キー機能をオン、またはオフにする ������������������������������311
1057� マウス�キー機能をオン、またはオフにする ������������������������������������311
1058� ハイ�コントラストをオン、またはオフにする ������������������������������������311
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1059� Windows�Media�Player �����������������������������������������������������������312
1060� Windows�Script�Hostの設定 ���������������������������������������������������312
1061� セキュリティとメンテナンス ����������������������������������������������������������312
1062� Windowsバージョン情報 �����������������������������������������������������������312
1063� Windowsファイアウォール ���������������������������������������������������������312
1064� アドレス帳 ����������������������������������������������������������������������������������312
1065� イベントビューアー ���������������������������������������������������������������������312
1066� 色とデザイン ������������������������������������������������������������������������������312
1067� インターネットのプロパティ ���������������������������������������������������������312
1068� エクスプローラー ������������������������������������������������������������������������312
1069� キーボードのプロパティ ��������������������������������������������������������������312
1070� 地域 ������������������������������������������������������������������������������������������312
1071� コマンドプロンプト ����������������������������������������������������������������������312

1072� コントロールパネル ���������������������������������������������������������������������312
1073� コンピューターの簡単操作センター���������������������������������������������312
1074� コンピューターの管理 �����������������������������������������������������������������312
1075� サービス �������������������������������������������������������������������������������������312
1076� サウンドとオーディオデバイスのプロパティ ����������������������������������312
1077� システムのプロパティ �����������������������������������������������������������������312
1078� システム構成 �����������������������������������������������������������������������������312
1079� システム情報 �����������������������������������������������������������������������������312
1080� シャットダウン �����������������������������������������������������������������������������312
1081� スキャナとカメラ �������������������������������������������������������������������������312
1082� スクリーンキーボード �������������������������������������������������������������������312
1083� タスクスケジューラ ���������������������������������������������������������������������312
1084� タスクマネージャ�������������������������������������������������������������������������313
1085� ディスククリーンアップ ����������������������������������������������������������������313
1086� ドライブの最適化 ����������������������������������������������������������������������313
1087� ディスクの管理 ���������������������������������������������������������������������������313
1088� デバイスとプリンター ������������������������������������������������������������������313
1089� デバイスマネージャ ���������������������������������������������������������������������313
1090� ナレーター ����������������������������������������������������������������������������������313
1091� ネットワーク接続 �������������������������������������������������������������������������313
1092� パフォーマンスモニター ��������������������������������������������������������������313
1093� フォルダーオプション ������������������������������������������������������������������313
1094� フォント ��������������������������������������������������������������������������������������313
1095� プログラムの追加と削除 ������������������������������������������������������������313
1096� ペイント ��������������������������������������������������������������������������������������313
1097� 音量ミキサー ������������������������������������������������������������������������������313
1098� マウスのプロパティ ��������������������������������������������������������������������313
1099� メモ帳 ����������������������������������������������������������������������������������������313
1100� ユーザーアカウント ���������������������������������������������������������������������313
1101� レジストリエディター ��������������������������������������������������������������������313
1102� ローカルユーザとグループ ����������������������������������������������������������313
1103� ログオフ �������������������������������������������������������������������������������������313
1104� ワードパッド��������������������������������������������������������������������������������313
1105� 画面の解像度 ����������������������������������������������������������������������������313
1106� 拡大鏡 ���������������������������������������������������������������������������������������313
1107� 管理ツール ��������������������������������������������������������������������������������313
1108� 共有フォルダー���������������������������������������������������������������������������313
1109� 再起動 ���������������������������������������������������������������������������������������313
1110� 電源オプション ���������������������������������������������������������������������������313
1111� 電卓 ������������������������������������������������������������������������������������������313
1112� 日付と時刻���������������������������������������������������������������������������������313
1113� 文字コード表 ������������������������������������������������������������������������������313
1114� デスクトップを開く ����������������������������������������������������������������������313
1115� フォルダーを開く ������������������������������������������������������������������������313
1116� Webページを開く �����������������������������������������������������������������������313

索引 ����������������������������������������������������������������������������������������������������314

本書の使い方

各項目の見方
各項目のアイコンは、「Home」と「Pro」、ど
ちらのエディションで利用できるかを示して
います。アイコンのないエディションでは利
用できません。
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0903� マウスを左利き用に設定する ������������������������������������������������������295
0904� マウスポインターの位置を表示させる ������������������������������������������296
0905� モニタを複数台接続してマルチモニタにする ������������������������������296
0906� モニタの番号を確認する ������������������������������������������������������������296
0907� マルチモニタの表示方式を変更する ������������������������������������������296
0908� メインモニタを切り替える ������������������������������������������������������������297
0909� コントロールパネルからモニタの表示を変更 �������������������������������297
0910� インストールされているフォントを確認する �����������������������������������297
0911� フォントをインストールする�����������������������������������������������������������297
0912� インストールされたフォントを削除する ������������������������������������������298
0913� 操作行為を音声で確認する �������������������������������������������������������298
0914� 拡大鏡で画面の一部を大きく表示する ���������������������������������������298
0915� 拡大鏡をカスタマイズする ����������������������������������������������������������298
0916� 壊れたプログラムを修復する ������������������������������������������������������299
0917� プログラムをアンインストールする �����������������������������������������������299
0918� 任意のアプリを常に管理者権限で実行する ��������������������������������300
0919� 任意のアプリをすべてのユーザーで「管理者権限で実行」にする ���������������300
0920� 自動再生の挙動を変更する �������������������������������������������������������300
0921� 色の管理で微妙な色合いを変更する �����������������������������������������301
0922� 色のプロファイルを確認する ������������������������������������������������������301
0923� OSが32bit版か64bit版かを調べる���������������������������������������������301
0924� Windows10を更新前の状態に戻す �������������������������������������������302
0925� 使用していないデバイスを無効化する ����������������������������������������302
0926� コマンドプロンプトを起動する �����������������������������������������������������302
0927� コマンドプロンプトを管理者権限で起動する �������������������������������302
0928� ｢ファイル名を指定して実行」を活用する �������������������������������������303
0929� スクリーンセーバーに時刻を表示する �����������������������������������������303
0930� スクリーンセーバーに任意のテキストを表示する ��������������������������304
0931� スクリーンセーバー解除時にパスワードを要求する ����������������������304
0932� デスクトップの壁紙を変更する ����������������������������������������������������304
0933� デスクトップの背景を変更する ����������������������������������������������������305
0934� デスクトップの背景にスライドショーを表示する ����������������������������305
0935� テーマをインターネットから追加する ��������������������������������������������305
0936� 同期の設定を行なう �������������������������������������������������������������������306
0937� 字幕をカスタマイズする ��������������������������������������������������������������306
0938� アプリのバックグラウンド実行を設定する ������������������������������������306
0939� 生体認証を利用する ������������������������������������������������������������������306

ショートカット
0940� 前の段落の先頭にカーソルを移動する ���������������������������������������308
0941� 次の単語の先頭にカーソルを移動する ���������������������������������������308
0942� 次の段落の先頭にカーソルを移動する ���������������������������������������308
0943� 前の単語の先頭にカーソルを移動する ���������������������������������������308
0944� ドキュメント内、またはウィンドウ内のすべてのアイテムを選択する �����308
0945� 選択したアイテムをコピーする�����������������������������������������������������308
0946� 選択したアイテムを削除し、ごみ箱に移動する �����������������������������308
0947� 検索ボックスを選択する �������������������������������������������������������������308
0948� 新しいウィンドウを開く ����������������������������������������������������������������308
0949� 選択したアイテムを貼り付ける ����������������������������������������������������308
0950� 現在のウィンドウを閉じる ������������������������������������������������������������308
0951� 選択したアイテムを切り取る �������������������������������������������������������308
0952� 操作をやり直す ��������������������������������������������������������������������������308
0953� 操作を元に戻す �������������������������������������������������������������������������308
0954� 作業中のウィンドウを最新の情報に更新する ������������������������������308
0955� 固定モードに切り替える ��������������������������������������������������������������308
0956� 全画面表示モードに切り替える ���������������������������������������������������308
0957� 色を反転する �����������������������������������������������������������������������������308
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0958� レンズ�モードに切り替える ����������������������������������������������������������308
0959� レンズのサイズを変更する ���������������������������������������������������������308
0960� 全画面表示モードでデスクトップをプレビューする �����������������������308
0961� 方向キーを使って、開いているすべてのアプリ間で切り替える ������308
0962� 方向キーの方向へ表示を移動する ���������������������������������������������308
0963� スタート�メニューを開く ���������������������������������������������������������������308
0964� 作業中のドキュメントを閉じる� ����������������������������������������������������308
0965� キーボード�レイアウトを切り替える� ���������������������������������������������308
0966� 選択したフォルダーの上のフォルダーをすべて表示する ���������������309
0967� タスク�マネージャーを開く �����������������������������������������������������������309
0968� 新しいフォルダーを作成する �������������������������������������������������������309
0969� テキストのブロックを選択する �����������������������������������������������������309
0970� ファイル�アイコンとフォルダー�アイコンのサイズ、および外観を変更する �����309
0971� ウィンドウ内、またはデスクトップ上の複数のアイテムを個別に選択する ��309
0972� 選択したアイテムをごみ箱に移動せずに削除する �����������������������309
0973� 選択したアイテムのショートカット�メニューを表示する ������������������309
0974� 複数のアイテムを選択する、またはドキュメント内のテキストを選択する ���309
0975� スタート�メニューを開く、または閉じる ������������������������������������������309
0976� アクション�センターを開く �����������������������������������������������������������309
0977� 通知領域にフォーカスを設定する������������������������������������������������309
0978� Cortana�を聞き取りモードで開く ������������������������������������������������309
0979� デスクトップを表示、または非表示にする �������������������������������������309
0980� エクスプローラーを開く ���������������������������������������������������������������309
0981� ゲームの実行中にゲーム�バーを開く ������������������������������������������309
0982� 共有チャームを開く ��������������������������������������������������������������������309
0983� 設定を開く ���������������������������������������������������������������������������������309
0984� ［接続］クイックアクションを開く �������������������������������������������������309
0985� PC�をロックする、またはアカウントを切り替える ���������������������������309
0986� すべてのウィンドウを最小化する �������������������������������������������������309
0987� デバイスの向きをロックする ��������������������������������������������������������309
0988� プレゼンテーション表示モードを選択する ������������������������������������309
0989� ［ファイル名を指定して実行］ダイアログ�ボックスを開く �������������309
0990� 検索を開く ���������������������������������������������������������������������������������309
0991� タスク�バー上のアプリを順番に切り替える����������������������������������309
0992� コンピューターの簡単操作センターを開く �����������������������������������309
0993� 通知を順番に切り替える ������������������������������������������������������������309
0994� ［クイック�リンク］メニューを開く �������������������������������������������������309
0995� 全画面表示モードのアプリで使用できるコマンドを表示する ��������309
0996� ウィンドウを最大化する ��������������������������������������������������������������309
0997� 画面の右側にアプリ、またはデスクトップ�ウィンドウを最大化する �309
0998� 現在のアプリを画面から削除する、デスクトップ�ウィンドウを最小化する �309
0999� 画面の左側にアプリ、またはデスクトップ�ウィンドウを最大化する �310
1000� �デスクトップを開き、タスク�バー上の数字で示す位置に�...... �

ピン留めされているアプリのジャンプ�リストを開く �������������������������310
1001� 右側に作成した仮想デスクトップと切り替える �����������������������������310
1002� 左側に作成した仮想デスクトップと切り替える �����������������������������310
1003� 通知領域にメッセージを表示したアプリに切り替える �������������������310
1004� 仮想デスクトップを追加する �������������������������������������������������������310
1005� PC�を検索する�（ネットワークに参加している場合） ���������������������310
1006� 使用中の仮想デスクトップを閉じる ���������������������������������������������310
1007� �デスクトップを開き、タスク�バー上の指定された位置にある�. �

アプリの新しいインスタンスを管理者として開く ���������������������������310
1008� 以前に選択されていた入力方式に変更する ��������������������������������310
1009� 最近使ったアプリ�（デスクトップ�アプリを除く）�を順番に切り替える ������������310
1010� ナレーターを開く�������������������������������������������������������������������������310
1011� 拡大鏡を終了する ����������������������������������������������������������������������310
1012� 作業中のデスクトップ�ウィンドウを除くすべてのウィンドウを最小化する� ������310
1013� [システムのプロパティ] ダイアログ�ボックスを表示する ��������������310
1014� デスクトップ�ウィンドウを画面の上下に拡大する �������������������������310
1015� �作業中のデスクトップ�ウィンドウを、幅を維持しながら、�....... �

縦方向に元のサイズに戻すか最小化する �����������������������������������310

1016� 最小化されたウィンドウをデスクトップに復元する �������������������������310
1017� 最近使ったアプリ�（デスクトップ�アプリを除く）�を逆順に切り替える �������310
1018� 通知を逆順に切り替える ������������������������������������������������������������310
1019� �デスクトップを開き、タスク�バー上の数字で示す位置に�...... �

ピン留めされているアプリの新しいインスタンスを開始する ����������310
1020� 入力言語とキーボード�レイアウトを切り替える �����������������������������310
1021� �タスク�ビューを開く、最近使ったアプリ
　　　（デスクトップ�アプリを除く）を順番に切り替える ���������������������������310
1022� デスクトップを一時的にプレビューする ����������������������������������������310
1023� IME�の再変換を開始する ����������������������������������������������������������310
1024� 拡大鏡を使って拡大、または縮小する �����������������������������������������310
1025� �デスクトップ上のアプリ、またはウィンドウを.......................... �

別のモニター�ディスプレイに移動する �����������������������������������������310
1026� フォルダーの親フォルダーを表示する������������������������������������������310
1027� 次に進む、次のフォルダーを表示する ������������������������������������������311
1028� 前に戻る、前のフォルダーを表示する ������������������������������������������311
1029� アドレス�バーを選択する�������������������������������������������������������������311
1030� プレビュー�ウィンドウを表示する �������������������������������������������������311
1031� 選択したアイテムのプロパティを表示する �����������������������������������311
1032� アイテムを開かれた順序で順番に切り替える ������������������������������311
1033� アクティブなアイテムを閉じる、またはアクティブなアプリを終了する �������311
1034� 1�画面下へ移動する ������������������������������������������������������������������311
1035� 1�画面上へ移動する ������������������������������������������������������������������311
1036� 作業中のウィンドウのショートカット�メニューを開く �����������������������311
1037� 開いているアプリを切り替える ����������������������������������������������������311
1038� 左側にある次のメニューを開く、またはサブメニューを開く ������������311
1039� 右側にある次のメニューを開く、またはサブメニューを閉じる ���������311
1040� 前のフォルダーを表示する ����������������������������������������������������������311
1041� 作業中のウィンドウの一番下を表示する �������������������������������������311
1042� 現在の作業を停止、または終了する ��������������������������������������������311
1043� 選択したアイテムの名前を変更する��������������������������������������������311
1044� エクスプローラーでファイル、またはフォルダーを検索する ������������311
1045� エクスプローラーでアドレス�バーの一覧を表示する ��������������������311
1046� 作業中のウィンドウを最新の情報に更新する ������������������������������311
1047� ウィンドウ内、またはデスクトップ上の画面要素を順番に切り替える ���������311
1048� アクティブなアプリのメニュー�バーをアクティブにする �����������������311
1049� 作業中のウィンドウを最大化、または最小化する �������������������������311
1050� 作業中のウィンドウの一番上を表示する �������������������������������������311
1051� 切り替えキー機能をオン、またはオフにする ����������������������������������311
1052� 選択したフォルダーの下のサブフォルダーをすべて表示する ��������311
1053� 選択したフォルダーの内容を表示する �����������������������������������������311
1054� 選択したフォルダーを折りたたむ �������������������������������������������������311
1055� 固定キー機能をオン、またはオフにする ����������������������������������������311
1056� フィルター�キー機能をオン、またはオフにする ������������������������������311
1057� マウス�キー機能をオン、またはオフにする ������������������������������������311
1058� ハイ�コントラストをオン、またはオフにする ������������������������������������311

ファイル名を指定して実行
1059� Windows�Media�Player �����������������������������������������������������������312
1060� Windows�Script�Hostの設定 ���������������������������������������������������312
1061� セキュリティとメンテナンス ����������������������������������������������������������312
1062� Windowsバージョン情報 �����������������������������������������������������������312
1063� Windowsファイアウォール ���������������������������������������������������������312
1064� アドレス帳 ����������������������������������������������������������������������������������312
1065� イベントビューアー ���������������������������������������������������������������������312
1066� 色とデザイン ������������������������������������������������������������������������������312
1067� インターネットのプロパティ ���������������������������������������������������������312
1068� エクスプローラー ������������������������������������������������������������������������312
1069� キーボードのプロパティ ��������������������������������������������������������������312
1070� 地域 ������������������������������������������������������������������������������������������312
1071� コマンドプロンプト ����������������������������������������������������������������������312

1072� コントロールパネル ���������������������������������������������������������������������312
1073� コンピューターの簡単操作センター���������������������������������������������312
1074� コンピューターの管理 �����������������������������������������������������������������312
1075� サービス �������������������������������������������������������������������������������������312
1076� サウンドとオーディオデバイスのプロパティ ����������������������������������312
1077� システムのプロパティ �����������������������������������������������������������������312
1078� システム構成 �����������������������������������������������������������������������������312
1079� システム情報 �����������������������������������������������������������������������������312
1080� シャットダウン �����������������������������������������������������������������������������312
1081� スキャナとカメラ �������������������������������������������������������������������������312
1082� スクリーンキーボード �������������������������������������������������������������������312
1083� タスクスケジューラ ���������������������������������������������������������������������312
1084� タスクマネージャ�������������������������������������������������������������������������313
1085� ディスククリーンアップ ����������������������������������������������������������������313
1086� ドライブの最適化 ����������������������������������������������������������������������313
1087� ディスクの管理 ���������������������������������������������������������������������������313
1088� デバイスとプリンター ������������������������������������������������������������������313
1089� デバイスマネージャ ���������������������������������������������������������������������313
1090� ナレーター ����������������������������������������������������������������������������������313
1091� ネットワーク接続 �������������������������������������������������������������������������313
1092� パフォーマンスモニター ��������������������������������������������������������������313
1093� フォルダーオプション ������������������������������������������������������������������313
1094� フォント ��������������������������������������������������������������������������������������313
1095� プログラムの追加と削除 ������������������������������������������������������������313
1096� ペイント ��������������������������������������������������������������������������������������313
1097� 音量ミキサー ������������������������������������������������������������������������������313
1098� マウスのプロパティ ��������������������������������������������������������������������313
1099� メモ帳 ����������������������������������������������������������������������������������������313
1100� ユーザーアカウント ���������������������������������������������������������������������313
1101� レジストリエディター ��������������������������������������������������������������������313
1102� ローカルユーザとグループ ����������������������������������������������������������313
1103� ログオフ �������������������������������������������������������������������������������������313
1104� ワードパッド��������������������������������������������������������������������������������313
1105� 画面の解像度 ����������������������������������������������������������������������������313
1106� 拡大鏡 ���������������������������������������������������������������������������������������313
1107� 管理ツール ��������������������������������������������������������������������������������313
1108� 共有フォルダー���������������������������������������������������������������������������313
1109� 再起動 ���������������������������������������������������������������������������������������313
1110� 電源オプション ���������������������������������������������������������������������������313
1111� 電卓 ������������������������������������������������������������������������������������������313
1112� 日付と時刻���������������������������������������������������������������������������������313
1113� 文字コード表 ������������������������������������������������������������������������������313
1114� デスクトップを開く ����������������������������������������������������������������������313
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本書の使い方

各項目の見方
各項目のアイコンは、「Home」と「Pro」、ど
ちらのエディションで利用できるかを示して
います。アイコンのないエディションでは利
用できません。

PROHOME

Windows10 PRO
PRO

Windows10 Home
HOME

Windows10を起動する
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Windows10の
新機能をチェック！

　新しいWebブラウザ「Microsoft Edge」を導入。タブブラウ
ジングやPDFの標準対応をはじめ、Webページに手書きでアイ
デアを書き込み共有できるインク機能や、余分な広告などを省く

「リーディングモード」など便利な機能が満載だ。

　実行中のアプリケーションを一覧表示してくれる「タスク
ビュー」機能を搭載。プレビューをクリックすることで、そのアプリ
ケーションへすばやく画面を切り替えられるほか、アプリケーショ
ンを終了したり、新しいデスクトップを作成することも可能だ。

　Windows 10搭載パソコンとスマートフォンの連携をアシスト
してくれる「モバイルコンパニオン」を導入。Windows Phoneは
もちろん、AndroidやiPhone/iPadとの連携や同期をスムーズ
に行なえるようになった。

　メールの着信やSNSの新着などを通知してくれる「アクション
センター」を搭載。各アプリからの通知を1か所でまとめて管理
することができる。また、アクションセンターでは、タブレットモード
の切り替えや機器の接続、「設定」画面の表示なども可能だ。

　ひとつのパソコンの中に複数の仮想的なデスクトップを作る
ことができる「仮想デスクトップ」機能を搭載。複数のアプリケー
ションを立ち上げて作業をするときに、それぞれ専用のデスクトッ
プで作業できるので、非常に便利になる。

　Windows 8/8.1で不評だった「スタート画面」を廃止し、Wi
ndows 7以前に搭載されていた従来の「スタート」メニューがパ
ワーアップして復活。この「スタート」メニューでは、従来どおり
アプリケーションの起動やパソコンの終了/再起動などが行な

える。また、ライブタイルや詳細なオプションメニューなど、Win
dows 8/8.1でも便利だった機能は健在。従来の「スタート」メ
ニューの使い勝手の良さを踏襲しつつ、便利な機能を追加し
て、より使いやすく進化している。

2015年7月29日にリリースされた、Windows最新版の「Windows 10」。これまでの
シリーズの使いやすさはそのままに、さまざまな新機能を搭載して格段にパワーアップして
いる。まずはここで主要な新機能をチェックしておこう。

パワーアップして復活した「スタート」メニュー

新 機 能 1

新ブラウザ「Microsoft Edge」

新 機 能 2

タスクビュー機能

新 機 能 4

モバイルコンパニオン

新 機 能 6
アクションセンター（通知センター）

新 機 能 3

仮想デスクトップ

新 機 能 5

まだまだある！ その他の新機能
●タブレットモード

タッチ操作に最適なインターフェイスでパソコンを利用
できるモード。環境によっては通常モードとの切り替え
が自動で行なわれる。

●Windows ストアアプリのウィンドウ表示
これまで全画面表示だったWindows ストアアプリの
ウィンドウ表示が可能になった。

●スナップ機能が強化
ウィンドウの4分割表示が可能になった。

●コマンドプロンプトの機能強化
コピー＆ペーストが可能になった。

●音声アシスタント「Cortana」
音声入力による操作が可能になり、使い込むほどに
情報の精度が高まっていく学習機能を搭載している。
※2015年8月現在、日本語版では未搭載。
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Windows10の
新機能をチェック！

　新しいWebブラウザ「Microsoft Edge」を導入。タブブラウ
ジングやPDFの標準対応をはじめ、Webページに手書きでアイ
デアを書き込み共有できるインク機能や、余分な広告などを省く

「リーディングモード」など便利な機能が満載だ。

　実行中のアプリケーションを一覧表示してくれる「タスク
ビュー」機能を搭載。プレビューをクリックすることで、そのアプリ
ケーションへすばやく画面を切り替えられるほか、アプリケーショ
ンを終了したり、新しいデスクトップを作成することも可能だ。

　Windows 10搭載パソコンとスマートフォンの連携をアシスト
してくれる「モバイルコンパニオン」を導入。Windows Phoneは
もちろん、AndroidやiPhone/iPadとの連携や同期をスムーズ
に行なえるようになった。

　メールの着信やSNSの新着などを通知してくれる「アクション
センター」を搭載。各アプリからの通知を1か所でまとめて管理
することができる。また、アクションセンターでは、タブレットモード
の切り替えや機器の接続、「設定」画面の表示なども可能だ。

　ひとつのパソコンの中に複数の仮想的なデスクトップを作る
ことができる「仮想デスクトップ」機能を搭載。複数のアプリケー
ションを立ち上げて作業をするときに、それぞれ専用のデスクトッ
プで作業できるので、非常に便利になる。

　Windows 8/8.1で不評だった「スタート画面」を廃止し、Wi
ndows 7以前に搭載されていた従来の「スタート」メニューがパ
ワーアップして復活。この「スタート」メニューでは、従来どおり
アプリケーションの起動やパソコンの終了/再起動などが行な

える。また、ライブタイルや詳細なオプションメニューなど、Win
dows 8/8.1でも便利だった機能は健在。従来の「スタート」メ
ニューの使い勝手の良さを踏襲しつつ、便利な機能を追加し
て、より使いやすく進化している。

2015年7月29日にリリースされた、Windows最新版の「Windows 10」。これまでの
シリーズの使いやすさはそのままに、さまざまな新機能を搭載して格段にパワーアップして
いる。まずはここで主要な新機能をチェックしておこう。

パワーアップして復活した「スタート」メニュー

新 機 能 1

新ブラウザ「Microsoft Edge」

新 機 能 2

タスクビュー機能

新 機 能 4

モバイルコンパニオン

新 機 能 6
アクションセンター（通知センター）

新 機 能 3

仮想デスクトップ

新 機 能 5

まだまだある！ その他の新機能
●タブレットモード

タッチ操作に最適なインターフェイスでパソコンを利用
できるモード。環境によっては通常モードとの切り替え
が自動で行なわれる。

●Windows ストアアプリのウィンドウ表示
これまで全画面表示だったWindows ストアアプリの
ウィンドウ表示が可能になった。

●スナップ機能が強化
ウィンドウの4分割表示が可能になった。

●コマンドプロンプトの機能強化
コピー＆ペーストが可能になった。

●音声アシスタント「Cortana」
音声入力による操作が可能になり、使い込むほどに
情報の精度が高まっていく学習機能を搭載している。
※2015年8月現在、日本語版では未搭載。
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タスクバー
アプリケーションのショートカットアイコンを配置しておくこ
とができる領域。アイコンをクリックすることで、該当のア
プリケーションを開くことができる。初期状態では、「タスク
ビュー」「Microsoft Edge」「エクスプローラー」などのア
イコンが配置されているが、任意のアイコンを自由に配置
することが可能。

時計
現在の日時が表示される領域。クリックするとカレンダーを
表示できる。なお、日時の表示形式やタイムゾーンなどは
変更することが可能。また、複数の地域を登録しておくこと
で、カレンダーにほかの地域の時刻を表示できる。

「スタート」ボタン
Windowsロゴマークのアイコンで、クリックすると「スター
ト」メニューが表示され、アプリケーションの起動やパソコ
ンの終了/再起動などが行なえる。また、このアイコンを右
クリックすれば、詳細なオプションメニューを表示可能だ。

「タスクビュー」アイコン
アイコンをクリックすると「タスクビュー」を表示できる。タス
クビューでは、アプリケーションや仮想デスクトップの切り
替えや終了、新しい仮想デスクトップの作成などの操作が
可能だ。

検索ボックス
パソコン内とWeb上をキーワード検索できるボックス。キー
ワードだけでなく、ファイル名やアプリケーション名、プロ
グラム名を入力して、ここから直接開くことも可能。さらに

「ファイル名を指定して実行」のコマンドも利用できる。

ショートカットアイコン
アイコンをダブルクリックすると、該当するア
プリケーションが起動する。もちろん、ショー
トカットアイコンはデスクトップの好きな場所
に自由に配置することが可能だ。

「アクションセンター」アイコン
アイコンをクリックすると「アクションセンター」を表示でき
る。各アプリからの通知をまとめて管理することができる
ほか、タブレットモードの切り替えや周辺機器の接続、「設
定」画面の表示などを行なうことが可能だ。

タスクトレイ
システム関連のアイコンや、常駐するアプリケーションが
表示される領域。アイコンをクリックすると設定変更やアプ
リケーションを開くことができる。アイコンの数が多くなると、
「 ＞」の中に収納されるが、ここをクリックすることで表示
することができる。 

新しくなった
インターフェイスをチェック

Windows 10のすべての基本となるのが「デスクトップ」画面。従来のWindowsでもこ
の「デスクトップ」画面は存在していたが、さまざまな新機能が搭載され、インターフェイス
も新しくなっている。ここで新しいデスクトップの構成や各部の役割りなどをチェックしてお
こう。
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タスクバー
アプリケーションのショートカットアイコンを配置しておくこ
とができる領域。アイコンをクリックすることで、該当のア
プリケーションを開くことができる。初期状態では、「タスク
ビュー」「Microsoft Edge」「エクスプローラー」などのア
イコンが配置されているが、任意のアイコンを自由に配置
することが可能。

時計
現在の日時が表示される領域。クリックするとカレンダーを
表示できる。なお、日時の表示形式やタイムゾーンなどは
変更することが可能。また、複数の地域を登録しておくこと
で、カレンダーにほかの地域の時刻を表示できる。

「スタート」ボタン
Windowsロゴマークのアイコンで、クリックすると「スター
ト」メニューが表示され、アプリケーションの起動やパソコ
ンの終了/再起動などが行なえる。また、このアイコンを右
クリックすれば、詳細なオプションメニューを表示可能だ。

「タスクビュー」アイコン
アイコンをクリックすると「タスクビュー」を表示できる。タス
クビューでは、アプリケーションや仮想デスクトップの切り
替えや終了、新しい仮想デスクトップの作成などの操作が
可能だ。

検索ボックス
パソコン内とWeb上をキーワード検索できるボックス。キー
ワードだけでなく、ファイル名やアプリケーション名、プロ
グラム名を入力して、ここから直接開くことも可能。さらに

「ファイル名を指定して実行」のコマンドも利用できる。

ショートカットアイコン
アイコンをダブルクリックすると、該当するア
プリケーションが起動する。もちろん、ショー
トカットアイコンはデスクトップの好きな場所
に自由に配置することが可能だ。

「アクションセンター」アイコン
アイコンをクリックすると「アクションセンター」を表示でき
る。各アプリからの通知をまとめて管理することができる
ほか、タブレットモードの切り替えや周辺機器の接続、「設
定」画面の表示などを行なうことが可能だ。

タスクトレイ
システム関連のアイコンや、常駐するアプリケーションが
表示される領域。アイコンをクリックすると設定変更やアプ
リケーションを開くことができる。アイコンの数が多くなると、
「 ＞」の中に収納されるが、ここをクリックすることで表示
することができる。 

新しくなった
インターフェイスをチェック

Windows 10のすべての基本となるのが「デスクトップ」画面。従来のWindowsでもこ
の「デスクトップ」画面は存在していたが、さまざまな新機能が搭載され、インターフェイス
も新しくなっている。ここで新しいデスクトップの構成や各部の役割りなどをチェックしてお
こう。
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1「ツールを今すぐダウンロード」をクリック
ブラウザで配布サイト（URL:http://www.microsoft.com/ja-jp/soft
ware-download/windows10）にアクセスし、「ツールを今すぐダウン
ロード」をクリックして「メディア作成ツール」をダウンロードする。32ビッ
ト版と64ビット版があるので、自分のパソコンにあったものを選択しよう。

7インストール完了
インストールが完了して「ようこそ、こんにちは」と表示されたら、「次へ」を
クリックする。

2「メディア作成ツール」を起動
ダウンロードが完了したら、「メディア作成ツール」を起動。「このPCを今す
ぐアップグレードする」にチェックを入れて「次へ」をクリックする。

8設定を開始する
「簡単設定を使う」をクリックして設定を開始する。自分で細かく設定した
い場合は、「設定のカスタマイズ」をクリックして手動で設定しよう

  セットアップ開始
セットアップとアプリの設定が行なわれる。この作業が最後の作業となるの
で終了するまでしばらく待とう。

Windows10に
アップグレードする

Windows 7/8.1を使っているなら、Windows 10へと無償でアップグレードすることが
できる。アップグレード方法はいくつかあるが、ここではもっとも手軽な「メディア作成ツール」
を使ったアップグレードを詳しく紹介していこう。（無償アップグレードは2016年7月28日までで、3GBの

データをダウンロードする必要がある。また、使用しているWindowsに類似するエディションにアップグレードされる）。

どちらかをクリック

3Windows 10のダウンロード
Windows 10のダウンロードが開始される。ダウンロードが完了すると、
メディアの作成、更新プログラムのダウンロードが続けて行なわれるので、
すべて終了するまでしばらく待とう。

9新しいアプリの説明
Windows 10の新しいアプリに関する説明が表示される。内容を一読して

「次へ」をクリックして先へ進もう。

4ライセンス条項に同意
「ライセンス条項」が表示されるので、内容を一読して「同意する」をクリッ
クする。

ここをクリック

5インストールを開始
再び更新プログラムのダウンロードが開始されるので完了するまで待つ。

「インストールする準備ができました」と表示されたら、「インストール」を
クリックしてインストールを開始する。

6インストールが実行される
Windows10のインストールが開始される。再起動を何度か繰り返しなが
らインストール作業が続くので、完了するまでしばらく待とう。

  アップグレード完了
アップグレードが完了すると、Windows 10が起動し、
デスクトップが表示される。パワーアップした最新のWi
ndowsを存分に楽しもう。

❷ここをクリック

ここをクリック

ここをクリック

ここをクリック

ここをクリック

❶チェックを入れる
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1「ツールを今すぐダウンロード」をクリック
ブラウザで配布サイト（URL:http://www.microsoft.com/ja-jp/soft
ware-download/windows10）にアクセスし、「ツールを今すぐダウン
ロード」をクリックして「メディア作成ツール」をダウンロードする。32ビッ
ト版と64ビット版があるので、自分のパソコンにあったものを選択しよう。

7インストール完了
インストールが完了して「ようこそ、こんにちは」と表示されたら、「次へ」を
クリックする。

2「メディア作成ツール」を起動
ダウンロードが完了したら、「メディア作成ツール」を起動。「このPCを今す
ぐアップグレードする」にチェックを入れて「次へ」をクリックする。

8設定を開始する
「簡単設定を使う」をクリックして設定を開始する。自分で細かく設定した
い場合は、「設定のカスタマイズ」をクリックして手動で設定しよう

  セットアップ開始
セットアップとアプリの設定が行なわれる。この作業が最後の作業となるの
で終了するまでしばらく待とう。

Windows10に
アップグレードする

Windows 7/8.1を使っているなら、Windows 10へと無償でアップグレードすることが
できる。アップグレード方法はいくつかあるが、ここではもっとも手軽な「メディア作成ツール」
を使ったアップグレードを詳しく紹介していこう。（無償アップグレードは2016年7月28日までで、3GBの

データをダウンロードする必要がある。また、使用しているWindowsに類似するエディションにアップグレードされる）。

どちらかをクリック

3Windows 10のダウンロード
Windows 10のダウンロードが開始される。ダウンロードが完了すると、
メディアの作成、更新プログラムのダウンロードが続けて行なわれるので、
すべて終了するまでしばらく待とう。

9新しいアプリの説明
Windows 10の新しいアプリに関する説明が表示される。内容を一読して

「次へ」をクリックして先へ進もう。

4ライセンス条項に同意
「ライセンス条項」が表示されるので、内容を一読して「同意する」をクリッ
クする。

ここをクリック

5インストールを開始
再び更新プログラムのダウンロードが開始されるので完了するまで待つ。

「インストールする準備ができました」と表示されたら、「インストール」を
クリックしてインストールを開始する。

6インストールが実行される
Windows10のインストールが開始される。再起動を何度か繰り返しなが
らインストール作業が続くので、完了するまでしばらく待とう。

  アップグレード完了
アップグレードが完了すると、Windows 10が起動し、
デスクトップが表示される。パワーアップした最新のWi
ndowsを存分に楽しもう。

❷ここをクリック

ここをクリック

ここをクリック

ここをクリック

ここをクリック

❶チェックを入れる
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Windows Media Center
テレビの視聴や録画などが行なえる「Windows Media Center」がWin
dows10では利用できない。テレビ機能を搭載しているパソコンでは、別
のソフトが入っているはずなので、そちらを利用しよう。

Windows7のガジェット
デスクトップ上に天気や時計などを表示できる「ガジェット」も廃止されて
いる。Windows8の時点で廃止されていたので、Windows8.1からアッ
プグレードした場合は特に問題はないが、Windows7からアップグレード
した場合は注意したい。

OneDriveが置き換えられる
従来の「OneDrive」（旧SkyDrive）アプリが削除され、自動的にWindo
ws 10のOneDrive機能に置き換えられる。

WMPのDVDの再生機能
Windows10の「Windows Media Player」ではDVDが再生できなく
なった。アップグレード前に「Windows Media Center」を利用していた
場合は「Windows DVDプレイヤー」が提供されるが、利用していなかっ
た場合は、別途DVD 再生ソフトウェアを用意する必要がある。

フロッピードライブのサポート
フロッピードライブのサポートが廃止されたため、USBフロッピードライブ
を繋いでも自動認識はされない。利用には、製造元のWebサイトなどから
最新版ドライバーをダウンロードする必要がある。

ソリティア、マインスイーパーなどのゲーム
Windows 7にプリインストールされていた「ソリティア」などのゲームは、
アップグレードの際に削除される。新しいバージョンに自動アップグレードさ
れることもあるが、されない場合はWindows ストアから入手しよう（無料）。

Windows10はさまざまな面でパワーアップしているが、残念ながらアップグレードすること
で使えなくなってしまう機能もある。ここでは、Windows10では使えないおもな機能を紹介
していくので、きちんとチェックしておこう。

Windows10へのアップグレードで
使えなくなる機能
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PROHOME

Windows10を起動する

　パソコンの電源スイッチを押すと、Windows10が起動する。
ロック画面をクリックし、ユーザーアカウント画面でログインしよう。

0001

1ロック画面の表示
パソコンの電源スイッチを押すと、Windows10が起動し、ロック画面が表
示される。画面の任意の場所をクリックしよう。

2サインイン
パスワードを設定している場合はパスワードを入力して「→」をクリックして
サインインする。また、他のユーザーアカウントを利用する場合は、画面左下
から利用したいユーザーを選択しよう。

3デスクトップが表示される
デスクトップが表示されるので、目的の項目をクリックして操作を開始
しよう。

PRO PROPRO

PRO PROPRO

HOME HOMEHOME

HOME HOMEHOME

パソコンの電源を完全に落とす Windows10をスリープ状態にする「スタート」メニューを表示する

Windows10を再起動する 操作メニューから
シャットダウンや再起動を行なう操作メニューを表示する

　起動中のアプリケーションをすべて終了し、パソコンの電源を落
とすことを「シャットダウン」という。パソコンをすぐ使わない場合は
シャットダウンをしておいたほうがよい。シャットダウンは「スタート」
メニューの「電源」から行なう。

　パソコンの前から一時的に離れる際に「スリープ」状態にしてお
くと、消費電力を抑えることができる。シャットダウンとは異なり、起
動中のアプリケーションの状態を保持したまま、すぐに再開できる。
「スタート」メニューの「電源」から「スリープ」を選択しよう。

　「スタート」メニューは、アプリケーションをはじめ、さまざまな項目
が表示されるメニューのことで、主要動作のほとんどはここから行
なえる。この「スタート」メニューを表示するには画面左下にある「ス
タート」ボタンをクリックする。

　「再起動」とは、起動中のアプリケーションをすべて終了し、電
源を切った状態からすぐに起動し直すこと。新たにアプリケーショ
ンやハードウェアを追加した場合に再起動が必要となることがあ
る。操作は「スタート」メニューの「電源」から行なう。

　シャットダウンや再起動、スリープは操作メニューから実行するこ
ともできる。「スタート」ボタンを右クリックするか、キーボードの「Wi
ndows」＋「X」キーで操作メニューを表示し、「シャットダウンまた
はサインアウト」から目的の操作を選択しよう。

　設定や管理は、「設定」や「コントロールパネル」から目的の項目
を開く方法が一般的だが、操作メニューを使うことによって、よりス
ムーズに開くことが可能だ。「スタート」ボタンを右クリックすれば、
この操作メニューを表示することができる。

「スタート」メニューを開き、「電源」をクリック。表示されたメニューから
「シャットダウン」をクリックする。

「スタート」メニューを開き、「電源」をクリック。表示されたメニューから「ス
リープ」をクリックする。

画面左下の「スタート」ボタンをクリックするか、キーボードのWindowsボタ
ンを押すと「スタート」メニューが表示される。

「スタート」メニューを開き、「電源」をクリック。表示されたメニューから「再
起動」をクリックする。

操作メニューを開き、「シャットダウンまたはサインアウト」をクリック。表示さ
れたメニューから目的の操作をクリックする。

画面左下の「スタート」ボタンを右クリックするか、キーボードの「Windows」
＋「X」キーを同時に押すと、画面左下に操作メニューが表示される。

0004 00060002

0005 00070003

パスワードを入力して「→」をクリック

ユーザーアカウントの切り替え

ここをクリック

ここを右クリック

ロック画面をクリック

❷ここをクリック
❷ここをクリック

❷操作を選択

❷ここをクリック

❶ここをクリック ❶ここをクリック

❶ここをクリック

❶ここをクリック
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Windows10を起動する

　パソコンの電源スイッチを押すと、Windows10が起動する。
ロック画面をクリックし、ユーザーアカウント画面でログインしよう。

0001

1ロック画面の表示
パソコンの電源スイッチを押すと、Windows10が起動し、ロック画面が表
示される。画面の任意の場所をクリックしよう。

2サインイン
パスワードを設定している場合はパスワードを入力して「→」をクリックして
サインインする。また、他のユーザーアカウントを利用する場合は、画面左下
から利用したいユーザーを選択しよう。

3デスクトップが表示される
デスクトップが表示されるので、目的の項目をクリックして操作を開始
しよう。

PRO PROPRO

PRO PROPRO

HOME HOMEHOME

HOME HOMEHOME

パソコンの電源を完全に落とす Windows10をスリープ状態にする「スタート」メニューを表示する

Windows10を再起動する 操作メニューから
シャットダウンや再起動を行なう操作メニューを表示する

　起動中のアプリケーションをすべて終了し、パソコンの電源を落
とすことを「シャットダウン」という。パソコンをすぐ使わない場合は
シャットダウンをしておいたほうがよい。シャットダウンは「スタート」
メニューの「電源」から行なう。

　パソコンの前から一時的に離れる際に「スリープ」状態にしてお
くと、消費電力を抑えることができる。シャットダウンとは異なり、起
動中のアプリケーションの状態を保持したまま、すぐに再開できる。
「スタート」メニューの「電源」から「スリープ」を選択しよう。

　「スタート」メニューは、アプリケーションをはじめ、さまざまな項目
が表示されるメニューのことで、主要動作のほとんどはここから行
なえる。この「スタート」メニューを表示するには画面左下にある「ス
タート」ボタンをクリックする。

　「再起動」とは、起動中のアプリケーションをすべて終了し、電
源を切った状態からすぐに起動し直すこと。新たにアプリケーショ
ンやハードウェアを追加した場合に再起動が必要となることがあ
る。操作は「スタート」メニューの「電源」から行なう。

　シャットダウンや再起動、スリープは操作メニューから実行するこ
ともできる。「スタート」ボタンを右クリックするか、キーボードの「Wi
ndows」＋「X」キーで操作メニューを表示し、「シャットダウンまた
はサインアウト」から目的の操作を選択しよう。

　設定や管理は、「設定」や「コントロールパネル」から目的の項目
を開く方法が一般的だが、操作メニューを使うことによって、よりス
ムーズに開くことが可能だ。「スタート」ボタンを右クリックすれば、
この操作メニューを表示することができる。

「スタート」メニューを開き、「電源」をクリック。表示されたメニューから
「シャットダウン」をクリックする。

「スタート」メニューを開き、「電源」をクリック。表示されたメニューから「ス
リープ」をクリックする。

画面左下の「スタート」ボタンをクリックするか、キーボードのWindowsボタ
ンを押すと「スタート」メニューが表示される。

「スタート」メニューを開き、「電源」をクリック。表示されたメニューから「再
起動」をクリックする。

操作メニューを開き、「シャットダウンまたはサインアウト」をクリック。表示さ
れたメニューから目的の操作をクリックする。

画面左下の「スタート」ボタンを右クリックするか、キーボードの「Windows」
＋「X」キーを同時に押すと、画面左下に操作メニューが表示される。

0004 00060002

0005 00070003

パスワードを入力して「→」をクリック

ユーザーアカウントの切り替え

ここをクリック

ここを右クリック

ロック画面をクリック

❷ここをクリック
❷ここをクリック

❷操作を選択

❷ここをクリック

❶ここをクリック ❶ここをクリック

❶ここをクリック

❶ここをクリック
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PRO PROPRO

HOME HOMEHOME

HOME HOMEHOME

Windows10を休止状態にする 一覧からアプリケーションを起動するWindows10をロックする

アプリケーションを起動する アプリケーションやファイルを検索するショートカットキーを使って
シャットダウンする

　前ページの手順で休止状態を追加すると、「スタート」メニュー
の「電源」に「休止状態」が表示される。ここをクリックすれば、パソ
コンを休止状態にすることが可能だ。また、操作メニューやショート
カットキーからも休止状態を選ぶことができるようになる。

　「スタート」メニューに目的のアプリケーションが表示されていな
いという場合は「すべてのアプリ」をクリック。これで、インストール
済みのすべてのアプリケーションを表示できる。

　パソコンの前から離れるときに、作業の状態を維持したまま他人
に操作されないように「ロック」を掛けることができる。パスワードを
設定していれば、ロック状態から復帰するときにパスワードの入力
が求められる。

　パソコンにインストールされているアプリケーションを起動するに
は、「スタート」メニューから起動したいアプリケーションを選択する。
「スタート」メニューの右側に並んでいるタイルをクリックすると、
選択したアプリケーションを起動できる。

　デスクトップの左下にある検索ボックスにキーワードを入力すれ
ば、パソコン内にあるアプリケーションやファイル、Web上を簡単
に検索することができる。

　「スタート」メニューの「電源」を使わずにシャットダウンすること
もできる。キーボードの「Ctrl」+「Alt」+「Del」キーを同時に押す
と、スムーズにシャットダウン画面へと進める。シャットダウン以外
にも再起動やロック、サインアウトなども可能だ。

「スタート」メニューの「電源」から「休止状態」をクリックすると休止状態にな
る。復帰する際は、パソコンの電源スイッチを押そう（機種によって異なる）。

Windows10をロックするには、「スタート」メニューの上部にあるアカウント
名から操作を行なう。ユーザーアカウント名→「ロック」の順にクリックする。

アプリケーション名が書かれているタイルをクリックすると、アプリケーショ
ンが起動する。

キーボードの「Ctrl」+「Alt」+「Del」キーを同時に押してから、右下の「電源」
アイコンをクリックし、「シャットダウン」をクリックする。作業中のデータが保
存されない場合があるので注意が必要だ。

0011 00130008

0012 00140009

PROHOME

休止状態を追加する

　「休止状態」とは、起動中のプログラムなどを保持した状態のま
ま、電源を切る状態のこと。スリープと比べると復帰までの時間は
かかるが、電源が切れている状態からの起動よりはすばやく起動
する。なお、休止状態は標準では利用できない設定になっている
のでは「コントロールパネル」から追加しよう。

0010

1設定画面を開く
操作メニューの「コントロールパネル」を開き、「ハードウェアとサウンド」→

「電源ボタンの動作の変更」の順にクリックする。

2設定の変更
「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリックする。

3追加項目の選択
「シャットダウン設定」の「休止状態」にチェックを入れて「変更の保存」をク
リックすると、「スタート」メニューの「電源」に休止状態が追加される。

❶チェックを入れる

ここをクリック

❷ここをクリック

ここをクリック

❶ここをクリック

❷ここをクリック ❶ここをクリック

❷ここをクリック

1
「すべてのアプリ」�
をクリック

「スタート」メニューの
左下のある「すべての
アプリ」をクリック。

2 �
アプリケーションを
探す

「スタート」メニューの
左側にアプリケーショ
ンの一覧が表示され
る。上下にスクロール
して一覧から目的のア
プリケーションを探し、
アイコンをクリックし
て起動しよう。

ここをクリック

❷ここをクリック

❶ここをクリック

2 �
検索結果が�
表示される
検索結果が一覧表示
される。クリックする
とアプリケーションや
ファイル、Webコンテ
ンツへそのまま移動
できる。

1 �
検索する�
キーワードを入力
検索ボックスをクリッ
クして、キーワードを
入力する。

クリックしてキーワードを入力
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Windows10を休止状態にする 一覧からアプリケーションを起動するWindows10をロックする

アプリケーションを起動する アプリケーションやファイルを検索するショートカットキーを使って
シャットダウンする

　前ページの手順で休止状態を追加すると、「スタート」メニュー
の「電源」に「休止状態」が表示される。ここをクリックすれば、パソ
コンを休止状態にすることが可能だ。また、操作メニューやショート
カットキーからも休止状態を選ぶことができるようになる。

　「スタート」メニューに目的のアプリケーションが表示されていな
いという場合は「すべてのアプリ」をクリック。これで、インストール
済みのすべてのアプリケーションを表示できる。

　パソコンの前から離れるときに、作業の状態を維持したまま他人
に操作されないように「ロック」を掛けることができる。パスワードを
設定していれば、ロック状態から復帰するときにパスワードの入力
が求められる。

　パソコンにインストールされているアプリケーションを起動するに
は、「スタート」メニューから起動したいアプリケーションを選択する。
「スタート」メニューの右側に並んでいるタイルをクリックすると、
選択したアプリケーションを起動できる。

　デスクトップの左下にある検索ボックスにキーワードを入力すれ
ば、パソコン内にあるアプリケーションやファイル、Web上を簡単
に検索することができる。

　「スタート」メニューの「電源」を使わずにシャットダウンすること
もできる。キーボードの「Ctrl」+「Alt」+「Del」キーを同時に押す
と、スムーズにシャットダウン画面へと進める。シャットダウン以外
にも再起動やロック、サインアウトなども可能だ。

「スタート」メニューの「電源」から「休止状態」をクリックすると休止状態にな
る。復帰する際は、パソコンの電源スイッチを押そう（機種によって異なる）。

Windows10をロックするには、「スタート」メニューの上部にあるアカウント
名から操作を行なう。ユーザーアカウント名→「ロック」の順にクリックする。

アプリケーション名が書かれているタイルをクリックすると、アプリケーショ
ンが起動する。

キーボードの「Ctrl」+「Alt」+「Del」キーを同時に押してから、右下の「電源」
アイコンをクリックし、「シャットダウン」をクリックする。作業中のデータが保
存されない場合があるので注意が必要だ。

0011 00130008

0012 00140009

PROHOME

休止状態を追加する

　「休止状態」とは、起動中のプログラムなどを保持した状態のま
ま、電源を切る状態のこと。スリープと比べると復帰までの時間は
かかるが、電源が切れている状態からの起動よりはすばやく起動
する。なお、休止状態は標準では利用できない設定になっている
のでは「コントロールパネル」から追加しよう。

0010

1設定画面を開く
操作メニューの「コントロールパネル」を開き、「ハードウェアとサウンド」→

「電源ボタンの動作の変更」の順にクリックする。

2設定の変更
「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリックする。

3追加項目の選択
「シャットダウン設定」の「休止状態」にチェックを入れて「変更の保存」をク
リックすると、「スタート」メニューの「電源」に休止状態が追加される。

❶チェックを入れる

ここをクリック

❷ここをクリック

ここをクリック

❶ここをクリック

❷ここをクリック ❶ここをクリック

❷ここをクリック

1
「すべてのアプリ」�
をクリック

「スタート」メニューの
左下のある「すべての
アプリ」をクリック。

2 �
アプリケーションを
探す

「スタート」メニューの
左側にアプリケーショ
ンの一覧が表示され
る。上下にスクロール
して一覧から目的のア
プリケーションを探し、
アイコンをクリックし
て起動しよう。

ここをクリック

❷ここをクリック

❶ここをクリック

2 �
検索結果が�
表示される
検索結果が一覧表示
される。クリックする
とアプリケーションや
ファイル、Webコンテ
ンツへそのまま移動
できる。

1 �
検索する�
キーワードを入力
検索ボックスをクリッ
クして、キーワードを
入力する。

クリックしてキーワードを入力
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タイルをグループごとに入れ替える アプリケーションのタイルを削除する

グループ名を変更する タイルのサイズを変更する

　「スタート」メニューのタイルはグループごとにまとまって配置さ
れている。左で紹介したタイルごとの並び替えだけでなく、グルー
プ単位で入れ替えることも可能だ。

　「スタート」メニューのタイルは便利だが、数が多くなってくると目
的のものを見つけづらくなり、逆に不便だ。そこで、不要になったア
プリケーションのタイルは「スタート」メニューから削除して、「スター
ト」メニューを整理しておこう。

　タイルのグループ名は任意の名称に変更することもできる。タイ
ルを並べ変えたり、追加したりした場合は、その内容に合わせてグ
ループ名も変更しておくと便利になる。

　「スタート」メニューに配置されているタイルは、4種類のサイズか
ら任意のサイズに変更できる。使用頻度の高いものは大きく、使
用頻度の低いものは小さくしておくと便利だ。

タイルを右クリックし、表示されたメニューから「スタート画面からピン留め
を外す」をクリックすれば、そのタイルをスタート画面から削除できる。

グループ名をクリックすると、文字の入力が可能になるので、好きな名称を
入力。入力が完了したら、「Enter」キーを押して確定しよう。

0016 0019

0017 0020

PRO PROHOME HOME

タイルを並び替える 「スタート」メニューに
アプリケーションのタイルを追加する

　「スタート」メニューのタイルの配置は自由に並び替えることがで
きる。利用する頻度の高いタイルを前（左上）に並び替えて、使い
やすいようにカスタマイズをしよう。

　「スタート」メニューに表示されていないアプリケーションもタイ
ルにピン留めをすることで「スタート」メニューに表示することがで
きる。一覧から開くよりもスムーズに起動可能になる。

0015 0018

3並び替え完了
指定の位置にタイルが移動する。使用頻度の高いアプリケーションは前（左
上）のほうに配置しておくと、操作性が向上するので、移動しておこう。

2タイルを移動
タイルを並び替え先へドラッグして、マウスのボタンを離してドロップしよう。

ドロップする

1タイルの選択
「スタート」メニューを開き、移動するタイルをドラッグする。

ドラッグする

2 � �
並び替え完了
指定の位置にグルー
プが移動する。

1 � �
グループごと� �
ドラッグ＆ドロップ
「スタート」メニューを
開き、移動するグルー
プのグループ名を並
び替え先へドラッグ＆
ドロップする。

グループ名を
ドラッグ＆ドロップ

クリックしてグループ名を入力

1すべてのアプリケーションを表示
「スタート」メニューを開き、「すべてのアプリ」をクリックする。

2追加したいアプリケーションを選択
「スタート」メニューにタイルを追加したいアプリケーションを右クリックし、
表示されたメニューから「スタート画面にピン留めする」をクリックする。

❶ピン留めするアプリケーションを
右クリック

❷ここをクリック

3追加完了
アプリケーションのタイルが「スタート」メニューに追加される。なお、Windo
ws ストアアプリ以外はライブタイルの利用はできない。

アプリケーションの
タイルが追加される

2 �
サイズが変わる
タイルのサイズが変
更される。

1 � �
サイズを選ぶ
サイズを変えたいタ
イルを右クリックし、

「サイズ変更」からサ
イズを選択する。ただ
し、変更できるサイズ
に制限があるタイル
もあるので注意。

❶削除するタイルを右クリック

❷ここをクリック

❶右クリック

❷サイズを選択
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タイルをグループごとに入れ替える アプリケーションのタイルを削除する

グループ名を変更する タイルのサイズを変更する

　「スタート」メニューのタイルはグループごとにまとまって配置さ
れている。左で紹介したタイルごとの並び替えだけでなく、グルー
プ単位で入れ替えることも可能だ。

　「スタート」メニューのタイルは便利だが、数が多くなってくると目
的のものを見つけづらくなり、逆に不便だ。そこで、不要になったア
プリケーションのタイルは「スタート」メニューから削除して、「スター
ト」メニューを整理しておこう。

　タイルのグループ名は任意の名称に変更することもできる。タイ
ルを並べ変えたり、追加したりした場合は、その内容に合わせてグ
ループ名も変更しておくと便利になる。

　「スタート」メニューに配置されているタイルは、4種類のサイズか
ら任意のサイズに変更できる。使用頻度の高いものは大きく、使
用頻度の低いものは小さくしておくと便利だ。

タイルを右クリックし、表示されたメニューから「スタート画面からピン留め
を外す」をクリックすれば、そのタイルをスタート画面から削除できる。

グループ名をクリックすると、文字の入力が可能になるので、好きな名称を
入力。入力が完了したら、「Enter」キーを押して確定しよう。

0016 0019

0017 0020

PRO PROHOME HOME

タイルを並び替える 「スタート」メニューに
アプリケーションのタイルを追加する

　「スタート」メニューのタイルの配置は自由に並び替えることがで
きる。利用する頻度の高いタイルを前（左上）に並び替えて、使い
やすいようにカスタマイズをしよう。

　「スタート」メニューに表示されていないアプリケーションもタイ
ルにピン留めをすることで「スタート」メニューに表示することがで
きる。一覧から開くよりもスムーズに起動可能になる。

0015 0018

3並び替え完了
指定の位置にタイルが移動する。使用頻度の高いアプリケーションは前（左
上）のほうに配置しておくと、操作性が向上するので、移動しておこう。

2タイルを移動
タイルを並び替え先へドラッグして、マウスのボタンを離してドロップしよう。

ドロップする

1タイルの選択
「スタート」メニューを開き、移動するタイルをドラッグする。

ドラッグする

2 � �
並び替え完了
指定の位置にグルー
プが移動する。

1 � �
グループごと� �
ドラッグ＆ドロップ
「スタート」メニューを
開き、移動するグルー
プのグループ名を並
び替え先へドラッグ＆
ドロップする。

グループ名を
ドラッグ＆ドロップ

クリックしてグループ名を入力

1すべてのアプリケーションを表示
「スタート」メニューを開き、「すべてのアプリ」をクリックする。

2追加したいアプリケーションを選択
「スタート」メニューにタイルを追加したいアプリケーションを右クリックし、
表示されたメニューから「スタート画面にピン留めする」をクリックする。

❶ピン留めするアプリケーションを
右クリック

❷ここをクリック

3追加完了
アプリケーションのタイルが「スタート」メニューに追加される。なお、Windo
ws ストアアプリ以外はライブタイルの利用はできない。

アプリケーションの
タイルが追加される

2 �
サイズが変わる
タイルのサイズが変
更される。

1 � �
サイズを選ぶ
サイズを変えたいタ
イルを右クリックし、

「サイズ変更」からサ
イズを選択する。ただ
し、変更できるサイズ
に制限があるタイル
もあるので注意。

❶削除するタイルを右クリック

❷ここをクリック

❶右クリック

❷サイズを選択
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「スタート」メニューの大きさを
変更するライブタイルをオフにする

「スタート」メニューを全画面で表示するライブタイルをオンにする

　「スタート」メニューは、マウス操作で好きな大きさに変更するこ
とができる。「スタート」メニューの上端、もしくは右端にマウスカー
ソルを合わせて、自分の好みのサイズにドラッグすればよい。自分
の使い勝手に合わせてサイズを調整しておこう。

　「ライブタイル」は、ニュースや天気予報、メッセージなどの最新
情報を「スタート」メニューのタイル上に表示してくれる便利な機能
だが、内容によっては人には見られたくないものもあるだろう。そん
なときは、そのタイルの「ライブタイル」を「オフ」にしておこう。

　「スタート」メニューは、全画面で大きく表示することもできる。た
くさんのタイルを「スタート」メニューに表示させたいときなどに利
用すると便利になるだろう。

　「ライブタイル」が「オフ」になっているタイルは簡単に「オン」に
することができる。タイルを右クリックし、「ライブタイルをオンにす
る」をクリックするだけでOKだ。ただし、ライブタイルに非対応のタ
イルもあり、その場合は「オン」にはできない。

「スタート」メニューの上端、もしくは右端にマウスカーソルを合わせ、カーソ
ルが「↔」に変わったら、ドラッグしてサイズを変更しよう。

ライブタイルをオフにしたいタイルを右クリックし、「ライブタイルをオフに
する」をクリックする。

ライブタイルをオンにしたいタイルを右クリックし、「ライブタイルをオンに
する」をクリックする。

00250021

00260022

PROPRO HOMEHOME

「スタート」メニューに
「ドキュメント」などを表示する「よく使うアプリ」を非表示にする

　「スタート」メニューには「ドキュメント」や「ミュージック」などの
フォルダを表示することもできる。よく利用するフォルダを表示して
おくと便利になるぞ。

　「スタート」メニューに表示される「最近使ったアプリ」は表示しな
いようにすることも可能。アプリの使用履歴を人に見られたくない
という場合には非表示にしておこう。

00240023

1「設定」を開く
「スタート」メニューから「設定」をクリックして「設定」画面を開く。

ここをクリック

2「パーソナル設定」をクリック
「設定」画面で「パーソナル設定」をクリックする。

ここをクリック

❶タイルを右クリック

❶タイルを右クリック

❷ここをクリック

❷ここをクリック

3表示を「オフ」にする
「スタート」をクリックして、「よく使われるアプリを表示する」を「オフ」に 
する。

❶ここをクリック

❷「オフ」にする

1「パーソナル設定」をクリック
「スタート」メニューから「設定」をクリックして「設定」画面を開き、「パーソナ
ル設定」をクリックする。

3表示するフォルダーを「オン」にする
「スタート」メニューに表示するフォルダーを「オン」にする。

ここをクリック

2「スタート画面に表示するフォルダーを選ぶ」をクリック
「スタート」をクリックして、「スタート画面に表示する〜」をクリックする。

❶ここをクリック ❷ここをクリック

2 �
設定完了
これ で「 スタ ート」メ
ニューが全画面になる。

1 �
「全画面表示の�
スタート画面を使う」
を「オン」にする

「パーソナル設定」画面
を開き、「スタート」をク
リック。「全画面表示の
〜」を「オン」にする。

❶ここをクリック

❷ここをクリック

ドラッグ
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「スタート」メニューの大きさを
変更するライブタイルをオフにする

「スタート」メニューを全画面で表示するライブタイルをオンにする

　「スタート」メニューは、マウス操作で好きな大きさに変更するこ
とができる。「スタート」メニューの上端、もしくは右端にマウスカー
ソルを合わせて、自分の好みのサイズにドラッグすればよい。自分
の使い勝手に合わせてサイズを調整しておこう。

　「ライブタイル」は、ニュースや天気予報、メッセージなどの最新
情報を「スタート」メニューのタイル上に表示してくれる便利な機能
だが、内容によっては人には見られたくないものもあるだろう。そん
なときは、そのタイルの「ライブタイル」を「オフ」にしておこう。

　「スタート」メニューは、全画面で大きく表示することもできる。た
くさんのタイルを「スタート」メニューに表示させたいときなどに利
用すると便利になるだろう。

　「ライブタイル」が「オフ」になっているタイルは簡単に「オン」に
することができる。タイルを右クリックし、「ライブタイルをオンにす
る」をクリックするだけでOKだ。ただし、ライブタイルに非対応のタ
イルもあり、その場合は「オン」にはできない。

「スタート」メニューの上端、もしくは右端にマウスカーソルを合わせ、カーソ
ルが「↔」に変わったら、ドラッグしてサイズを変更しよう。

ライブタイルをオフにしたいタイルを右クリックし、「ライブタイルをオフに
する」をクリックする。

ライブタイルをオンにしたいタイルを右クリックし、「ライブタイルをオンに
する」をクリックする。

00250021

00260022

PROPRO HOMEHOME

「スタート」メニューに
「ドキュメント」などを表示する「よく使うアプリ」を非表示にする

　「スタート」メニューには「ドキュメント」や「ミュージック」などの
フォルダを表示することもできる。よく利用するフォルダを表示して
おくと便利になるぞ。

　「スタート」メニューに表示される「最近使ったアプリ」は表示しな
いようにすることも可能。アプリの使用履歴を人に見られたくない
という場合には非表示にしておこう。

00240023

1「設定」を開く
「スタート」メニューから「設定」をクリックして「設定」画面を開く。

ここをクリック

2「パーソナル設定」をクリック
「設定」画面で「パーソナル設定」をクリックする。

ここをクリック

❶タイルを右クリック

❶タイルを右クリック

❷ここをクリック

❷ここをクリック

3表示を「オフ」にする
「スタート」をクリックして、「よく使われるアプリを表示する」を「オフ」に 
する。

❶ここをクリック

❷「オフ」にする

1「パーソナル設定」をクリック
「スタート」メニューから「設定」をクリックして「設定」画面を開き、「パーソナ
ル設定」をクリックする。

3表示するフォルダーを「オン」にする
「スタート」メニューに表示するフォルダーを「オン」にする。

ここをクリック

2「スタート画面に表示するフォルダーを選ぶ」をクリック
「スタート」をクリックして、「スタート画面に表示する〜」をクリックする。

❶ここをクリック ❷ここをクリック

2 �
設定完了
これ で「 スタ ート」メ
ニューが全画面になる。

1 �
「全画面表示の�
スタート画面を使う」
を「オン」にする

「パーソナル設定」画面
を開き、「スタート」をク
リック。「全画面表示の
〜」を「オン」にする。

❶ここをクリック

❷ここをクリック

ドラッグ
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Windows10からサインアウトする

ユーザーアカウントの画像を変更するユーザーアカウント名を変更する

　「サインアウト」とは、ユーザーがセッションを終了する動作のこ
と。「スタート」メニューの「（ユーザーアカウント名）」→「サインアウ
ト」をクリックしてサインアウトすると、起動中のアプリケーションが
すべて終了し、ユーザーアカウントの選択画面に戻る。

　ユーザーアカウントに表示される画像は自由に変更することが
できる。画像を変更するには、「スタート」メニューの「（ユーザーア
カウント名）」→「アカウント設定の変更」→「お使いのアカウント」
→「参照」をクリックし、新しい画像を選択する。カメラを接続すれ
ば、その場での撮影も可能だ。

　ユーザーアカウント名はあとから変更することも可能。「スター
ト」ボタンを右クリックして、「コントロールパネル」→「ユーザーア
カウント」→「ユーザーアカウント」→「アカウント名の変更」をク
リックして変更しよう。

「スタート」メニューの「（ユーザーアカウント名）」→「サインアウト」を選択。

「参照」→「ファイル」をクリックすれば、他のフォルダーに保存している画像
も選択できる。

新しいユーザーアカウント名を入力し、「名前の変更」をクリックすると変更
が完了する。

0027

00300028

PRO PROHOME HOME

ユーザーアカウントパスワードを
設定する

ユーザーアカウントパスワードを
変更する

　ユーザーアカウントにパスワードを設定すると、サインイン時に
パスワードの入力が必要になる。第三者にユーザーアカウントを
勝手に使われる心配がなくなり、セキュリティ向上に有効だ。

　設定したユーザーアカウントのパスワードは変更できる。セキュ
リティ向上の観点から、定期的にパスワードを変更することが望ま
しいが、わかりやすいパスワードは避けよう。

0031 0032

❸ここをクリック

❷新しいユーザーアカウント名を入力

❷ここをクリック

❶ここをクリック

ここをクリック

2パスワードを設定する
「新しいパスワード」と「パスワードの確認入力」にパスワードを入力し、「パス
ワードのヒント」欄にパスワードのヒントを入力する。すべて入力したら、「次
へ」をクリックする。

❶パスワードとヒントを入力する

❷ここをクリック

3設定完了
「完了」をクリックすれば、パスワードの設定は完了だ。

ここをクリック

2現在のパスワードを入力
現在設定しているパスワードを入力し、「次へ」をクリック。

❷ここをクリック

❶現在のパスワードを入力

1設定画面
「スタート」メニューの「（ユーザーアカウント名）」→「アカウント設定の変更」
→「サインインオプション」をクリックし、パスワード欄の「追加」をクリック。

❷ここをクリック

❶ここをクリック

1設定画面
「スタート」メニューの「（ユーザーアカウント名）」→「アカウント設定の変更」
→「サインインオプション」をクリックし、パスワード欄の「変更」をクリック。

❷ここをクリック
❶ここをクリック

3新しいパスワードを入力
「新しいパスワード」と「パスワードの確認入力」、「パスワードのヒント」を入力
し、「次へ」をクリック。次の画面で「完了」をクリックすれば、パスワードの変更
は完了だ。

❶パスワードとヒントを入力する

❷ここをクリック

❶ここをクリック

PROHOME

ユーザーアカウントの種類を変更する

　ユーザーアカウントには、「標準」と「管理者」の2種類があり、こ
の種類は変更することもできる。「スタート」ボタンを右クリックして、
「コントロールパネル」→「ユーザーアカウント」→「ユーザーアカ
ウント」→「アカウントの種類の変更」をクリックして変更しよう。

「管理者」アカウントへの変更は、管理者でログオンしているときのみ変更で
きるので注意しよう。

0029

❶種類を選択

❷ここをクリック

❶ここをクリック
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Windows10からサインアウトする

ユーザーアカウントの画像を変更するユーザーアカウント名を変更する

　「サインアウト」とは、ユーザーがセッションを終了する動作のこ
と。「スタート」メニューの「（ユーザーアカウント名）」→「サインアウ
ト」をクリックしてサインアウトすると、起動中のアプリケーションが
すべて終了し、ユーザーアカウントの選択画面に戻る。

　ユーザーアカウントに表示される画像は自由に変更することが
できる。画像を変更するには、「スタート」メニューの「（ユーザーア
カウント名）」→「アカウント設定の変更」→「お使いのアカウント」
→「参照」をクリックし、新しい画像を選択する。カメラを接続すれ
ば、その場での撮影も可能だ。

　ユーザーアカウント名はあとから変更することも可能。「スター
ト」ボタンを右クリックして、「コントロールパネル」→「ユーザーア
カウント」→「ユーザーアカウント」→「アカウント名の変更」をク
リックして変更しよう。

「スタート」メニューの「（ユーザーアカウント名）」→「サインアウト」を選択。

「参照」→「ファイル」をクリックすれば、他のフォルダーに保存している画像
も選択できる。

新しいユーザーアカウント名を入力し、「名前の変更」をクリックすると変更
が完了する。

0027

00300028

PRO PROHOME HOME

ユーザーアカウントパスワードを
設定する

ユーザーアカウントパスワードを
変更する

　ユーザーアカウントにパスワードを設定すると、サインイン時に
パスワードの入力が必要になる。第三者にユーザーアカウントを
勝手に使われる心配がなくなり、セキュリティ向上に有効だ。

　設定したユーザーアカウントのパスワードは変更できる。セキュ
リティ向上の観点から、定期的にパスワードを変更することが望ま
しいが、わかりやすいパスワードは避けよう。

0031 0032

❸ここをクリック

❷新しいユーザーアカウント名を入力

❷ここをクリック

❶ここをクリック

ここをクリック

2パスワードを設定する
「新しいパスワード」と「パスワードの確認入力」にパスワードを入力し、「パス
ワードのヒント」欄にパスワードのヒントを入力する。すべて入力したら、「次
へ」をクリックする。

❶パスワードとヒントを入力する

❷ここをクリック

3設定完了
「完了」をクリックすれば、パスワードの設定は完了だ。

ここをクリック

2現在のパスワードを入力
現在設定しているパスワードを入力し、「次へ」をクリック。

❷ここをクリック

❶現在のパスワードを入力

1設定画面
「スタート」メニューの「（ユーザーアカウント名）」→「アカウント設定の変更」
→「サインインオプション」をクリックし、パスワード欄の「追加」をクリック。

❷ここをクリック

❶ここをクリック

1設定画面
「スタート」メニューの「（ユーザーアカウント名）」→「アカウント設定の変更」
→「サインインオプション」をクリックし、パスワード欄の「変更」をクリック。

❷ここをクリック
❶ここをクリック

3新しいパスワードを入力
「新しいパスワード」と「パスワードの確認入力」、「パスワードのヒント」を入力
し、「次へ」をクリック。次の画面で「完了」をクリックすれば、パスワードの変更
は完了だ。

❶パスワードとヒントを入力する

❷ここをクリック

❶ここをクリック

PROHOME

ユーザーアカウントの種類を変更する

　ユーザーアカウントには、「標準」と「管理者」の2種類があり、こ
の種類は変更することもできる。「スタート」ボタンを右クリックして、
「コントロールパネル」→「ユーザーアカウント」→「ユーザーアカ
ウント」→「アカウントの種類の変更」をクリックして変更しよう。

「管理者」アカウントへの変更は、管理者でログオンしているときのみ変更で
きるので注意しよう。

0029

❶種類を選択

❷ここをクリック

❶ここをクリック
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家族のメンバーを追加するPINコードを利用する ユーザーアカウントを新しく追加するピクチャパスワードを入力

　家族でパソコンを共有している場合は、家族のメンバーを追加
しておくとよい。各メンバーのメールアドレスでログインできるよう
になって非常に便利だ。

　「PINコード」とは4桁の数字で構成された簡易的なパスワード
のこと。通常のパスワードと比べ、セキュリティ能力は貧弱だが、
入力が簡単で利便性は高い。なお、利用できるのは、サインインと
ローカルアカウントのみなので覚えておこう。

　ユーザーアカウントは複数作成することもできる。ユーザーアカ
ウントごとにさまざまな設定を行なえるので、利用者ごとや用途ご
とにアカウントを使い分けると便利に使える。

　「ピクチャパスワード」は画像を利用してサインインするサインイ
ン方法。通常のパスワードとは違い、設定した画像の上でマウス
を用いてマーキングするとサインインできる。

00350033 00360034

2パスワード確認
現在設定しているパスワードを入力し、「OK」をクリックする。

❶パスワードを入力

❷ここをクリック

1設定画面
「スタート」メニューの「（ユーザーアカウント名）」→「アカウント設定の変更」
→「サインインオプション」をクリックし、PIN欄の「追加」をクリック。

3PINの設定
4桁の数字を2回入力し、「OK」をクリックすれば設定は完了だ。

❷ここをクリック

❷ここをクリック

❶ここをクリック

1設定画面
「スタート」メニューの「（ユーザーアカウント名）」→「アカウント設定の変更」
→「サインインオプション」をクリックし、ピクチャパスワード欄の「追加」をク
リックする。

3ジェスチャの設定
画像上に「直線」「円」「クリック」を使って、3つのマーキングを施す。サインイ
ン時にこのマーキングをすることでサインインできるようになる。

2画像を選択
設定中のパスワードを入力。次の画面で「画像を選ぶ」をクリックして、ピク
チャパスワードに設定したい画像を選択する。

❷ここをクリック

❷ここをクリック

❶ここをクリック

❶パスワードを入力

❸ここをクリック

1設定画面
「スタート」メニューの「（ユーザーアカウント名）」→「アカウント設定の変更」
→「家族とその他のユーザー」→「その他のユーザーを〜」をクリック。

1設定画面
「スタート」メニューの「（ユーザーアカウント名）」→「アカウント設定の変更」
→「家族とその他のユーザー」→「家族のメンバーを追加」をクリック。

�Microsoftアカウントを利用する場合
Microsoftアカウントでログインするアカウントを追加する場合は、メールア
ドレスを入力し、「次へ」をクリック。次の画面で「完了」をクリックすればユー
ザーの追加は完了だ（初回ログイン時は、インターネット接続が必要）。

�ローカルアカウントを追加する場合
ローカルアカウントを追加する場合は、手順2の画面で「追加するユーザー
が〜」をクリックして、次の画面で「Microsoftアカウントを持たない〜」をク
リック。ユーザー名やパスワードを入力して、ユーザーを追加しよう。

3ユーザー名の入力
「閉じる」をクリックすれば操作は完了。あとは、手順2で入力したメールアド
レスに届いた招待メールで登録を完了させよう。

❷ユーザー名を入力

❸ここをクリック
ここをクリック

2作成画面
子供か保護者かを選択し、メールアドレスを入力して「次へ」をクリック。次の
画面で「確認」をクリックする。

❷ここをクリック

❷ここをクリック

❶ここをクリック❶ここをクリック

❶ここをクリック

パスワードを設定する場合
は入力する

❶メールアドレスを入力

❷ここをクリック

❹ここをクリック

❸ここをクリック

❷メールアドレスを入力

❶4桁の数字を入力

❶どちらかを選択
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家族のメンバーを追加するPINコードを利用する ユーザーアカウントを新しく追加するピクチャパスワードを入力

　家族でパソコンを共有している場合は、家族のメンバーを追加
しておくとよい。各メンバーのメールアドレスでログインできるよう
になって非常に便利だ。

　「PINコード」とは4桁の数字で構成された簡易的なパスワード
のこと。通常のパスワードと比べ、セキュリティ能力は貧弱だが、
入力が簡単で利便性は高い。なお、利用できるのは、サインインと
ローカルアカウントのみなので覚えておこう。

　ユーザーアカウントは複数作成することもできる。ユーザーアカ
ウントごとにさまざまな設定を行なえるので、利用者ごとや用途ご
とにアカウントを使い分けると便利に使える。

　「ピクチャパスワード」は画像を利用してサインインするサインイ
ン方法。通常のパスワードとは違い、設定した画像の上でマウス
を用いてマーキングするとサインインできる。

00350033 00360034

2パスワード確認
現在設定しているパスワードを入力し、「OK」をクリックする。

❶パスワードを入力

❷ここをクリック

1設定画面
「スタート」メニューの「（ユーザーアカウント名）」→「アカウント設定の変更」
→「サインインオプション」をクリックし、PIN欄の「追加」をクリック。

3PINの設定
4桁の数字を2回入力し、「OK」をクリックすれば設定は完了だ。

❷ここをクリック

❷ここをクリック

❶ここをクリック

1設定画面
「スタート」メニューの「（ユーザーアカウント名）」→「アカウント設定の変更」
→「サインインオプション」をクリックし、ピクチャパスワード欄の「追加」をク
リックする。

3ジェスチャの設定
画像上に「直線」「円」「クリック」を使って、3つのマーキングを施す。サインイ
ン時にこのマーキングをすることでサインインできるようになる。

2画像を選択
設定中のパスワードを入力。次の画面で「画像を選ぶ」をクリックして、ピク
チャパスワードに設定したい画像を選択する。

❷ここをクリック

❷ここをクリック

❶ここをクリック

❶パスワードを入力

❸ここをクリック

1設定画面
「スタート」メニューの「（ユーザーアカウント名）」→「アカウント設定の変更」
→「家族とその他のユーザー」→「その他のユーザーを〜」をクリック。

1設定画面
「スタート」メニューの「（ユーザーアカウント名）」→「アカウント設定の変更」
→「家族とその他のユーザー」→「家族のメンバーを追加」をクリック。

�Microsoftアカウントを利用する場合
Microsoftアカウントでログインするアカウントを追加する場合は、メールア
ドレスを入力し、「次へ」をクリック。次の画面で「完了」をクリックすればユー
ザーの追加は完了だ（初回ログイン時は、インターネット接続が必要）。

�ローカルアカウントを追加する場合
ローカルアカウントを追加する場合は、手順2の画面で「追加するユーザー
が〜」をクリックして、次の画面で「Microsoftアカウントを持たない〜」をク
リック。ユーザー名やパスワードを入力して、ユーザーを追加しよう。

3ユーザー名の入力
「閉じる」をクリックすれば操作は完了。あとは、手順2で入力したメールアド
レスに届いた招待メールで登録を完了させよう。

❷ユーザー名を入力

❸ここをクリック
ここをクリック

2作成画面
子供か保護者かを選択し、メールアドレスを入力して「次へ」をクリック。次の
画面で「確認」をクリックする。

❷ここをクリック

❷ここをクリック

❶ここをクリック❶ここをクリック

❶ここをクリック

パスワードを設定する場合
は入力する

❶メールアドレスを入力

❷ここをクリック

❹ここをクリック

❸ここをクリック

❷メールアドレスを入力

❶4桁の数字を入力

❶どちらかを選択
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032

PRO PROHOME HOME

パスワードリセットディスクの作成 パスワードリセットディスクを使って
パスワードをリセットする

　「パスワードリセットディスク」を作成しておけば、ユーザーアカ
ウントのパスワードを簡単に再設定できる（ローカルアカウントの
み）。パスワード情報をUSBメモリなどに記録しておこう。

　「パスワードのヒント」を見てもパスワードを思い出せないとき
は、パスワードリセットディスクを使ってパスワードをリセットしよう。

0037 0038

1パスワードをリセットする
パスワードに何も入力しないで「→」をクリック。「パスワードのヒント」と「パ
スワードのリセット」が表示されたら、「パスワードのリセット」をクリックする。

2ドライブの選択
ウィザードが起動するので、「次へ」をクリック。次の画面で、パスワードリセッ
トディスクのドライブ（USBメモリなど）を選択して「次へ」をクリックする。

3新しいパスワードの入力
新しいパスワードを入力して「次へ」をクリックすればパスワードがリセットさ
れる。以降は、新しく設定したパスワードを利用することになる。

ここをクリック

❶ドライブを選択

❷ここをクリック

❷ここをクリック

❶新しいパスワードを入力

1ユーザーアカウント画面
USBメモリなどをパソコンに接続し、「コントロールパネル」→「ユーザーア
カウント「ユーザーアカウント」→「パスワードリセットディスクの作成」をク
リックする。

2作成画面
ウィザードが起動するので、「次へ」をクリック。次の画面で、作成するドライ
ブを選択して「次へ」をクリックする。

3作成開始
現在のパスワードを入力して「次へ」をクリックすれば作成が開始される。

ここをクリック

❶ドライブを選択

❷ここをクリック

❷ここをクリック

❶パスワードを入力

P020-032.indd   32 2015/08/28   11:43

k-moriyama@katch.ne.jp



033

基
本
操
作

P a r t

01

PRO PRO

PRO PRO

HOME

HOME

ユーザーを切り替える パスワードを変更する権限をなくす

ユーザーアカウントを削除する ユーザーアカウントを無効にする

　ユーザーを切り替える場合、一度サインアウトして別のユーザー
でサインインするのが一般的。しかし、現在のユーザーのサインイ
ン状態を維持したままユーザーを切り替えることが可能だ（別の
ユーザーアカウントが設定されている必要がある）。

　ユーザーがパスワードを変更する権限をなくすには、「コントロー
ルパネル」→「システムとセキュリティ」→「管理ツール」→「コン
ピューターの管理」→「ローカルユーザーとグループ」→「ユー
ザー」をクリック。権限をなくすユーザーを右クリックして「プロパ
ティ」を選択し、「ユーザーはパスワードを変更できない」にチェック
を入れて、「OK」をクリックする。

　不要になったユーザーアカウントを削除するには、「コントロー
ルパネル」→「ユーザーアカウントとファミリーセーフティ」→「ユー
ザーアカウント」→「別アカウントの管理」をクリック。削除したいア
カウントを選択して「アカウントの削除」をクリックする。ただし、サイ
ンイン中のアカウントは削除できないので注意しよう。

　ユーザーアカウントを無効にするには、「コントロールパネル」→
「システムとセキュリティ」→「管理ツール」→「コンピューターの
管理」→「ローカルユーザーとグループ」→「ユーザー」をクリック。
無効にするユーザーを右クリックして「プロパティ」を選択し、「アカ
ウントを無効にする」にチェックを入れて、「OK」をクリックする。

「スタート」メニューの上部にあるユーザー名をクリックし、表示されている
ユーザーアカウントをクリックする。

ユーザー名を右クリックして「プロパティ」をクリック。「ユーザーはパスワー
ドを変更できない」にチェックを入れて、設定を完了する。

削除したいアカウントを選択して「アカウントの削除」をクリックする。
ユーザー名を右クリックして「プロパティ」をクリック。「アカウントを無効にす
る」にチェックを入れる。なお、チェックをはずすと、アカウントは有効に戻る。

0039 0041

0040 0042

ここをクリック

❷アカウントを選択

❶ここをクリック

❷チェックを入れる

❶ユーザー名を右クリックして
「プロパティ」をクリック

❸ここをクリック

❷チェックを入れる

❸ここをクリック

❶ユーザー名を右クリックして
「プロパティ」をクリック
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ログオン中のユーザーを確認する

アカウントグループを確認する

　現在ログオン中のユーザーをタスクマネージャーから確認でき
る。「すべてのアプリ」から「タスクマネージャー」を起動し、「詳細」
タブを表示して「ユーザー」タブを開くと、ログオン中のユーザーが
一覧で表示される。

　ユーザーアカウントはいずれかのグループに所属され、グループ
ごとに操作の権限が異なる。このアカウントのグループを確認する
には、「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「管理
ツール」から「コンピューターの管理」を開き、「ローカルユーザーと
グループ」→「グループ」をクリックする。

タスクマネージャーでは切断やログオフ、ほかのユーザーにメッセージを送
信することもできる。

「グループ」をクリックすると、グループが一覧表示される。「Administrato
rs」や「Users」に登録されていることがほとんどだ。

0043

0044

PROHOME

Microsoftアカウントでの
サインインに切り替える

0045

 Microsoftアカウントを持っていない場合（新規作成）
手順2の画面で、「作成しましょう！」をクリックすると、Microsoftアカウント
の新規作成が可能。画面に指示にしたがって必要事項を入力し、Microsoft
アカウントの作成を完了しよう。

 Microsoftアカウントを持っている場合
Microsoftアカウントのメールアドレスとパスワードを入力して「サインイ
ン」をクリック。次の画面でユーザーアカウントのパスワードを入力して「次
へ」をクリックし、必要に応じてPINを設定すればよい。

❷ここをクリック

❶ここをクリック

❷グループが一覧表示される

使用中のユーザーが表示される

1アカウント切り替え
「設定」→「アカウント」→「お使いのアカウント」→「Microsoftアカウントで
のサインインに切り替える」をクリックする。

❶ここをクリック

❷ここをクリック

PRO PRO

PRO PRO

HOME HOME

HOME HOME

タスクビューを表示する デスクトップを切り替える

新しいデスクトップを作成する 作成したデスクトップを削除する

　「タスクビュー」は、実行中のアプリケーションをサムネイルで一
覧表示してくれる便利な機能。タスクビューは、「タスクビュー」アイ
コンをクリックすると表示でき、各アプリケーションのサムネイルを
クリックすると、そのアプリケーションを表示できる。

　作成したデスクトップの切り替えは、タスクビューから行なう。タ
スクビューを表示し、画面下の中央に表示されているデスクトップ
のサムネイルから、表示したいものをクリック。これで、選択したデ
スクトップが表示される。

　Windows10は、仮想デスクトップ機能を搭載しており、複数の
デスクトップを作ることができる。新しいデスクトップを作成するに
は、タスクビューを表示して、画面右下の「+ 新しいデスクトップ」
をクリックすればよい。

　デスクトップが増えてくると、目的のものが見つけづらくなるな
ど、逆に不便になることもある。そこで不要になったデスクトップは
削除しておくとよい。デスクトップは、タスクビューで削除するデスク
トップの「×」アイコンをクリックすれば削除できる。

タスクバーの「タスクビュー」アイコンをクリックするとタスクビューを表示
できる。タスクビューで各アプリケーションのサムネイルをクリックすると、そ
のアプリケーションが表示される。

タスクビューで、表示したいデスクトップをクリックすると、クリックしたデスク
トップが全画面で表示される。

タスクビューを開き、「+新しいデスクトップ」をクリックすれば、新しいデスク
トップを作成できる。

デスクトップのサムネイルにマウスポインタを合わせると、右上に「×」アイコ
ンが表示される。ここをクリックしてデスクトップを削除する。

0046 0048

0047 0049

❶ここをクリック ❷サムネイルをクリックすると
アプリケーションを表示できる

ここをクリック

表示するデスクトップをクリック

ここをクリック

　Windowsストアなどを利用するには、Microsoftアカウントが必
要。これらを利用する場合は、ユーザーアカウントのサインインを
Microsoftアカウントでのサインインに切り替えよう。持っていない
場合は新規に作成することもできる。

❶メールアドレスと
パスワードを入力

❹ここをクリック

❸パスワードを入力
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ログオン中のユーザーを確認する

アカウントグループを確認する

　現在ログオン中のユーザーをタスクマネージャーから確認でき
る。「すべてのアプリ」から「タスクマネージャー」を起動し、「詳細」
タブを表示して「ユーザー」タブを開くと、ログオン中のユーザーが
一覧で表示される。

　ユーザーアカウントはいずれかのグループに所属され、グループ
ごとに操作の権限が異なる。このアカウントのグループを確認する
には、「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「管理
ツール」から「コンピューターの管理」を開き、「ローカルユーザーと
グループ」→「グループ」をクリックする。

タスクマネージャーでは切断やログオフ、ほかのユーザーにメッセージを送
信することもできる。

「グループ」をクリックすると、グループが一覧表示される。「Administrato
rs」や「Users」に登録されていることがほとんどだ。

0043

0044

PROHOME

Microsoftアカウントでの
サインインに切り替える

0045

 Microsoftアカウントを持っていない場合（新規作成）
手順2の画面で、「作成しましょう！」をクリックすると、Microsoftアカウント
の新規作成が可能。画面に指示にしたがって必要事項を入力し、Microsoft
アカウントの作成を完了しよう。

 Microsoftアカウントを持っている場合
Microsoftアカウントのメールアドレスとパスワードを入力して「サインイ
ン」をクリック。次の画面でユーザーアカウントのパスワードを入力して「次
へ」をクリックし、必要に応じてPINを設定すればよい。

❷ここをクリック

❶ここをクリック

❷グループが一覧表示される

使用中のユーザーが表示される

1アカウント切り替え
「設定」→「アカウント」→「お使いのアカウント」→「Microsoftアカウントで
のサインインに切り替える」をクリックする。

❶ここをクリック

❷ここをクリック

PRO PRO

PRO PRO

HOME HOME

HOME HOME

タスクビューを表示する デスクトップを切り替える

新しいデスクトップを作成する 作成したデスクトップを削除する

　「タスクビュー」は、実行中のアプリケーションをサムネイルで一
覧表示してくれる便利な機能。タスクビューは、「タスクビュー」アイ
コンをクリックすると表示でき、各アプリケーションのサムネイルを
クリックすると、そのアプリケーションを表示できる。

　作成したデスクトップの切り替えは、タスクビューから行なう。タ
スクビューを表示し、画面下の中央に表示されているデスクトップ
のサムネイルから、表示したいものをクリック。これで、選択したデ
スクトップが表示される。

　Windows10は、仮想デスクトップ機能を搭載しており、複数の
デスクトップを作ることができる。新しいデスクトップを作成するに
は、タスクビューを表示して、画面右下の「+ 新しいデスクトップ」
をクリックすればよい。

　デスクトップが増えてくると、目的のものが見つけづらくなるな
ど、逆に不便になることもある。そこで不要になったデスクトップは
削除しておくとよい。デスクトップは、タスクビューで削除するデスク
トップの「×」アイコンをクリックすれば削除できる。

タスクバーの「タスクビュー」アイコンをクリックするとタスクビューを表示
できる。タスクビューで各アプリケーションのサムネイルをクリックすると、そ
のアプリケーションが表示される。

タスクビューで、表示したいデスクトップをクリックすると、クリックしたデスク
トップが全画面で表示される。

タスクビューを開き、「+新しいデスクトップ」をクリックすれば、新しいデスク
トップを作成できる。

デスクトップのサムネイルにマウスポインタを合わせると、右上に「×」アイコ
ンが表示される。ここをクリックしてデスクトップを削除する。

0046 0048

0047 0049

❶ここをクリック ❷サムネイルをクリックすると
アプリケーションを表示できる

ここをクリック

表示するデスクトップをクリック

ここをクリック

　Windowsストアなどを利用するには、Microsoftアカウントが必
要。これらを利用する場合は、ユーザーアカウントのサインインを
Microsoftアカウントでのサインインに切り替えよう。持っていない
場合は新規に作成することもできる。

❶メールアドレスと
パスワードを入力

❹ここをクリック

❸パスワードを入力
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ウィンドウの大きさを自由に変更するアクションセンターを表示する ほかのウィンドウを最小化するタブレットモードを活用する

ウィンドウを画面に合わせて
リサイズする

アクションセンターから
各種設定を行なう ライブタスクバーでウィンドウを開く

　ウィンドウの端にマウスポインタを重ねるとポインタが矢印に変
わる。この状態でドラッグしながら、マウスを動かして大きさを調整
する。

　メールの着信やアップデートの通知など、各アプリケーションか
らの通知や警告は「アクションセンター」でまとめて管理できる。こ
の「アクションセンター」を表示するには「タスクトレイ」の「アクショ
ンセンター」アイコンをクリックすればよい。

　「Aero Shake」は複数のウィンドウを開いているときに、選択し
ているウィンドウ以外のウィンドウをすべて最小化させる機能。選
択しているウィンドウのタイトルバーをクリックして離さずに、上下
左右のいずれかに揺らすように動かすと最小化される。

　ウィンドウのタイトルバーを画面上端にドラッグすると最大化さ
れる。また、左端または右端にドラッグするとウィンドウが半分の幅
に、画面の四隅に合わせると、画面の1/4のサイズにリサイズでき
る。

　「アクションセンター」では、各アプリーションからの通知を管理
するだけでなく、各種設定や機能のオン/オフなども行なえる。アク
ションセンターの下部にあるボタンから設定を行ないたい項目をク
リックしよう。

　タスクバーに収納されているウィンドウのサムネイルを閲覧でき
る機能。複数のウィンドウが最小化されている場合には、種類ごと
に重なっている状態でタスクバー上に表示される。重なったままで
もウィンドウの中身が確認でき、操作がスムーズに行なえる。

拡大・縮小どちらも可能なので、使いやすい大きさに変更しよう。
「タスクトレイ」の「アクションセンター」アイコンをクリックすると、「アクショ
ンセンター」が表示される。

ウィンドウのタイトルバーをクリックしたまま揺らすように動かす。元の状態
に戻すときは、再度揺らす。

タイトルバーを画面上端にドラッグすると、ウィンドウが最大化される。タイト
ルバーを下方向にドラッグすると元のサイズに戻せる。

アクションセンターの下部にあるボタンをクリックして各種設定や機能のオ
ン/オフなどを行なう。

タスクバーのアイコンにマウスポインタを重ねて、サムネイルか開きたい
ウィンドウをクリックしよう。

00530050 00550052

00540051 0056

上端にドラッグ

目的の項目をクリック

マウスポインタが「⇔」に変わったら
ドラッグして大きさを調整 クリックしたまま揺らす

ここにマウスポインタを合わせる

ここをクリック

　Windows 10は、タッチ操作に最適化された「タブレットモード」
を搭載している。環境によっては自動で切り替わるが、手動で切り
替えることもできる。

1タブレットモードの切り替え
アクションセンターの下部にある「タブレットモード」ボタンをクリックすると、

「タブレットモード」のオン/オフを切り替えられる。

ここをクリック

2「スタート」メニュー
タブレットモード時の「スタート」メニューは全画面で表示される。アプリの一
覧や「電源」などは、ボタンのみのシンプルな表示に切り替わる。

3アプリケーションやデスクトップの表示
エクスプローラーなども含めて、アプリケーションはすべて全画面で表示さ
れるようになり、ウィンドウ表示はできない。また基本的にデスクトップは表示
できない。
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ウィンドウの大きさを自由に変更するアクションセンターを表示する ほかのウィンドウを最小化するタブレットモードを活用する

ウィンドウを画面に合わせて
リサイズする

アクションセンターから
各種設定を行なう ライブタスクバーでウィンドウを開く

　ウィンドウの端にマウスポインタを重ねるとポインタが矢印に変
わる。この状態でドラッグしながら、マウスを動かして大きさを調整
する。

　メールの着信やアップデートの通知など、各アプリケーションか
らの通知や警告は「アクションセンター」でまとめて管理できる。こ
の「アクションセンター」を表示するには「タスクトレイ」の「アクショ
ンセンター」アイコンをクリックすればよい。

　「Aero Shake」は複数のウィンドウを開いているときに、選択し
ているウィンドウ以外のウィンドウをすべて最小化させる機能。選
択しているウィンドウのタイトルバーをクリックして離さずに、上下
左右のいずれかに揺らすように動かすと最小化される。

　ウィンドウのタイトルバーを画面上端にドラッグすると最大化さ
れる。また、左端または右端にドラッグするとウィンドウが半分の幅
に、画面の四隅に合わせると、画面の1/4のサイズにリサイズでき
る。

　「アクションセンター」では、各アプリーションからの通知を管理
するだけでなく、各種設定や機能のオン/オフなども行なえる。アク
ションセンターの下部にあるボタンから設定を行ないたい項目をク
リックしよう。

　タスクバーに収納されているウィンドウのサムネイルを閲覧でき
る機能。複数のウィンドウが最小化されている場合には、種類ごと
に重なっている状態でタスクバー上に表示される。重なったままで
もウィンドウの中身が確認でき、操作がスムーズに行なえる。

拡大・縮小どちらも可能なので、使いやすい大きさに変更しよう。
「タスクトレイ」の「アクションセンター」アイコンをクリックすると、「アクショ
ンセンター」が表示される。

ウィンドウのタイトルバーをクリックしたまま揺らすように動かす。元の状態
に戻すときは、再度揺らす。

タイトルバーを画面上端にドラッグすると、ウィンドウが最大化される。タイト
ルバーを下方向にドラッグすると元のサイズに戻せる。

アクションセンターの下部にあるボタンをクリックして各種設定や機能のオ
ン/オフなどを行なう。

タスクバーのアイコンにマウスポインタを重ねて、サムネイルか開きたい
ウィンドウをクリックしよう。

00530050 00550052

00540051 0056

上端にドラッグ

目的の項目をクリック

マウスポインタが「⇔」に変わったら
ドラッグして大きさを調整 クリックしたまま揺らす

ここにマウスポインタを合わせる

ここをクリック

　Windows 10は、タッチ操作に最適化された「タブレットモード」
を搭載している。環境によっては自動で切り替わるが、手動で切り
替えることもできる。

1タブレットモードの切り替え
アクションセンターの下部にある「タブレットモード」ボタンをクリックすると、

「タブレットモード」のオン/オフを切り替えられる。

ここをクリック

2「スタート」メニュー
タブレットモード時の「スタート」メニューは全画面で表示される。アプリの一
覧や「電源」などは、ボタンのみのシンプルな表示に切り替わる。

3アプリケーションやデスクトップの表示
エクスプローラーなども含めて、アプリケーションはすべて全画面で表示さ
れるようになり、ウィンドウ表示はできない。また基本的にデスクトップは表示
できない。
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タスクバーを自動的に隠す

タスクバーの表示位置を変更する タスクバーにデスクトップを追加する

アプリケーションをタスクバーに
追加する タスクバーにリンクを追加する

　「デスクトップ」画面のタスクバーを使わないとき以外は画面上
から隠すことができる。タスクバーを使うときはタスクバーのある位
置にマウスポインタを重ねると表示される。画面をフルで使って作
業をしたいという人には便利だ。

　「デスクトップ」画面のタスクバーは通常、下端に表示されてい
るが、上下左右に移動することもできる。タスクバーを右クリックし
て「プロパティ」をクリックし、「タスクバー」タブの「画面上のタスク
バーの位置」で位置を選択すればよい。

　「デスクトップ」のファイルやフォルダーなどをすばやく表示し
たい場合は、タスクバーの「デスクトップ」アイコンが便利。タスク
バーを右クリックして、「ツールバー」→「デスクトップ」にチェックを
入れると、「デスクトップ」アイコンが表示されるので、「≫」をクリッ
クしてファイルやフォルダーを選択しよう。

　よく使うアプリケーションをタスクバーに表示しておくと、「デスク
トップ」画面からスムーズにアプリケーションを起動できるようにな
る。「スタート」メニュー→「すべてのアプリ」の中からアプリケーショ
ンを右クリックして「タスクバーにピン留めする」をクリックする。

　「お気に入り」のWebページをすばやく開きたいという場合は、
「リンク」が便利。「リンク」はIEの「お気に入り」の中にあるフォル
ダーのことで、ツールバーに追加してけば「デスクトップ」画面上か
ら「お気に入り」のWebページに一発でアクセスできる。

タスクバーを右クリックして「プロパティ」→「タスクバー」タブをクリック。
「タスクバーを自動的に隠す」にチェックを入れて「OK」をクリックする。

「タスクバーとスタートのメニューのプロパティ」画面の「タスクバー」タブを
開き、タスクバーを表示する位置を選択する。

「≫」をクリックするとデスクトップのファイルやフォルダーにアクセス 
できる。

タスクバーに追加するアプリケーションを右クリックして「タスクバーにピン
留めする」をクリックすると、タスクバーにアプリのアイコンを表示できる。た
だし、Windows ストア アプリはタスクバーに追加することができないので
注意しよう。

よく使うWebページのお気に入りを「リンク」に入れておけば、デスクトップ
上からすぐにアクセスすることができる。

0059

0058 0062

0061 0063

PROHOME

デスクトッププレビューを無効にする

　表示中のウィンドウを透明化して、デスクトップ全体をプレ
ビューできる「デスクトッププレビュー」。便利な機能だが、この機
能が不要だという場合は無効にすることも可能だ。

0057

❸ここをクリック

❶ここをクリック

❷タスクバーの位置を選択する

1デスクトッププレビューとは
タスクバーの右端にマウスポインタを重ねると、表示中のウィンドウが透明化
する。マウスポインタをタスクバーの右端からずらすと元の状態に復帰する。

3無効化完了
タスクバーの右端にマウスポインタを重ねても透明化されなくなる。

2デスクトッププレビューを無効にする
タスクバーを右クリックして「プロパティ」→「タスクバー」をクリック。「〜プレ
ビューを使用してデスクトップをプレビューする」のチェックをはずす。

❷ここをクリック

❶チェックをはずす

ここにマウスポインタを重ねる

❶右クリック

❷ここをクリック

❷チェックを入れる

❷ここをクリック

❸「≫」をクリック

❸「≫」をクリック

❶タスクバーを右クリック

❷チェックを入れる

❶タスクバーを右クリック

❶チェックを入れる

PROHOME

エクスプローラーを開く

　「エクスプローラー」はフォルダーやドライブ内のファイルやフォ
ルダーを表示するWindows10の基本的なアプリケーション。タス
クバーの「エクスプローラー」アイコンをクリックすると表示される。

エクスプローラーを開くと、基本的には「ライブラリ」フォルダーが表示され
る。ただし、すでにほかのファルダーをエクスプローラーで開いている場合は

「ライブラリ」が表示されないこともある。

0060

ここをクリックすると
エクスプローラーが開く
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タスクバーを自動的に隠す

タスクバーの表示位置を変更する タスクバーにデスクトップを追加する

アプリケーションをタスクバーに
追加する タスクバーにリンクを追加する

　「デスクトップ」画面のタスクバーを使わないとき以外は画面上
から隠すことができる。タスクバーを使うときはタスクバーのある位
置にマウスポインタを重ねると表示される。画面をフルで使って作
業をしたいという人には便利だ。

　「デスクトップ」画面のタスクバーは通常、下端に表示されてい
るが、上下左右に移動することもできる。タスクバーを右クリックし
て「プロパティ」をクリックし、「タスクバー」タブの「画面上のタスク
バーの位置」で位置を選択すればよい。

　「デスクトップ」のファイルやフォルダーなどをすばやく表示し
たい場合は、タスクバーの「デスクトップ」アイコンが便利。タスク
バーを右クリックして、「ツールバー」→「デスクトップ」にチェックを
入れると、「デスクトップ」アイコンが表示されるので、「≫」をクリッ
クしてファイルやフォルダーを選択しよう。

　よく使うアプリケーションをタスクバーに表示しておくと、「デスク
トップ」画面からスムーズにアプリケーションを起動できるようにな
る。「スタート」メニュー→「すべてのアプリ」の中からアプリケーショ
ンを右クリックして「タスクバーにピン留めする」をクリックする。

　「お気に入り」のWebページをすばやく開きたいという場合は、
「リンク」が便利。「リンク」はIEの「お気に入り」の中にあるフォル
ダーのことで、ツールバーに追加してけば「デスクトップ」画面上か
ら「お気に入り」のWebページに一発でアクセスできる。

タスクバーを右クリックして「プロパティ」→「タスクバー」タブをクリック。
「タスクバーを自動的に隠す」にチェックを入れて「OK」をクリックする。

「タスクバーとスタートのメニューのプロパティ」画面の「タスクバー」タブを
開き、タスクバーを表示する位置を選択する。

「≫」をクリックするとデスクトップのファイルやフォルダーにアクセス 
できる。

タスクバーに追加するアプリケーションを右クリックして「タスクバーにピン
留めする」をクリックすると、タスクバーにアプリのアイコンを表示できる。た
だし、Windows ストア アプリはタスクバーに追加することができないので
注意しよう。

よく使うWebページのお気に入りを「リンク」に入れておけば、デスクトップ
上からすぐにアクセスすることができる。

0059

0058 0062

0061 0063

PROHOME

デスクトッププレビューを無効にする

　表示中のウィンドウを透明化して、デスクトップ全体をプレ
ビューできる「デスクトッププレビュー」。便利な機能だが、この機
能が不要だという場合は無効にすることも可能だ。

0057

❸ここをクリック

❶ここをクリック

❷タスクバーの位置を選択する

1デスクトッププレビューとは
タスクバーの右端にマウスポインタを重ねると、表示中のウィンドウが透明化
する。マウスポインタをタスクバーの右端からずらすと元の状態に復帰する。

3無効化完了
タスクバーの右端にマウスポインタを重ねても透明化されなくなる。

2デスクトッププレビューを無効にする
タスクバーを右クリックして「プロパティ」→「タスクバー」をクリック。「〜プレ
ビューを使用してデスクトップをプレビューする」のチェックをはずす。

❷ここをクリック

❶チェックをはずす

ここにマウスポインタを重ねる

❶右クリック

❷ここをクリック

❷チェックを入れる

❷ここをクリック

❸「≫」をクリック

❸「≫」をクリック

❶タスクバーを右クリック

❷チェックを入れる

❶タスクバーを右クリック

❶チェックを入れる

PROHOME

エクスプローラーを開く

　「エクスプローラー」はフォルダーやドライブ内のファイルやフォ
ルダーを表示するWindows10の基本的なアプリケーション。タス
クバーの「エクスプローラー」アイコンをクリックすると表示される。

エクスプローラーを開くと、基本的には「ライブラリ」フォルダーが表示され
る。ただし、すでにほかのファルダーをエクスプローラーで開いている場合は

「ライブラリ」が表示されないこともある。

0060

ここをクリックすると
エクスプローラーが開く
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タスクバーにアドレスを追加する

タスクバーにタッチキーボード
入力を追加する

　タスクバーにアドレスを追加することで、タスクバー上から簡単
にファイルやWebページにアクセスすることができる。ファイルの
フルパスやURLを入力して「Enter」キーを押せば、開きたいもの
をすぐに起動できる便利な機能だ。

　「タッチキーボード入力」とは、画面上に表示されるキーボードや
手文字で文字入力をする機能のこと。タブレット型ではないパソ
コンでも、マウス操作で入力ができる。タスクバーを右クリックして

「タッチキーボードのボタンを表示」にチェックを入れる。

タスクバーを右クリック→「ツールバー」→「アドレス」にチェックを入れると
追加できる。アドレス欄の「

^

」をクリックすると履歴が表示され、2度目以降
は簡単にアクセスすることができる。

追加をするとタスクバー上にキーボードのアイコンが表示され、クリックする
とキーボードが起動する。

0064

0065

PRO PRO PROHOME HOME HOME

タスクバーにフォルダーを追加する タスクバーのボタン表示を変更する タスクバーの幅を変更する

　ツールバーには任意のフォルダーを追加することもできる。利
用頻度の高いフォルダーを追加すれば、スムーズにアクセスでき
る。なお、ここまでに紹介した「アドレス」、「リンク」、「デスクトップ」、

「新規ツールバー」は複数同時に表示することも可能だ。

　「デスクトップ」画面に開いているウィンドウはグループ化されて
タスクバーに表示されるが、グループ化せずに個々に表示すること
もできる。

　標準状態では下部に1列となって配置されているタスクバーだ
が、幅や位置を簡単に変更することができる。使う用途に応じて変
更してみよう。

0066 0067 0068

❸URLなどを入力

2フォルダーの選択
追加したいフォルダーを選択し、「フォルダーの選択」をクリックする。

1設定画面
タスクバーを右クリック→「ツールバー」→「新規ツールバー」をクリックす
る。

3追加完了
追加したフォルダーを開くには「≫」をクリックする。フォルダーを開くことな
くファイルにアクセスできるので非常に便利だ。

❷ここをクリック

❶タスクバーを右クリック

❷チェックを入れる

❶タスクバーを右クリック

❶タスクバーを右クリック

追加するフォルダーを検索し
「フォルダーの選択」をクリック

「≫」をクリック

❷チェックを入れる

1標準の状態
マウスポインタを重ねるとプレビューが表示され、内容の確認ができる。

1タスクバーの固定を解除する
タスクバーを右クリックして、「タスクバーを固定する」にチェックが入ってい
ないかを確認して、入っていればチェックをはずす。

3個々に表示する
グループごとに結合されず、アプリケーションやファイルが個々に表示さ
れる。プレビュー機能はそのままなので、マウスカーソルを合わせるとプレ
ビューは表示できる。

3タスクバーの位置を変更する
タスクバーをドラッグしながら、画面の上下左右に移動させる。またはタスク
バーを右クリックして「プロパティ」→「画面上のタスクバーの場所」からも変
更可能だ。

2設定を変更する
タスクバーを右クリックして「プロパティ」を選択。「タスクバー」タブをクリッ
クし、「タスクバーのボタン」を「結合しない」、または「タスクバーに入りきら
ない場合に結合」を選択して「OK」をクリックする。

2タスクバーの幅を変更する
タスクバー上端にマウスポインタを重ねると、ポインタが上下の矢印に変わ
る。ドラッグしたまま動かすことによって幅の変更ができる。

❷選択する

ドラッグして表示位置を変更

❸ここをクリック

❷チェックをはずす

❶タスクバーを右クリック

ドラッグして幅を変更

❶ここをクリック

❸キーボードアイコンが
表示される
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タスクバーにアドレスを追加する

タスクバーにタッチキーボード
入力を追加する

　タスクバーにアドレスを追加することで、タスクバー上から簡単
にファイルやWebページにアクセスすることができる。ファイルの
フルパスやURLを入力して「Enter」キーを押せば、開きたいもの
をすぐに起動できる便利な機能だ。

　「タッチキーボード入力」とは、画面上に表示されるキーボードや
手文字で文字入力をする機能のこと。タブレット型ではないパソ
コンでも、マウス操作で入力ができる。タスクバーを右クリックして

「タッチキーボードのボタンを表示」にチェックを入れる。

タスクバーを右クリック→「ツールバー」→「アドレス」にチェックを入れると
追加できる。アドレス欄の「

^

」をクリックすると履歴が表示され、2度目以降
は簡単にアクセスすることができる。

追加をするとタスクバー上にキーボードのアイコンが表示され、クリックする
とキーボードが起動する。

0064

0065

PRO PRO PROHOME HOME HOME

タスクバーにフォルダーを追加する タスクバーのボタン表示を変更する タスクバーの幅を変更する

　ツールバーには任意のフォルダーを追加することもできる。利
用頻度の高いフォルダーを追加すれば、スムーズにアクセスでき
る。なお、ここまでに紹介した「アドレス」、「リンク」、「デスクトップ」、

「新規ツールバー」は複数同時に表示することも可能だ。

　「デスクトップ」画面に開いているウィンドウはグループ化されて
タスクバーに表示されるが、グループ化せずに個々に表示すること
もできる。

　標準状態では下部に1列となって配置されているタスクバーだ
が、幅や位置を簡単に変更することができる。使う用途に応じて変
更してみよう。

0066 0067 0068

❸URLなどを入力

2フォルダーの選択
追加したいフォルダーを選択し、「フォルダーの選択」をクリックする。

1設定画面
タスクバーを右クリック→「ツールバー」→「新規ツールバー」をクリックす
る。

3追加完了
追加したフォルダーを開くには「≫」をクリックする。フォルダーを開くことな
くファイルにアクセスできるので非常に便利だ。

❷ここをクリック

❶タスクバーを右クリック

❷チェックを入れる

❶タスクバーを右クリック

❶タスクバーを右クリック

追加するフォルダーを検索し
「フォルダーの選択」をクリック

「≫」をクリック

❷チェックを入れる

1標準の状態
マウスポインタを重ねるとプレビューが表示され、内容の確認ができる。

1タスクバーの固定を解除する
タスクバーを右クリックして、「タスクバーを固定する」にチェックが入ってい
ないかを確認して、入っていればチェックをはずす。

3個々に表示する
グループごとに結合されず、アプリケーションやファイルが個々に表示さ
れる。プレビュー機能はそのままなので、マウスカーソルを合わせるとプレ
ビューは表示できる。

3タスクバーの位置を変更する
タスクバーをドラッグしながら、画面の上下左右に移動させる。またはタスク
バーを右クリックして「プロパティ」→「画面上のタスクバーの場所」からも変
更可能だ。

2設定を変更する
タスクバーを右クリックして「プロパティ」を選択。「タスクバー」タブをクリッ
クし、「タスクバーのボタン」を「結合しない」、または「タスクバーに入りきら
ない場合に結合」を選択して「OK」をクリックする。

2タスクバーの幅を変更する
タスクバー上端にマウスポインタを重ねると、ポインタが上下の矢印に変わ
る。ドラッグしたまま動かすことによって幅の変更ができる。

❷選択する

ドラッグして表示位置を変更

❸ここをクリック

❷チェックをはずす

❶タスクバーを右クリック

ドラッグして幅を変更

❶ここをクリック

❸キーボードアイコンが
表示される
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ウィンドウを並べて表示する ワンクリックでデスクトップを表示する

ウィンドウを重ねて表示する タスクトレイで
パソコンの音量を調整する

　複数のウィンドウを開いているときは重ねて表示されてしまうこ
とが多いが、開いているウィンドウを並べて表示することができる。
タスクバーを右クリックして、「ウィンドウを上下に並べて表示」、ま
たは「ウィンドウを左右に並べて表示」をクリックする。

　複数のウィンドウを開いている際に、すべてのウィンドウをひと
つひとつ最小化していくのは意外と面倒。そんなときはタスクバー
右端をクリックしてみよう。表示中のウィンドウがすべての最小化
されデスクトップ画面を表示することができるので非常に便利だ。

　デスクトップに表示しているウィンドウを同一のサイズにリサイ
ズし、重ねて整列することもできる。ウィンドウをたくさん開きすぎ
てどこにあるかわからなくなってしまった場合などに便利だ。タスク
バーを右クリックして、「重ねて表示」をクリックしよう。

　タスクトレイのスピーカー型の「音量」アイコンで音量を調整す
ることができる。アイコンをクリックするとスライダーが表示され、
ドラッグしながら左右に動かして調整する。スライダーの左にある
「ミュート」ボタンをクリックすれば、消音にできる。

写真は上下に並べた状態。ウィンドウのサイズに応じてリサイズされる。な
お、最小化しているウィンドウは表示されない。

もう1度クリックすると、ウィンドウが開いている元の状態に復帰する。ただ
し、最初から最小化しているウィンドウは復帰しない。

ウィンドウは同サイズにリサイズされ、画面左上に重ねて表示される。なお、
最小化しているウィンドウは表示されない。

スライダーの右には音量の数値が表示される。なお、音量アイコンが表示さ
れていない場合は「^」をクリックしよう。

0069 0071

0070 0072

PRO PROHOME HOME

日付と時刻を設定する タスクトレイの時計を非表示にする

　タスクトレイに表示されている日付と時刻はパソコン内の内臓
時計に基づいている。時間が狂ってしまったりずれてしまったりした
ら、調整をしよう。

　タスクトレイの右側に表示されている時計は非表示にすることが
できる。パソコンモニター上で時刻を確認せず、使わないという人
には便利だ。

0073 0074

❷どちらかをクリック

❶タスクバーを右クリック

❷ここをクリック

❶タスクバーを右クリック

ここをクリック

❶ここをクリック

❷スライダーを左右に移動

音量アイコンが表示されて
いない場合はここをクリック

1時計を表示
タスクトレイの時計をクリックすると、カレンダーが表示される。設定を変更
する場合は「日付と時刻の設定」をクリックする。

3日付と時刻の調整する
日付と時刻を設定して、「変更」をクリックする。

2設定画面を開く
「時刻を自動的に設定する」が「オン」の場合は「オフ」にしてから、「変更」をク
リックする。

❶ここをクリック

❷ここをクリック

❶「オフ」にする

❶日付と時刻を設定

❷ここをクリック

❷ここをクリック

1設定画面を表示
タスクバーを右クリックして「プロパティ」をクリック。「タスクバー」タブを開
き、「通知領域」欄の「カスタマイズ」をクリックする。

3システムアイコンのオン/オフを選択
時計を「オフ」にすると、時計を非表示にできる。なお、この画面ではほかの項
目も同様に非表示にすることが可能だ。

2タスクバーに表示するアイコンと通知の選択
「通知と操作」画面で「システムアイコンのオン/オフ」をクリックする。

❷ここをクリック

ここをクリック

「オフ」にする

❶ここをクリック
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ウィンドウを並べて表示する ワンクリックでデスクトップを表示する

ウィンドウを重ねて表示する タスクトレイで
パソコンの音量を調整する

　複数のウィンドウを開いているときは重ねて表示されてしまうこ
とが多いが、開いているウィンドウを並べて表示することができる。
タスクバーを右クリックして、「ウィンドウを上下に並べて表示」、ま
たは「ウィンドウを左右に並べて表示」をクリックする。

　複数のウィンドウを開いている際に、すべてのウィンドウをひと
つひとつ最小化していくのは意外と面倒。そんなときはタスクバー
右端をクリックしてみよう。表示中のウィンドウがすべての最小化
されデスクトップ画面を表示することができるので非常に便利だ。

　デスクトップに表示しているウィンドウを同一のサイズにリサイ
ズし、重ねて整列することもできる。ウィンドウをたくさん開きすぎ
てどこにあるかわからなくなってしまった場合などに便利だ。タスク
バーを右クリックして、「重ねて表示」をクリックしよう。

　タスクトレイのスピーカー型の「音量」アイコンで音量を調整す
ることができる。アイコンをクリックするとスライダーが表示され、
ドラッグしながら左右に動かして調整する。スライダーの左にある
「ミュート」ボタンをクリックすれば、消音にできる。

写真は上下に並べた状態。ウィンドウのサイズに応じてリサイズされる。な
お、最小化しているウィンドウは表示されない。

もう1度クリックすると、ウィンドウが開いている元の状態に復帰する。ただ
し、最初から最小化しているウィンドウは復帰しない。

ウィンドウは同サイズにリサイズされ、画面左上に重ねて表示される。なお、
最小化しているウィンドウは表示されない。

スライダーの右には音量の数値が表示される。なお、音量アイコンが表示さ
れていない場合は「^」をクリックしよう。

0069 0071

0070 0072

PRO PROHOME HOME

日付と時刻を設定する タスクトレイの時計を非表示にする

　タスクトレイに表示されている日付と時刻はパソコン内の内臓
時計に基づいている。時間が狂ってしまったりずれてしまったりした
ら、調整をしよう。

　タスクトレイの右側に表示されている時計は非表示にすることが
できる。パソコンモニター上で時刻を確認せず、使わないという人
には便利だ。

0073 0074

❷どちらかをクリック

❶タスクバーを右クリック

❷ここをクリック

❶タスクバーを右クリック

ここをクリック

❶ここをクリック

❷スライダーを左右に移動

音量アイコンが表示されて
いない場合はここをクリック

1時計を表示
タスクトレイの時計をクリックすると、カレンダーが表示される。設定を変更
する場合は「日付と時刻の設定」をクリックする。

3日付と時刻の調整する
日付と時刻を設定して、「変更」をクリックする。

2設定画面を開く
「時刻を自動的に設定する」が「オン」の場合は「オフ」にしてから、「変更」をク
リックする。

❶ここをクリック

❷ここをクリック

❶「オフ」にする

❶日付と時刻を設定

❷ここをクリック

❷ここをクリック

1設定画面を表示
タスクバーを右クリックして「プロパティ」をクリック。「タスクバー」タブを開
き、「通知領域」欄の「カスタマイズ」をクリックする。

3システムアイコンのオン/オフを選択
時計を「オフ」にすると、時計を非表示にできる。なお、この画面ではほかの項
目も同様に非表示にすることが可能だ。

2タスクバーに表示するアイコンと通知の選択
「通知と操作」画面で「システムアイコンのオン/オフ」をクリックする。

❷ここをクリック

ここをクリック

「オフ」にする

❶ここをクリック
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インターネットから時刻を調整する 海外の時刻を表示する

日時の表示形式を変更する

　日付や時刻は自動的に時刻を設定することもできる。時間が
狂ってしまったり、ずれてしまったりすることがないので非常に便
利だ。ただし、時刻サーバーを利用して、時刻を取得するのでイン
ターネット接続が必須になるので注意しよう。

　自分の住んでいる地域以外の時刻を表示することもできる。日
本と滞在先の時刻を表示したいといった場面に便利だ。

　日時の表示形式は変更することができる。自分の好みの表示形
式に変更しておこう。

タスクトレイの時計をクリックしてカレンダーを表示し、「日付と時刻の設定」
をクリック。「時刻を自動的に設定する」を「オン」にする。

0075 0077

0076

「オン」にする

1  
「日付と日時の 
形式を変更する」 
をクリック

「設定」→「時刻と言
語」をクリックし、「日
付と日時の形式を変
更する」をクリックす
る。

2  
表示形式を設定
プルダウンメニューか
ら好みの表示形式を
選択しよう。

3追加した時計の確認
タスクバーの時計をクリックすると、追加した時刻も表示されるようになる。

2表示したい地域の選択
「この時計を表示する」にチェックを入れ、一覧の中から表示したい地域を選
択してクリック。「この時計の表示名」に表示したい内容を入力する。

❶チェックを入れる

❷地域と表示名を指定

❸ここをクリック

1設定画面の表示
「設定」→「時刻と言語」をクリックし、「別のタイムゾーンの時計を追加する」
をクリック。

ここをクリック

ここをクリック

追加した地域の日時が表示される
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ドラッグ&ドロップで
ファイルやフォルダーをコピーする

ドラッグ&ドロップで
ファイルやフォルダーを削除する

ドラッグ&ドロップで
ファイルやフォルダーを移動する

ごみ箱内のファイルやフォルダーを
削除する

　デスクトップやフォルダー内のファイルを別の場所にコピーする
には、コピーしたいファイルを選択してドラッグ＆ドロップするだけ
でOK。ただし、同一のハードディスク内にドロップする場合は、「移
動」になってしまうので、「Ctrl」キーを押しながらドロップしよう。

　ファイルを削除したいという場合は、デスクトップの「ごみ箱」ア
イコンに削除するファイルをドラッグ＆ドロップすればよい。なお、
「ごみ箱」に入れても完全に削除されるわけではなく、「ごみ箱」
フォルダーから復帰させて、そのファイルをもう一度利用すること
も可能だ。

　デスクトップやフォルダー内のファイルを別の場所に移動する
には、移動したいファイルを選択して「Shift」キーを押しながら、ド
ラッグ＆ドロップするだけでよい。また、右クリックしたままボタンを
離さずにドラッグ＆ドロップしてもファイルを移動可能。自分の使い
やすい操作で移動しよう。

　テクニック0080でも解説したとおり、「ごみ箱」にドラッグ＆ドロッ
プしただけでは完全には削除できず、「ごみ箱」フォルダー内にファ
イルは残っている。これらのファイルを完全に削除したいという場
合は、「ごみ箱」アイコンを右クリックして「ごみ箱を空にする」を選
択しよう。

ファイルを選択（複数選択可）したら、コピーしたい場所にドラッグ＆ドロップ
する。なお、同一HDD内の場合は、「Ctrl」キーを押しながらドロップしよう。

コピーや移動の場合と同じ要領で、デスクトップ上の「ごみ箱」アイコンに削
除するファイルをドラッグ＆ドロップする。

ファイルを選択（複数選択可）したら、「Shift」キーを押しながらドラッグ＆ド
ロップするか、マウスの右ボタンをクリックしたままドラッグ＆ドロップしよう。

「ごみ箱」アイコンを右クリックして表示されたメニューから「ごみ箱を空にす
る」をクリックして選択しよう。

0078 0080

0079 0081

PROPRO

PROPRO

HOMEHOME

HOMEHOME

ZIP／LZH形式以外の圧縮ファイル
を解凍するファイルをZIP形式で圧縮する

圧縮ファイル（ZIP／LZH形式）を
解凍する

ファイルやフォルダーを
ドキュメントフォルダーにコピーする

　残念ながらWindows 10の標準機能ではZIP形式とLZH形式
以外の圧縮ファイルを解凍することはできない。そのほかの形式
の圧縮ファイルを解凍するには別途、解凍ソフトを準備する必要
がある。フリーソフトも数多く存在しているので、インターネットから
ダウンロードして利用してみよう。

　メールに添付するなど、ファイルやフォルダーを圧縮したいとい
う場合も「送る」メニューが便利。「送る」→「圧縮（ZIP形式）フォ
ルダー」をクリックするだけで圧縮可能だ。

　Windows10はZIP圧縮だけでなく、ZIP形式やLZH形式の圧
縮ファイルを解凍することもできる。圧縮ファイルを右クリックして
「すべて展開」をクリックして解凍しよう。

　右クリックメニューを利用すれば、ファイルやフォルダーを簡単
に「ドキュメント」フォルダーへコピーできる。「ドキュメント」フォル
ダーへドラッグ＆ドロップするよりも手軽にコピー可能だ。

00850083

00840082

ドラッグ＆ドロップ

❷ここをクリック

❶右クリック

「Shift」キーを押しながら
ドラッグ＆ドロップ

圧縮したいファイルやフォ
ルダーを右クリックして、
表示されたメニューから
「送る」→「圧縮（ZIP形
式）フォルダー」をクリッ
ク。これだけで簡単にファ
イルやフォルダーを圧縮
可能だ。圧縮ファイルは同
じ場所に作成される。

無料で利用可能なフリーの圧
縮解凍ソフトの一例。「Lhaplus」
（http://www7a.biglobe.ne.jp/̃
schezo/）。このほかにもさまざまな
フリーの解凍ソフトがあるので試し
てみよう。

1「送る」を選択
コピーしたいファイルやフォルダーを右クリック。表示されたメニューの「送
る」をクリックしよう。

1「すべて展開」を選択
解凍したい圧縮ファイルやフォルダーを右クリック。表示されたメニューの
「すべて展開」をクリックしよう。

2「ドキュメント」をクリック
展開されたメニューから「ドキュメント」をクリックするだけで「ドキュメント」
フォルダーにコピー可能だ。

2解凍開始
解凍先を指定して、「解凍」をクリックすればファイルの解凍が始まる。

❶保存先を選択

❷ここをクリック

❸ここをクリック

ここをクリック

❷ここをクリック

❶右クリック

❶右クリック

❷ここをクリック

❷ここをクリック

❶右クリック

ドラッグ＆ドロップ
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ドラッグ&ドロップで
ファイルやフォルダーをコピーする

ドラッグ&ドロップで
ファイルやフォルダーを削除する

ドラッグ&ドロップで
ファイルやフォルダーを移動する

ごみ箱内のファイルやフォルダーを
削除する

　デスクトップやフォルダー内のファイルを別の場所にコピーする
には、コピーしたいファイルを選択してドラッグ＆ドロップするだけ
でOK。ただし、同一のハードディスク内にドロップする場合は、「移
動」になってしまうので、「Ctrl」キーを押しながらドロップしよう。

　ファイルを削除したいという場合は、デスクトップの「ごみ箱」ア
イコンに削除するファイルをドラッグ＆ドロップすればよい。なお、
「ごみ箱」に入れても完全に削除されるわけではなく、「ごみ箱」
フォルダーから復帰させて、そのファイルをもう一度利用すること
も可能だ。

　デスクトップやフォルダー内のファイルを別の場所に移動する
には、移動したいファイルを選択して「Shift」キーを押しながら、ド
ラッグ＆ドロップするだけでよい。また、右クリックしたままボタンを
離さずにドラッグ＆ドロップしてもファイルを移動可能。自分の使い
やすい操作で移動しよう。

　テクニック0080でも解説したとおり、「ごみ箱」にドラッグ＆ドロッ
プしただけでは完全には削除できず、「ごみ箱」フォルダー内にファ
イルは残っている。これらのファイルを完全に削除したいという場
合は、「ごみ箱」アイコンを右クリックして「ごみ箱を空にする」を選
択しよう。

ファイルを選択（複数選択可）したら、コピーしたい場所にドラッグ＆ドロップ
する。なお、同一HDD内の場合は、「Ctrl」キーを押しながらドロップしよう。

コピーや移動の場合と同じ要領で、デスクトップ上の「ごみ箱」アイコンに削
除するファイルをドラッグ＆ドロップする。

ファイルを選択（複数選択可）したら、「Shift」キーを押しながらドラッグ＆ド
ロップするか、マウスの右ボタンをクリックしたままドラッグ＆ドロップしよう。

「ごみ箱」アイコンを右クリックして表示されたメニューから「ごみ箱を空にす
る」をクリックして選択しよう。

0078 0080

0079 0081

PROPRO

PROPRO

HOMEHOME

HOMEHOME

ZIP／LZH形式以外の圧縮ファイル
を解凍するファイルをZIP形式で圧縮する

圧縮ファイル（ZIP／LZH形式）を
解凍する

ファイルやフォルダーを
ドキュメントフォルダーにコピーする

　残念ながらWindows 10の標準機能ではZIP形式とLZH形式
以外の圧縮ファイルを解凍することはできない。そのほかの形式
の圧縮ファイルを解凍するには別途、解凍ソフトを準備する必要
がある。フリーソフトも数多く存在しているので、インターネットから
ダウンロードして利用してみよう。

　メールに添付するなど、ファイルやフォルダーを圧縮したいとい
う場合も「送る」メニューが便利。「送る」→「圧縮（ZIP形式）フォ
ルダー」をクリックするだけで圧縮可能だ。

　Windows10はZIP圧縮だけでなく、ZIP形式やLZH形式の圧
縮ファイルを解凍することもできる。圧縮ファイルを右クリックして
「すべて展開」をクリックして解凍しよう。

　右クリックメニューを利用すれば、ファイルやフォルダーを簡単
に「ドキュメント」フォルダーへコピーできる。「ドキュメント」フォル
ダーへドラッグ＆ドロップするよりも手軽にコピー可能だ。

00850083

00840082

ドラッグ＆ドロップ

❷ここをクリック

❶右クリック

「Shift」キーを押しながら
ドラッグ＆ドロップ

圧縮したいファイルやフォ
ルダーを右クリックして、
表示されたメニューから
「送る」→「圧縮（ZIP形
式）フォルダー」をクリッ
ク。これだけで簡単にファ
イルやフォルダーを圧縮
可能だ。圧縮ファイルは同
じ場所に作成される。

無料で利用可能なフリーの圧
縮解凍ソフトの一例。「Lhaplus」
（http://www7a.biglobe.ne.jp/̃
schezo/）。このほかにもさまざまな
フリーの解凍ソフトがあるので試し
てみよう。

1「送る」を選択
コピーしたいファイルやフォルダーを右クリック。表示されたメニューの「送
る」をクリックしよう。

1「すべて展開」を選択
解凍したい圧縮ファイルやフォルダーを右クリック。表示されたメニューの
「すべて展開」をクリックしよう。

2「ドキュメント」をクリック
展開されたメニューから「ドキュメント」をクリックするだけで「ドキュメント」
フォルダーにコピー可能だ。

2解凍開始
解凍先を指定して、「解凍」をクリックすればファイルの解凍が始まる。

❶保存先を選択

❷ここをクリック

❸ここをクリック

ここをクリック

❷ここをクリック

❶右クリック

❶右クリック

❷ここをクリック

❷ここをクリック

❶右クリック

ドラッグ＆ドロップ
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ファイルを検索する

複数のキーワードで検索

　目的のファイルがどこにあるかわからない…、そんなときは、ウィ
ンドウの右上にある検索ボックスにファイル名などのキーワードを
入力しよう。そのフォルダー内のキーワードに合致するファイルを
検索できる。なお、パソコン全体から検索したいという場合は「コン
ピューター」フォルダーで検索すればよい。

　検索結果が多すぎて目的のファイルが見つけづらいという場
合は、キーワードを追加して複数のキーワードで検索するとよい。
キーワードとキーワードの間にスペースを入れて検索するだけで
OKだ。これで、入力した複数のキーワードに合致したファイルや
フォルダーだけを検索できる。

検索ボックスにキーワードを入力すると、キーワードに合致するファイルが一
覧表示される。目的のファイルやフォルダーをダブルクリックすれば、ファイ
ルやフォルダーを開くことが可能だ。

基本的には通常の検索と一緒。キーワードとキーワードの間にスペースを入
れて検索を実行すれば、複数のキーワードに合致したファイルやフォルダー
がリストアップされる。

0086

0087

PRO

PRO

HOME

HOME

検索を途中で中止する

検索に利用するインデックスを
確認する

　条件に合致するファイルが多い場合や検索範囲が広い場合、
検索に時間がかかることがある。そんなときは、いったん検索を中
止。条件を変更して検索したほうがよい。

　Windows10では、特定のフォルダーに「インデックス」を作成す
ることで、そのフォルダーを高速に検索できる。まずは、どのフォル
ダーにインデックスが作成されているか確認しよう。

0090

0091

PRO PROHOME HOME

フィルタで検索結果を絞り込む 検索条件を保存する

　目的のファイルやフォルダーの種類や更新日時がわかっている
場合は検索結果の絞り込みが便利だ。キーワードで検索後、指定
した条件に合ったものだけをリストアップできる。

　よく使う検索条件は保存しておくと便利だ。検索条件ファイルを
ダブルクリックするだけで、保存した検索条件でファイルやフォル
ダーの検索を行なうことができるようになる。

0088 0089

キーワードを入力

キーワードとキーワードの間に
スペースを入れて入力

検索ボックスの右の「×」アイコンをクリックすれば検索が中止される。また、
検索完了後は、ここをクリックして検索条件をリセットすることも可能だ。

1「インデックスのオプション」をクリック
「コントロールパネル」を開き、「大きいアイコン」、もしくは「小さいアイコン」
表示にする。項目のなかから「インデックスのオプション」をクリックしよう。

2対象フォルダーを確認
「インデックスのオプション」画面が開き、インデックスを作成する対象となっ
ているフォルダーが一覧表示されるので確認しておこう。

確認する

❷ここをクリック

ここをクリック

1検索を実行
通常の手順でキーワード検索を実行する。

キーワードを入力

3種類や更新日時などを設定
種類や更新日時などを指定すれば、指定した条件に合致したファイルやフォ
ルダーだけがリストアップされる。

絞り込み条件を選択

1検索を実行
通常の手順でキーワード検索を実行後、「検索」をクリックし、「検索条件を保
存」をクリックする。複数のキーワードや絞り込みをした条件でもOKだ。

検索を実行してここをクリック

3検索条件ファイルが作成される
手順2で指定した場所に検索条件ファイルが作成される。このファイルをダ
ブルクリックすれば、保存した検索条件で再び検索を行なえる。

ダブルクリック

2「検索」をクリック
条件を指定して検索結果を絞り込みたい場合は、「検索」をクリックする。

ここをクリック

2ファイル名と保存先を指定
検索条件ファイルのファイル名と保存先を指定し、「保存」をクリックする。

❷ファイル名を入力

❸ここをクリック

❶保存先を指定

❶ここをクリックして表示を変更
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ファイルを検索する

複数のキーワードで検索

　目的のファイルがどこにあるかわからない…、そんなときは、ウィ
ンドウの右上にある検索ボックスにファイル名などのキーワードを
入力しよう。そのフォルダー内のキーワードに合致するファイルを
検索できる。なお、パソコン全体から検索したいという場合は「コン
ピューター」フォルダーで検索すればよい。

　検索結果が多すぎて目的のファイルが見つけづらいという場
合は、キーワードを追加して複数のキーワードで検索するとよい。
キーワードとキーワードの間にスペースを入れて検索するだけで
OKだ。これで、入力した複数のキーワードに合致したファイルや
フォルダーだけを検索できる。

検索ボックスにキーワードを入力すると、キーワードに合致するファイルが一
覧表示される。目的のファイルやフォルダーをダブルクリックすれば、ファイ
ルやフォルダーを開くことが可能だ。

基本的には通常の検索と一緒。キーワードとキーワードの間にスペースを入
れて検索を実行すれば、複数のキーワードに合致したファイルやフォルダー
がリストアップされる。

0086

0087

PRO

PRO

HOME

HOME

検索を途中で中止する

検索に利用するインデックスを
確認する

　条件に合致するファイルが多い場合や検索範囲が広い場合、
検索に時間がかかることがある。そんなときは、いったん検索を中
止。条件を変更して検索したほうがよい。

　Windows10では、特定のフォルダーに「インデックス」を作成す
ることで、そのフォルダーを高速に検索できる。まずは、どのフォル
ダーにインデックスが作成されているか確認しよう。

0090

0091

PRO PROHOME HOME

フィルタで検索結果を絞り込む 検索条件を保存する

　目的のファイルやフォルダーの種類や更新日時がわかっている
場合は検索結果の絞り込みが便利だ。キーワードで検索後、指定
した条件に合ったものだけをリストアップできる。

　よく使う検索条件は保存しておくと便利だ。検索条件ファイルを
ダブルクリックするだけで、保存した検索条件でファイルやフォル
ダーの検索を行なうことができるようになる。

0088 0089

キーワードを入力

キーワードとキーワードの間に
スペースを入れて入力

検索ボックスの右の「×」アイコンをクリックすれば検索が中止される。また、
検索完了後は、ここをクリックして検索条件をリセットすることも可能だ。

1「インデックスのオプション」をクリック
「コントロールパネル」を開き、「大きいアイコン」、もしくは「小さいアイコン」
表示にする。項目のなかから「インデックスのオプション」をクリックしよう。

2対象フォルダーを確認
「インデックスのオプション」画面が開き、インデックスを作成する対象となっ
ているフォルダーが一覧表示されるので確認しておこう。

確認する

❷ここをクリック

ここをクリック

1検索を実行
通常の手順でキーワード検索を実行する。

キーワードを入力

3種類や更新日時などを設定
種類や更新日時などを指定すれば、指定した条件に合致したファイルやフォ
ルダーだけがリストアップされる。

絞り込み条件を選択

1検索を実行
通常の手順でキーワード検索を実行後、「検索」をクリックし、「検索条件を保
存」をクリックする。複数のキーワードや絞り込みをした条件でもOKだ。

検索を実行してここをクリック

3検索条件ファイルが作成される
手順2で指定した場所に検索条件ファイルが作成される。このファイルをダ
ブルクリックすれば、保存した検索条件で再び検索を行なえる。

ダブルクリック

2「検索」をクリック
条件を指定して検索結果を絞り込みたい場合は、「検索」をクリックする。

ここをクリック

2ファイル名と保存先を指定
検索条件ファイルのファイル名と保存先を指定し、「保存」をクリックする。

❷ファイル名を入力

❸ここをクリック

❶保存先を指定

❶ここをクリックして表示を変更
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インデックスの対象となる
フォルダーを追加する

　テクニック0091で確認したインデックス作成対象のフォルダー
は任意に追加することもできる。「インデックスのオプション」画面で
「変更」をクリックして設定しよう。

0092 PRO PRO PRO

PRO PRO PRO

HOME HOME HOME

HOME HOME HOME

プレビューペインでファイルの
中身を確認する

ファイルの詳細な情報を
エクスプローラー上で見る ファイルを直接メールで送信する

ファイルやフォルダーの
詳細な情報を見る ファイルを開かないで直接印刷する ファイルをCD／DVDに書き込む

　ファイル名ではファイルの中身がわからない場合などにいちい
ちファイルを開いて確認するのは面倒。そこで、活用したいのが
「プレビューペイン」だ。ファイルを選択するだけで、ウィンドウの
右側に、中身がプレビューされるようになるので、中身の確認のた
めに、ファイルを開く手間が省ける。

　複数のファイルの詳細情報を見比べたいという場合は、ファイ
ルの表示方法を変更するとよい。詳細情報を見比べたいファイル
のあるフォルダーを開き、エクスプローラーのウィンドウ右下にある
2つのボタンの左側のボタンをクリックすれば、ファイル名の右に
詳細情報が表示されるようになる。

　ファイルをメールで送信する場合も右クリックメニューが便利。ファ
イルを右クリックして、メニューから「送る」→「メール受信者」をクリッ
ク。ファイルが添付された状態でメールの新規作成画面が表示され
るので、通常どおり宛先や件名、本文などを入力して送信しよう。

　サイズや更新日時、作成日といったファイルやフォルダーの詳
細情報を確認したい場合は、ファイルを右クリック。表示されたメ
ニューから「プロパティ」を選択すれば、情報を確認可能だ。また、
この「プロパティ」画面ではファイルの属性や関連付けなどの設
定も行なえる。

　ファイルを印刷する際にいちいちファイルを開いて印刷するの
が面倒という場合は、右クリックメニューを活用しよう。ファイルを
右クリックして表示されたメニューから「印刷」をクリックすれば、印
刷設定画面が表示される。あとは通常の印刷と同じように用紙な
どを指定して印刷すればOKだ。

　ファイルをCDやDVDに書き込む際にも右クリックメニューが便
利。右クリックメニューの「送る」→「DVDRWドライブ」（本体のド
ライブによって表示が異なる）を選択するだけでOKだ。また、ここで
「リームバブルディスク」を選択すれば、USBメモリーやSDカード
などにファイルをコピーすることもできる。

画面上部の「表示」をクリックし、「プレビューウィンドウ」をクリック。これで
選択したファイルの中身が表示されるようになる。ただし、ファイルの種類に
よってはプレビューを表示できないものもあるので注意しよう。

エクスプローラーのウィンドウ右下にある「ウィンドウ内の各項目の情報を表
示します。」ボタンをクリックすれば、詳細情報を表示できる。

右クリックメニューから「送る」→「メール受信者」をクリックすれば、ファイルが
添付された新規メールが作成される。宛先や本文などを入力して送信しよう。

印刷するファイルを右クリックして、「印刷」をクリックする。印刷設定画面が
表示されたら通常どおり印刷をスタートしよう。

本体のドライブに空のディスクをセットし、右クリックメニューの「送る」から
「DVDRWドライブ」など、本体の光学ドライブをクリック。あとは書き込み
の設定をしてディスクに書き込めばOKだ。

0093 0095 0097

0094 0096 0098

1「インデックスのオプション」画面を表示
「コントロールパネル」から「インデックスのオプション」画面を表示したら、
「変更」ボタンをクリックする。

ファイルやフォルダー
を右クリックして「プ
ロパティ」をクリックす
ると、「プロパティ」画
面が表示され、詳細な
情報が確認できる。な
お、画面上部のタブで
表示する情報を切り替
えられる。

❶ここをクリック

❷ここをクリック

ここをクリック

ここをクリック

対象にするフォルダーにチェックを入れる

❸ここをクリック

3  
設定を適用する
インデックス作成の対
象にしたいフォルダー
すべてにチェックを入
れたら、「OK」をクリッ
クする。これで選択した
フォルダーがインデッ
クス作成の対象にな
り、高速に検索できるよ
うになる。

2  
対象フォルダーを 
設定
インデックス作成の対
象にしたいフォルダー
にチェックを入れる。
「＞」をクリックすると
サブフォルダーを表示
できる。

❶ここをクリック ❷ファイルの詳細情報が表示される

❷ここをクリック

❸プレビューが表示される

❶右クリック

❷ここをクリック

❶右クリック

❷ここをクリック

❶右クリック

❸ここをクリック

クリックして切り替える
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インデックスの対象となる
フォルダーを追加する

　テクニック0091で確認したインデックス作成対象のフォルダー
は任意に追加することもできる。「インデックスのオプション」画面で
「変更」をクリックして設定しよう。

0092 PRO PRO PRO

PRO PRO PRO

HOME HOME HOME

HOME HOME HOME

プレビューペインでファイルの
中身を確認する

ファイルの詳細な情報を
エクスプローラー上で見る ファイルを直接メールで送信する

ファイルやフォルダーの
詳細な情報を見る ファイルを開かないで直接印刷する ファイルをCD／DVDに書き込む

　ファイル名ではファイルの中身がわからない場合などにいちい
ちファイルを開いて確認するのは面倒。そこで、活用したいのが
「プレビューペイン」だ。ファイルを選択するだけで、ウィンドウの
右側に、中身がプレビューされるようになるので、中身の確認のた
めに、ファイルを開く手間が省ける。

　複数のファイルの詳細情報を見比べたいという場合は、ファイ
ルの表示方法を変更するとよい。詳細情報を見比べたいファイル
のあるフォルダーを開き、エクスプローラーのウィンドウ右下にある
2つのボタンの左側のボタンをクリックすれば、ファイル名の右に
詳細情報が表示されるようになる。

　ファイルをメールで送信する場合も右クリックメニューが便利。ファ
イルを右クリックして、メニューから「送る」→「メール受信者」をクリッ
ク。ファイルが添付された状態でメールの新規作成画面が表示され
るので、通常どおり宛先や件名、本文などを入力して送信しよう。

　サイズや更新日時、作成日といったファイルやフォルダーの詳
細情報を確認したい場合は、ファイルを右クリック。表示されたメ
ニューから「プロパティ」を選択すれば、情報を確認可能だ。また、
この「プロパティ」画面ではファイルの属性や関連付けなどの設
定も行なえる。

　ファイルを印刷する際にいちいちファイルを開いて印刷するの
が面倒という場合は、右クリックメニューを活用しよう。ファイルを
右クリックして表示されたメニューから「印刷」をクリックすれば、印
刷設定画面が表示される。あとは通常の印刷と同じように用紙な
どを指定して印刷すればOKだ。

　ファイルをCDやDVDに書き込む際にも右クリックメニューが便
利。右クリックメニューの「送る」→「DVDRWドライブ」（本体のド
ライブによって表示が異なる）を選択するだけでOKだ。また、ここで
「リームバブルディスク」を選択すれば、USBメモリーやSDカード
などにファイルをコピーすることもできる。

画面上部の「表示」をクリックし、「プレビューウィンドウ」をクリック。これで
選択したファイルの中身が表示されるようになる。ただし、ファイルの種類に
よってはプレビューを表示できないものもあるので注意しよう。

エクスプローラーのウィンドウ右下にある「ウィンドウ内の各項目の情報を表
示します。」ボタンをクリックすれば、詳細情報を表示できる。

右クリックメニューから「送る」→「メール受信者」をクリックすれば、ファイルが
添付された新規メールが作成される。宛先や本文などを入力して送信しよう。

印刷するファイルを右クリックして、「印刷」をクリックする。印刷設定画面が
表示されたら通常どおり印刷をスタートしよう。

本体のドライブに空のディスクをセットし、右クリックメニューの「送る」から
「DVDRWドライブ」など、本体の光学ドライブをクリック。あとは書き込み
の設定をしてディスクに書き込めばOKだ。

0093 0095 0097

0094 0096 0098

1「インデックスのオプション」画面を表示
「コントロールパネル」から「インデックスのオプション」画面を表示したら、
「変更」ボタンをクリックする。

ファイルやフォルダー
を右クリックして「プ
ロパティ」をクリックす
ると、「プロパティ」画
面が表示され、詳細な
情報が確認できる。な
お、画面上部のタブで
表示する情報を切り替
えられる。

❶ここをクリック

❷ここをクリック

ここをクリック

ここをクリック

対象にするフォルダーにチェックを入れる

❸ここをクリック

3  
設定を適用する
インデックス作成の対
象にしたいフォルダー
すべてにチェックを入
れたら、「OK」をクリッ
クする。これで選択した
フォルダーがインデッ
クス作成の対象にな
り、高速に検索できるよ
うになる。

2  
対象フォルダーを 
設定
インデックス作成の対
象にしたいフォルダー
にチェックを入れる。
「＞」をクリックすると
サブフォルダーを表示
できる。

❶ここをクリック ❷ファイルの詳細情報が表示される

❷ここをクリック

❸プレビューが表示される

❶右クリック

❷ここをクリック

❶右クリック

❷ここをクリック

❶右クリック

❸ここをクリック

クリックして切り替える
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ショートカット元を探すデスクトップにショートカットを
作成する

実行したときのウィンドウの
大きさを変更する

関連付けされたプログラムと
別のプログラムでファイルを開く

ショートカットのツールチップを
設定する

プログラムやフォルダーの
ショートカットを作成する 「プロパティ」でタグを追加する 関連付けされたプログラムを変更する

　ショートカットの元になっているプログラムやフォルダーの場所
がわからなくなってしまったということもあるだろう。そんな場合は、
「プロパティ」画面で確認しよう。「ショートカット」タブでショート
カット元を確認したり、その場所を開いたりすることができる。

　よく使うプログラムやフォルダーはデスクトップにショートカット
を作成しておくと便利。右クリックメニューの「送る」→「デスクトッ
プ（ショートカットを作成）」をクリックすれば、簡単に作成できるの
で、頻繁に使うフォルダーやプログラムはショートカットを作成して
おこう。

　ショートカットをダブルクリックしてフォルダーを開いたり、プログ
ラムを起動した際のウィンドウの大きさは、あらかじめ設定しておく
ことができる。「プロパティ」画面の「ショートカット」タブで「実行時
の大きさ」で大きさを選択すると、ショートカットから開いた際に常に
その大きさで開くことができるようになる。

　ファイルをダブルクリックして開くと、そのファイルの種類ごとに
関連付けされているプログラムが自動起動してファイルが開く。しか
し、場合によっては別のプログラムで開きたいときもあるだろう。そん
な場合は、ダブルクリックではなく、右クリックからファイルを開こう。

　ショートカットに「ツールチップ」を設定しておけば、マウスを合わ
せた際にコメントを表示することができる。ショートカット元のプログ
ラムやフォルダーの説明などを設定しておけば、ショートカットの管
理などに役立つだろう。

　テクニック0099では、デスクトップにショートカットを作成する方
法を紹介したが、デスクトップ以外にもショートカットを作成可能
だ。右クリックメニューから「ショートカットの作成」を選択すると、そ
のプログラムやフォルダーと同じ場所にショートカットが作成され
る。あとはショートカットを好きな場所に移動すればOKだ。

　「タグ」とは、ファイルに埋め込めるキーワードのようなもの。この
「タグ」をファイルに埋め込んでおけば、そのタグ情報を元にファ
イルを検索することができるので、ファイルの管理がしやすくなる。
たとえば、写真に「旅行」や「ペット」といったタグを付けておけば、
そのタグの付いた写真だけを検索できるので非常に便利だ。

　テクニック0105で紹介したのはそのときだけ別のプログラムで
開く方法だが、関連付けされたプログラム自体を変更することも可
能だ。右クリックメニューから「プログラムから開く」→「別のプログ
ラムを選択」をクリックし、次の画面で変更したいプログラムを選
択しよう。

ショートカットを右クリックして「プロパティ」画面を開き、「ショートカット」タブ
を表示する。ショートカット元の場所を確認する場合は、「リンク先」をチェック。
「ファイルの場所を開く」をクリックすればショートカット元を開くことができる。

ショートカットを作成するフォルダーやプログラムを右クリックして、「送る」
→「デスクトップ（ショートカットを作成）」をクリック。これでデスクトップに
ショートカットが作成されるはずだ。

ショートカットを右クリックして「プロパティ」画面を開き、「ショートカット」タ
ブを表示する。「実行時の大きさ」のプルダウンメニューで大きさを選択して
「OK」をクリックしよう。

右クリックメニューから「プログラムから開く」を選択。開きたいプログラムを
クリックすれば、指定したプログラムが起動してファイルを開くことができる。

ショートカットを右クリックして「プロパティ」画面を開き、「ショートカット」タ
ブを表示する。「コメント」欄にプログラムやフォルダーの概要など、表示した
いワードを入力して、「OK」をクリックすればよい。

右クリックメニューから「ショートカットの作成」をクリックすれば、その場所に
ショートカットが作成される。それを任意の場所に移動しよう。

右クリックメニューから「プログラムから開く」→「別のプログラムを選択」
をクリック。変更したいプログラムを選択し、「常にこのアプリを使って～」に
チェックを入れて、「OK」をクリックしよう。

01010099 0103 0105

01020100 0104 0106

❷ここをクリック

❶右クリック

❸プログラムを選択

❷ここをクリック

❸ここをクリック

❶プログラムを選択

ここをクリックしてショートカット元を開く

❷大きさを選択

❷ここをクリック

❶ここをクリック
❶ここをクリック

❸ここをクリック

❶ここをクリック

❸ここをクリック

❷コメントを入力

❷ここをチェック

❶右クリック

❸ここをクリック

❷チェックを入れる
タグを付けたいファイ
ルを右クリックして「プ
ロパティ」画面を開き、
「詳細」タブを表示。
「タグ」欄にタグを入力
すればよい。

❷タグを入力

❶ここをクリック

❶右クリック
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ショートカット元を探すデスクトップにショートカットを
作成する

実行したときのウィンドウの
大きさを変更する

関連付けされたプログラムと
別のプログラムでファイルを開く

ショートカットのツールチップを
設定する

プログラムやフォルダーの
ショートカットを作成する 「プロパティ」でタグを追加する 関連付けされたプログラムを変更する

　ショートカットの元になっているプログラムやフォルダーの場所
がわからなくなってしまったということもあるだろう。そんな場合は、
「プロパティ」画面で確認しよう。「ショートカット」タブでショート
カット元を確認したり、その場所を開いたりすることができる。

　よく使うプログラムやフォルダーはデスクトップにショートカット
を作成しておくと便利。右クリックメニューの「送る」→「デスクトッ
プ（ショートカットを作成）」をクリックすれば、簡単に作成できるの
で、頻繁に使うフォルダーやプログラムはショートカットを作成して
おこう。

　ショートカットをダブルクリックしてフォルダーを開いたり、プログ
ラムを起動した際のウィンドウの大きさは、あらかじめ設定しておく
ことができる。「プロパティ」画面の「ショートカット」タブで「実行時
の大きさ」で大きさを選択すると、ショートカットから開いた際に常に
その大きさで開くことができるようになる。

　ファイルをダブルクリックして開くと、そのファイルの種類ごとに
関連付けされているプログラムが自動起動してファイルが開く。しか
し、場合によっては別のプログラムで開きたいときもあるだろう。そん
な場合は、ダブルクリックではなく、右クリックからファイルを開こう。

　ショートカットに「ツールチップ」を設定しておけば、マウスを合わ
せた際にコメントを表示することができる。ショートカット元のプログ
ラムやフォルダーの説明などを設定しておけば、ショートカットの管
理などに役立つだろう。

　テクニック0099では、デスクトップにショートカットを作成する方
法を紹介したが、デスクトップ以外にもショートカットを作成可能
だ。右クリックメニューから「ショートカットの作成」を選択すると、そ
のプログラムやフォルダーと同じ場所にショートカットが作成され
る。あとはショートカットを好きな場所に移動すればOKだ。

　「タグ」とは、ファイルに埋め込めるキーワードのようなもの。この
「タグ」をファイルに埋め込んでおけば、そのタグ情報を元にファ
イルを検索することができるので、ファイルの管理がしやすくなる。
たとえば、写真に「旅行」や「ペット」といったタグを付けておけば、
そのタグの付いた写真だけを検索できるので非常に便利だ。

　テクニック0105で紹介したのはそのときだけ別のプログラムで
開く方法だが、関連付けされたプログラム自体を変更することも可
能だ。右クリックメニューから「プログラムから開く」→「別のプログ
ラムを選択」をクリックし、次の画面で変更したいプログラムを選
択しよう。

ショートカットを右クリックして「プロパティ」画面を開き、「ショートカット」タブ
を表示する。ショートカット元の場所を確認する場合は、「リンク先」をチェック。
「ファイルの場所を開く」をクリックすればショートカット元を開くことができる。

ショートカットを作成するフォルダーやプログラムを右クリックして、「送る」
→「デスクトップ（ショートカットを作成）」をクリック。これでデスクトップに
ショートカットが作成されるはずだ。

ショートカットを右クリックして「プロパティ」画面を開き、「ショートカット」タ
ブを表示する。「実行時の大きさ」のプルダウンメニューで大きさを選択して
「OK」をクリックしよう。

右クリックメニューから「プログラムから開く」を選択。開きたいプログラムを
クリックすれば、指定したプログラムが起動してファイルを開くことができる。

ショートカットを右クリックして「プロパティ」画面を開き、「ショートカット」タ
ブを表示する。「コメント」欄にプログラムやフォルダーの概要など、表示した
いワードを入力して、「OK」をクリックすればよい。

右クリックメニューから「ショートカットの作成」をクリックすれば、その場所に
ショートカットが作成される。それを任意の場所に移動しよう。

右クリックメニューから「プログラムから開く」→「別のプログラムを選択」
をクリック。変更したいプログラムを選択し、「常にこのアプリを使って～」に
チェックを入れて、「OK」をクリックしよう。

01010099 0103 0105

01020100 0104 0106

❷ここをクリック

❶右クリック

❸プログラムを選択

❷ここをクリック

❸ここをクリック

❶プログラムを選択

ここをクリックしてショートカット元を開く

❷大きさを選択

❷ここをクリック

❶ここをクリック
❶ここをクリック

❸ここをクリック

❶ここをクリック

❸ここをクリック

❷コメントを入力

❷ここをチェック

❶右クリック

❸ここをクリック

❷チェックを入れる
タグを付けたいファイ
ルを右クリックして「プ
ロパティ」画面を開き、
「詳細」タブを表示。
「タグ」欄にタグを入力
すればよい。

❷タグを入力

❶ここをクリック

❶右クリック
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ファイルを読み取り専用にする

ファイルやフォルダーを暗号化する

　ファイルの内容を他のユーザーに変更されたくないという場合
は、そのファイルを「読み取り専用」にしておけばよい。ファイルの
「プロパティ」画面から簡単に設定可能だ。

　ファイルやフォルダーを他のユーザーに見られたくないという場
合は「暗号化」が有効だ。暗号化しておけば、ほかのユーザーは開
いたり、コピーすることができなくなる。

0107

0108

PRO PROHOME HOME

ファイルやフォルダーに
アクセス権を設定する

管理者だけが起動できる
プログラムを作成する

　ファイルやフォルダーにユーザーごとに実行できる操作を制限
したい場合は、アクセス権を設定すればよい。「読み取り」や「書き
込み」など設定した操作だけを行なえるようになる。

　プログラムのショートカットはパソコンの管理者権限を持つユー
ザーだけが起動できるように設定することも可能。管理者以外に
起動させたくないプログラムに設定しておこう。

0109 0110 PRO

PRO

HOME

HOME

チェックボックスを使って
ファイルを選択

ファイルを以前の状態に戻す

　Windows10ではファイルやフォルダーにチェックボックスを表
示することもできる。チェックボックスにチェックを入れてファイルや
フォルダーを選択できるので便利だ。

　Windows10では、ファイルやフォルダーの内容を誤って変更し
てしまったときなどに、以前の状態に戻すことができる。ただし、Wi
ndows10の設定でファイル履歴を作成するように設定されていな
い場合は、この機能は利用できないので注意しよう。

「表示」メニューを表示して、「項目チェックボックス」にチェックを入れると、
ファイルやフォルダーにチェックを入れることで選択できるようになる。

以前の状態に戻したいファイルのあるフォルダーを開く。「履歴」をクリックし
て画面の指示にしたがって進めていけばファイルを以前の状態に戻すことが
できる。ただし、この機能を使うためにはファイル履歴の保存を有効にしてお
く必要があるので注意。

0111

0112

ここをクリック

ここをクリック

❶ユーザーを選択

読み取り専用にしたいファイルを右クリック
して「プロパティ」を選択。「プロパティ」画面で
「読み取り専用」にチェックを入れればファイ
ルが「読み取り専用」になる。チェックをはずせ
ば、元に戻すことも可能だ。

1  
「詳細設定」をクリック
暗号化したいファイルやフォル
ダーを右クリックして「プロパ
ティ」を選択。「プロパティ」画面
の「全般」タブで「詳細設定」をク
リックする。

2暗号化を実行する
「属性の詳細」画面で、「内容を暗号化して～」にチェックを入れて「OK」をク
リックすれば、暗号化される。

ここをクリック

チェックを入れる

1  
「セキュリティ」 
タブを開く
ファイルやフォルダーを右
クリックして「プロパティ」
を選択。「プロパティ」画面
で「セキュリティ」タブをク
リックする。

3  
動作ごとに許可 
／拒否を設定
アクセス権を設定し
たいユーザーを選択
し、「アクセス許可」
欄の各項目で「許可」、
「拒否」にチェックを
入れて設定すれば
よい。

2  
「編集」をクリック
「セキュリティ」タブに切り
替わったら、「編集」をクリッ
クして、アクセス許可画面
を開く。

❶チェックを入れる

❷チェックを入れる

❷ここをクリック

3「管理者として実行」にチェックを入れる
「詳細プロパティ」画面で「管理者として実行」にチェックを入れて「OK」をク
リックすれば、管理者権限を持つユーザー以外は起動できなくなる。

ここをクリック

❶チェックを入れる

ここをクリック

1  
「ショートカット」 
タブを開く
ショートカットを右クリッ
クして「プロパティ」を選
択。「プロパティ」画面で
「ショートカット」タブをク
リックする。

2  
「詳細設定」を 
クリック
「ショートカット」タブに切り
替わったら、「詳細設定」を
クリックする。

❷ここをクリック

ここをクリック

❶ここをクリック

❷チェックを入れる

❸チェックボックスに
チェックを入れて選択できる

❸ここをクリック

P046-064.indd   54-55 2015/08/28   11:44

k-moriyama@katch.ne.jp



055054

フ
ァ
イ
ル
や
フ
ォ
ル
ダ
ー
の
操
作

P a r t

02

PRO

PRO

HOME

HOME

ファイルを読み取り専用にする

ファイルやフォルダーを暗号化する

　ファイルの内容を他のユーザーに変更されたくないという場合
は、そのファイルを「読み取り専用」にしておけばよい。ファイルの
「プロパティ」画面から簡単に設定可能だ。

　ファイルやフォルダーを他のユーザーに見られたくないという場
合は「暗号化」が有効だ。暗号化しておけば、ほかのユーザーは開
いたり、コピーすることができなくなる。

0107

0108

PRO PROHOME HOME

ファイルやフォルダーに
アクセス権を設定する

管理者だけが起動できる
プログラムを作成する

　ファイルやフォルダーにユーザーごとに実行できる操作を制限
したい場合は、アクセス権を設定すればよい。「読み取り」や「書き
込み」など設定した操作だけを行なえるようになる。

　プログラムのショートカットはパソコンの管理者権限を持つユー
ザーだけが起動できるように設定することも可能。管理者以外に
起動させたくないプログラムに設定しておこう。

0109 0110 PRO

PRO

HOME

HOME

チェックボックスを使って
ファイルを選択

ファイルを以前の状態に戻す

　Windows10ではファイルやフォルダーにチェックボックスを表
示することもできる。チェックボックスにチェックを入れてファイルや
フォルダーを選択できるので便利だ。

　Windows10では、ファイルやフォルダーの内容を誤って変更し
てしまったときなどに、以前の状態に戻すことができる。ただし、Wi
ndows10の設定でファイル履歴を作成するように設定されていな
い場合は、この機能は利用できないので注意しよう。

「表示」メニューを表示して、「項目チェックボックス」にチェックを入れると、
ファイルやフォルダーにチェックを入れることで選択できるようになる。

以前の状態に戻したいファイルのあるフォルダーを開く。「履歴」をクリックし
て画面の指示にしたがって進めていけばファイルを以前の状態に戻すことが
できる。ただし、この機能を使うためにはファイル履歴の保存を有効にしてお
く必要があるので注意。

0111

0112

ここをクリック

ここをクリック

❶ユーザーを選択

読み取り専用にしたいファイルを右クリック
して「プロパティ」を選択。「プロパティ」画面で
「読み取り専用」にチェックを入れればファイ
ルが「読み取り専用」になる。チェックをはずせ
ば、元に戻すことも可能だ。

1  
「詳細設定」をクリック
暗号化したいファイルやフォル
ダーを右クリックして「プロパ
ティ」を選択。「プロパティ」画面
の「全般」タブで「詳細設定」をク
リックする。

2暗号化を実行する
「属性の詳細」画面で、「内容を暗号化して～」にチェックを入れて「OK」をク
リックすれば、暗号化される。

ここをクリック

チェックを入れる

1  
「セキュリティ」 
タブを開く
ファイルやフォルダーを右
クリックして「プロパティ」
を選択。「プロパティ」画面
で「セキュリティ」タブをク
リックする。

3  
動作ごとに許可 
／拒否を設定
アクセス権を設定し
たいユーザーを選択
し、「アクセス許可」
欄の各項目で「許可」、
「拒否」にチェックを
入れて設定すれば
よい。

2  
「編集」をクリック
「セキュリティ」タブに切り
替わったら、「編集」をクリッ
クして、アクセス許可画面
を開く。

❶チェックを入れる

❷チェックを入れる

❷ここをクリック

3「管理者として実行」にチェックを入れる
「詳細プロパティ」画面で「管理者として実行」にチェックを入れて「OK」をク
リックすれば、管理者権限を持つユーザー以外は起動できなくなる。

ここをクリック

❶チェックを入れる

ここをクリック

1  
「ショートカット」 
タブを開く
ショートカットを右クリッ
クして「プロパティ」を選
択。「プロパティ」画面で
「ショートカット」タブをク
リックする。

2  
「詳細設定」を 
クリック
「ショートカット」タブに切り
替わったら、「詳細設定」を
クリックする。

❷ここをクリック

ここをクリック

❶ここをクリック

❷チェックを入れる

❸チェックボックスに
チェックを入れて選択できる

❸ここをクリック
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ファイル名に連番を付けて整理する

　カテゴリやジャンルが同じファイルは、ファイル名を連番にして
おくとファイル管理がしやすい。右クリックメニューから自動で連番
にできるので変更しておくとよいだろう。

0113 PRO PRO PRO

PRO PRO PRO

HOME HOME HOME

HOME HOME HOME

右クリックでファイルや
フォルダーを削除する ごみ箱のファイル上限を変更する ごみ箱に入れたファイルや

フォルダーを元に戻す

ファイルやフォルダーを
完全に削除する

ファイル削除時のメッセージを
非表示にする ファイルに記録された個人情報を削除

　「ごみ箱」が隠れて見えないときは右クリックメニューの「削除」
をクリック。これで該当のファイルやフォルダーを「ごみ箱」に移動
することが可能だ。

　「ごみ箱」にも容量の上限が決まっており、上限以上のサイズ
のファイルは捨てられない。また、「ごみ箱」内のファイルの合計サ
イズが上限を超えると古いものから自動的に削除されていく。この
「ごみ箱」の上限は任意で変更可能なので、自分の使い勝手に
合わせて増減させておくと便利だ。

　ここまでにも解説したとおり、「ごみ箱」内のファイルやフォル
ダーは、ごみ箱を空にしない限り、再度利用することができる。ただ
し、「ごみ箱」内から直接開くことはできない。右クリックメニューから
「元に戻す」を選択して、削除前の場所に戻してから利用しよう。

　「ごみ箱」にドラッグ&ドロップする方法や右クリックの「削除」で
は、ファイルやフォルダーが「ごみ箱」に移動するだけ。「ごみ箱」に
移動せずに完全に削除したいという場合は、削除するファイルや
フォルダーを選択した状態で「Shift」+「Delete」キーを押せばよ
い。なお、ファイルやフォルダーを右クリックの「削除」だけで常に
完全に削除したいという場合は「ごみ箱」の設定を変更しよう。

　設定によってはファイルを削除する際に「ファイルの削除」とい
う確認のためのダイアログが表示されるが、このダイアログが煩
わしいと感じる人もいるだろう。そんな場合は、「ごみ箱のプロパ
ティ」画面でこのダイアログを非表示にしておくとよい。

　テキストやドキュメント、写真などのファイルには、ファイルの作
成者や所有者、撮影したカメラのモデルなど、さまざまな個人情報
が埋め込まれている。ファイルをメールなどで送信したり、Webな
どに公開したりする場合は、念のためこれらの個人情報を削除し
ておくとよいだろう。

ファイルやフォルダーを右クリックして「削除」をクリックすれば、ファイルや
フォルダーが「ごみ箱」に移動される。確認ダイアログが表示された場合は
「はい」をクリックしよう。

「ごみ箱」を右クリックして、メニューから「プロパティ」をクリック。「ごみ箱の
プロパティ」画面で「カスタムサイズ」にチェックを入れて、「最大サイズ」欄に
ごみ箱の容量の上限を数値で入力しよう。

「ごみ箱」アイコンをダブルクリックして「ごみ箱」フォルダーを開き、利用した
いファイルやフォルダーを右クリック。メニューから「元に戻す」をクリックす
れば、削除前の場所に戻る。

「ごみ箱のプロパティ」画面で「ごみ箱にファイルを移動しないで～」にチェッ
クを入れると、右クリックの「削除」だけで常に完全削除できる。

「ごみ箱」を右クリックして、メニューから「プロパティ」をクリック。「ごみ箱の
プロパティ」画面で「削除の確認メッセージを表示する」のチェックをはずし、
「OK」をクリックすれば、「ファイルの削除」ダイアログは表示されなくなる。

ファイルを右クリックして「プロパティ」画面を開き、「詳細」タブを表示して
「プロパティや個人情報を削除」をクリック。次の画面で「このファイルから
～」をクリックし、削除する項目を選択して「OK」をクリックする。

0114 0116 0118

0115 0117 0119

3連番に変更される
手順2で入力した名前のあとに（1）、（2）、（3）......といった具合で連番のファ
イル名に変更される。

1「名前の変更」を選択
連番にするファイルをすべて選択した状態でファイルを右クリック。メニュー
から「名前の変更」をクリックする。

❷ここをクリック

❶連番にするファイルをすべて選択して
右クリック

2名前を入力
いずれかのファイルが入力状態になるので、ファイル名を入力する。

ファイル名を入力

❶チェックを入れる

❷ここをクリック

❶右クリック

❷ここをクリック

❷ここをクリック

❸チェックを入れる

❹削除する項目を選択

❶サイズを入力

❷ここをクリック

❷ここをクリック

❶右クリック

❶ここをクリック

❺ここをクリック
❷ここをクリック

❶チェックをはずす
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ファイル名に連番を付けて整理する

　カテゴリやジャンルが同じファイルは、ファイル名を連番にして
おくとファイル管理がしやすい。右クリックメニューから自動で連番
にできるので変更しておくとよいだろう。

0113 PRO PRO PRO

PRO PRO PRO

HOME HOME HOME

HOME HOME HOME

右クリックでファイルや
フォルダーを削除する ごみ箱のファイル上限を変更する ごみ箱に入れたファイルや

フォルダーを元に戻す

ファイルやフォルダーを
完全に削除する

ファイル削除時のメッセージを
非表示にする ファイルに記録された個人情報を削除

　「ごみ箱」が隠れて見えないときは右クリックメニューの「削除」
をクリック。これで該当のファイルやフォルダーを「ごみ箱」に移動
することが可能だ。

　「ごみ箱」にも容量の上限が決まっており、上限以上のサイズ
のファイルは捨てられない。また、「ごみ箱」内のファイルの合計サ
イズが上限を超えると古いものから自動的に削除されていく。この
「ごみ箱」の上限は任意で変更可能なので、自分の使い勝手に
合わせて増減させておくと便利だ。

　ここまでにも解説したとおり、「ごみ箱」内のファイルやフォル
ダーは、ごみ箱を空にしない限り、再度利用することができる。ただ
し、「ごみ箱」内から直接開くことはできない。右クリックメニューから
「元に戻す」を選択して、削除前の場所に戻してから利用しよう。

　「ごみ箱」にドラッグ&ドロップする方法や右クリックの「削除」で
は、ファイルやフォルダーが「ごみ箱」に移動するだけ。「ごみ箱」に
移動せずに完全に削除したいという場合は、削除するファイルや
フォルダーを選択した状態で「Shift」+「Delete」キーを押せばよ
い。なお、ファイルやフォルダーを右クリックの「削除」だけで常に
完全に削除したいという場合は「ごみ箱」の設定を変更しよう。

　設定によってはファイルを削除する際に「ファイルの削除」とい
う確認のためのダイアログが表示されるが、このダイアログが煩
わしいと感じる人もいるだろう。そんな場合は、「ごみ箱のプロパ
ティ」画面でこのダイアログを非表示にしておくとよい。

　テキストやドキュメント、写真などのファイルには、ファイルの作
成者や所有者、撮影したカメラのモデルなど、さまざまな個人情報
が埋め込まれている。ファイルをメールなどで送信したり、Webな
どに公開したりする場合は、念のためこれらの個人情報を削除し
ておくとよいだろう。

ファイルやフォルダーを右クリックして「削除」をクリックすれば、ファイルや
フォルダーが「ごみ箱」に移動される。確認ダイアログが表示された場合は
「はい」をクリックしよう。

「ごみ箱」を右クリックして、メニューから「プロパティ」をクリック。「ごみ箱の
プロパティ」画面で「カスタムサイズ」にチェックを入れて、「最大サイズ」欄に
ごみ箱の容量の上限を数値で入力しよう。

「ごみ箱」アイコンをダブルクリックして「ごみ箱」フォルダーを開き、利用した
いファイルやフォルダーを右クリック。メニューから「元に戻す」をクリックす
れば、削除前の場所に戻る。

「ごみ箱のプロパティ」画面で「ごみ箱にファイルを移動しないで～」にチェッ
クを入れると、右クリックの「削除」だけで常に完全削除できる。

「ごみ箱」を右クリックして、メニューから「プロパティ」をクリック。「ごみ箱の
プロパティ」画面で「削除の確認メッセージを表示する」のチェックをはずし、
「OK」をクリックすれば、「ファイルの削除」ダイアログは表示されなくなる。

ファイルを右クリックして「プロパティ」画面を開き、「詳細」タブを表示して
「プロパティや個人情報を削除」をクリック。次の画面で「このファイルから
～」をクリックし、削除する項目を選択して「OK」をクリックする。

0114 0116 0118

0115 0117 0119

3連番に変更される
手順2で入力した名前のあとに（1）、（2）、（3）......といった具合で連番のファ
イル名に変更される。

1「名前の変更」を選択
連番にするファイルをすべて選択した状態でファイルを右クリック。メニュー
から「名前の変更」をクリックする。

❷ここをクリック

❶連番にするファイルをすべて選択して
右クリック

2名前を入力
いずれかのファイルが入力状態になるので、ファイル名を入力する。

ファイル名を入力

❶チェックを入れる

❷ここをクリック

❶右クリック

❷ここをクリック

❷ここをクリック

❸チェックを入れる

❹削除する項目を選択

❶サイズを入力

❷ここをクリック

❷ここをクリック

❶右クリック

❶ここをクリック

❺ここをクリック
❷ここをクリック

❶チェックをはずす
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新しいフォルダーを作成する

　新規フォルダーを作成するには「ホーム」のリボンから「新しい
フォルダー」をクリックする。また、右クリックメニューから「新規作
成」→「フォルダー」を選択しても作成可能だ。

0120 PRO PRO

PRO PRO

HOME HOME

HOME HOME

ファイルやフォルダーの
名前を変更する

フォルダー内のファイルや
フォルダーの表示スタイルを変更する

「スタート」メニューにフォルダーの
ショートカットを追加する リボンを最小化する

　ファイルやフォルダーは自分の好きな名前に変更することができ
る。ただし、「/」や「？」、「<」などの記号の使用はNG。基本的には
「-」、「_」以外の記号は使わないほうがよいだろう。

　フォルダー内のファイルやフォルダーの表示スタイルは複数の
あり、用途や好みに合わせて自由に変更できる。表示スタイルを
変更したいという場合は、「表示」メニューのリボン、もしくは右ク
リックメニューの「表示」からスタイルを選択すればよい。

　頻繁に使うファルダーは「スタート」メニューにショートカットをお
いておくと便利。右クリックメニューで「スタート画面にピン留めす
る」をクリックするだけで簡単に登録可能だ。

　リボンを展開した状態だと各メニューの項目が常に表示されて
いるせいで、表示範囲が狭くてリボンが邪魔だという場合もあるだ
ろう。そんな場合は、メニュータブの右にある「

＜

」をクリック。これで
リボンが最小化され、タブを選択したときだけリボンが展開するよう
になる。

「表示」をクリックして、展開されたリボンから表示スタイルを選択する。エク
スプローラーのなにもない部分を右クリックして「表示」からスタイルを選択
してもOKだ。

フォルダーを右クリックして「スタート画面にピン留めする」をクリックすれ
ば、スタート画面にショートカットを登録できる。 リボンを最小化したい場合はメニュータブの右端にある「

＜

」をクリックする。

0121 0123

0122 0124

PRO

PRO

HOME

HOME

エクスプローラーの
レイアウトを変更する

リボンの最小化を止める

　エクスプローラーのレイアウトはメニューの「表示」メニューのリ
ボンから簡単に変更できる。「ナビゲーションウィンドウ」や「詳細
ウィンドウ」など、自分の好みで表示/非表示を切り替えよう。

　常にリボンを展開しておきたいという場合は、リボンの最小化を
解除すればよい。リボンを展開していない状態では「 ＜」を、展開し
た状態ではピン型のアイコンをクリックしよう。

「表示」タブをクリックしてリボンを展開。「ナビゲーションウィンドウ」をクリッ
クし、「ナビゲーションウィンドウ」にチェックを入れると表示、チェックをはず
すと非表示になる。「プレビューウィンドウ」と「詳細ウィンドウ」はクリックで
表示/非表示を切り替えられるが、両方を同時に表示することはできない。

0126

0125

1
「名前の変更」を 
クリック
ファイルやフォルダーを
右クリックして「名前の
変更」をクリックする。

2
名前を入力
名前が入力できる状態
になるので、入力すれば
よい。名前を入力してか
ら「Enter」キーを押せ
ばOKだ。

2フォルダー名を入力
新しいフォルダーが作成される。名前を入力できる状態になっているので、
フォルダー名を入力して「Enter」キーを押せばよい。

フォルダー名を入力

1右クリックメニューから作成する
デスクトップのほかのファイルやフォルダーのアイコンのない場所を右クリッ
クして、メニューから「新規作成」→「フォルダー」をクリック。

❷ここをクリック

❶右クリック

❸ここをクリック

❷ここをクリック

❶右クリック

❷ここをクリック

❶右クリック

1リボンが展開していない場合
メニュータブの右端にある「 ＜」をクリックする。

2タブを選択して、リボンが展開している場合
メニュータブの右端にあるピン型のアイコンをクリックする。

ここをクリック

❶ここをクリック

ここをクリック

ここをクリック

❷表示スタイルを選択

❶ここをクリック

❷表示／非表示を切り替える

フォルダー名を入力

   「ホーム」から作成することも可能
「ホーム」をクリックして、開いたリボンから「新しいフォルダー」をクリック
すると、名前を入力できる状態で新しいフォルダーが作成される。手順2の
操作でフォルダー名を入力しよう。

❷ここをクリック

❶ここをクリック
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新しいフォルダーを作成する

　新規フォルダーを作成するには「ホーム」のリボンから「新しい
フォルダー」をクリックする。また、右クリックメニューから「新規作
成」→「フォルダー」を選択しても作成可能だ。

0120 PRO PRO

PRO PRO

HOME HOME

HOME HOME

ファイルやフォルダーの
名前を変更する

フォルダー内のファイルや
フォルダーの表示スタイルを変更する

「スタート」メニューにフォルダーの
ショートカットを追加する リボンを最小化する

　ファイルやフォルダーは自分の好きな名前に変更することができ
る。ただし、「/」や「？」、「<」などの記号の使用はNG。基本的には
「-」、「_」以外の記号は使わないほうがよいだろう。

　フォルダー内のファイルやフォルダーの表示スタイルは複数の
あり、用途や好みに合わせて自由に変更できる。表示スタイルを
変更したいという場合は、「表示」メニューのリボン、もしくは右ク
リックメニューの「表示」からスタイルを選択すればよい。

　頻繁に使うファルダーは「スタート」メニューにショートカットをお
いておくと便利。右クリックメニューで「スタート画面にピン留めす
る」をクリックするだけで簡単に登録可能だ。

　リボンを展開した状態だと各メニューの項目が常に表示されて
いるせいで、表示範囲が狭くてリボンが邪魔だという場合もあるだ
ろう。そんな場合は、メニュータブの右にある「

＜

」をクリック。これで
リボンが最小化され、タブを選択したときだけリボンが展開するよう
になる。

「表示」をクリックして、展開されたリボンから表示スタイルを選択する。エク
スプローラーのなにもない部分を右クリックして「表示」からスタイルを選択
してもOKだ。

フォルダーを右クリックして「スタート画面にピン留めする」をクリックすれ
ば、スタート画面にショートカットを登録できる。 リボンを最小化したい場合はメニュータブの右端にある「

＜

」をクリックする。

0121 0123

0122 0124

PRO

PRO

HOME

HOME

エクスプローラーの
レイアウトを変更する

リボンの最小化を止める

　エクスプローラーのレイアウトはメニューの「表示」メニューのリ
ボンから簡単に変更できる。「ナビゲーションウィンドウ」や「詳細
ウィンドウ」など、自分の好みで表示/非表示を切り替えよう。

　常にリボンを展開しておきたいという場合は、リボンの最小化を
解除すればよい。リボンを展開していない状態では「 ＜」を、展開し
た状態ではピン型のアイコンをクリックしよう。

「表示」タブをクリックしてリボンを展開。「ナビゲーションウィンドウ」をクリッ
クし、「ナビゲーションウィンドウ」にチェックを入れると表示、チェックをはず
すと非表示になる。「プレビューウィンドウ」と「詳細ウィンドウ」はクリックで
表示/非表示を切り替えられるが、両方を同時に表示することはできない。

0126

0125

1
「名前の変更」を 
クリック
ファイルやフォルダーを
右クリックして「名前の
変更」をクリックする。

2
名前を入力
名前が入力できる状態
になるので、入力すれば
よい。名前を入力してか
ら「Enter」キーを押せ
ばOKだ。

2フォルダー名を入力
新しいフォルダーが作成される。名前を入力できる状態になっているので、
フォルダー名を入力して「Enter」キーを押せばよい。

フォルダー名を入力

1右クリックメニューから作成する
デスクトップのほかのファイルやフォルダーのアイコンのない場所を右クリッ
クして、メニューから「新規作成」→「フォルダー」をクリック。

❷ここをクリック

❶右クリック

❸ここをクリック

❷ここをクリック

❶右クリック

❷ここをクリック

❶右クリック

1リボンが展開していない場合
メニュータブの右端にある「 ＜」をクリックする。

2タブを選択して、リボンが展開している場合
メニュータブの右端にあるピン型のアイコンをクリックする。

ここをクリック

❶ここをクリック

ここをクリック

ここをクリック

❷表示スタイルを選択

❶ここをクリック

❷表示／非表示を切り替える

フォルダー名を入力

   「ホーム」から作成することも可能
「ホーム」をクリックして、開いたリボンから「新しいフォルダー」をクリック
すると、名前を入力できる状態で新しいフォルダーが作成される。手順2の
操作でフォルダー名を入力しよう。

❷ここをクリック

❶ここをクリック
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フォルダー内のファイルや
フォルダーを並べ替える 並べ替えの条件を追加する

　フォルダー内のファイルやフォルダーは条件を指定して並べ替え
ることができる。ファイルやフォルダーの検索や整理に役立てよう。

　並べ替えの条件は追加することも可能だ。「並べ替え」→「列の
選択」をクリックして、「詳細表示の設定」画面で利用したい並べ
替えの条件にチェックを入れておこう。

0129 0130PRO PRO

PRO PRO

HOME HOME

HOME HOME

フォルダーの階層を開く 並べ替えの条件を非表示にする

フォルダー内のアイコンの
表示サイズを変更する

並び替えの条件の表示順を
入れ替える

　ナビゲーションウィンドウを利用すれば深い階層にあるフォル
ダーも簡単に表示できる。フォルダー名の左にある「＞」をクリック
すると、ひとつ下の階層のフォルダーが表示され、これを繰り返す
ことで徐々に下の階層に進める。目的のフォルダーをクリックすれ
ばファルダ内を表示できる。

　さまざまな並び替えの条件を追加していくと、項目が増えすぎ
て見づらくなってしまうこともある。そんな場合は、不要な項目を非
表示にしておくとよい。「詳細表示の設定」画面で不要な条件の
チェックをはずして、「並べ替え」の項目を見やすくしておこう。

　フォルダー内のファイルを表示させた際にアイコンのサイズが大
きすぎたり、小さすぎたりして見づらいという場合は、アイコンの表
示サイズを変更すればよい。テクニック0123で紹介した表示スタ
イルの変更方法で「特大アイコン」～「小アイコン」のなかから自
分が見やすいサイズを選択しよう。

　「並べ替え」をクリックして表示される並び替えの条件の表示
順は自由に入れ替えることもできる。メニューのリボンから「並べ
替え」→「列の選択」をクリックして、「詳細表示の設定」画面を
開き、順番を入れ替えたい項目を選択。「上へ」「下へ」ボタンをク
リックして表示したい順番に入れ替えよう。

フォルダー名の左にある「

^

」をクリックすると、ひとつ下の階層のフォル
ダーが表示できる。フォルダーをクリックすればそのフォルダーの中身を表
示することが可能だ。

「詳細表示の設定」画面で不要な条件のチェックをはずして「OK」をクリック
すると、その項目が表示されなくなる。

「表示」メニューのリボン、もしくは右クリックメニューの「表示」から、好きな
アイコンサイズを選択する。

「詳細表示の設定」画面で項目をクリックして選択。「上へ」「下へ」ボタンをク
リックして、表示したい順番に入れ替えよう。

0127 0131

0128 0132

❶ここをクリック

「

^

」をクリック

❷サイズを選択

2並び順を選択
並び替えの条件が表示されるので、目的の並び順をクリックすれば、指定し
た条件で並び替えられる。「昇順」「降順」を切り替えることも可能だ。

条件を選択

1「並べ替え」をクリック
「表示」メニューのリボンを開き、「並べ替え」をクリックする。

❷ここをクリック

❶ここをクリック

3右クリックメニューでも変更可能
エクスプローラーのなにもない部分を右クリックして「並べ替え」から条件を
選択してもファイルやフォルダーを並べ替えられる。もちろん「昇順」「降順」
の変更も可能だ。

❷ここをクリック

❶右クリック

❸条件を選択

2
利用する並び 
替え条件に 
チェックを入れる
「詳細表示の設定」画面
で「並べ替え」に追加し
たい項目にチェックを入
れて「OK」をクリックす
る。

1「列の選択」をクリック
「表示」メニューのリボンを開き、「並べ替え」→「列の選択」をクリックする。

3並び替えの条件が追加される
手順2で選択した並び順が「並べ替え」の項目に追加される。

❷ここをクリック

❶チェックを入れる

チェックをはずす

❶クリックして選択

❷クリックして調整する

❶ここをクリック

❷ここをクリック
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フォルダー内のファイルや
フォルダーを並べ替える 並べ替えの条件を追加する

　フォルダー内のファイルやフォルダーは条件を指定して並べ替え
ることができる。ファイルやフォルダーの検索や整理に役立てよう。

　並べ替えの条件は追加することも可能だ。「並べ替え」→「列の
選択」をクリックして、「詳細表示の設定」画面で利用したい並べ
替えの条件にチェックを入れておこう。

0129 0130PRO PRO

PRO PRO

HOME HOME

HOME HOME

フォルダーの階層を開く 並べ替えの条件を非表示にする

フォルダー内のアイコンの
表示サイズを変更する

並び替えの条件の表示順を
入れ替える

　ナビゲーションウィンドウを利用すれば深い階層にあるフォル
ダーも簡単に表示できる。フォルダー名の左にある「＞」をクリック
すると、ひとつ下の階層のフォルダーが表示され、これを繰り返す
ことで徐々に下の階層に進める。目的のフォルダーをクリックすれ
ばファルダ内を表示できる。

　さまざまな並び替えの条件を追加していくと、項目が増えすぎ
て見づらくなってしまうこともある。そんな場合は、不要な項目を非
表示にしておくとよい。「詳細表示の設定」画面で不要な条件の
チェックをはずして、「並べ替え」の項目を見やすくしておこう。

　フォルダー内のファイルを表示させた際にアイコンのサイズが大
きすぎたり、小さすぎたりして見づらいという場合は、アイコンの表
示サイズを変更すればよい。テクニック0123で紹介した表示スタ
イルの変更方法で「特大アイコン」～「小アイコン」のなかから自
分が見やすいサイズを選択しよう。

　「並べ替え」をクリックして表示される並び替えの条件の表示
順は自由に入れ替えることもできる。メニューのリボンから「並べ
替え」→「列の選択」をクリックして、「詳細表示の設定」画面を
開き、順番を入れ替えたい項目を選択。「上へ」「下へ」ボタンをク
リックして表示したい順番に入れ替えよう。

フォルダー名の左にある「

^

」をクリックすると、ひとつ下の階層のフォル
ダーが表示できる。フォルダーをクリックすればそのフォルダーの中身を表
示することが可能だ。

「詳細表示の設定」画面で不要な条件のチェックをはずして「OK」をクリック
すると、その項目が表示されなくなる。

「表示」メニューのリボン、もしくは右クリックメニューの「表示」から、好きな
アイコンサイズを選択する。

「詳細表示の設定」画面で項目をクリックして選択。「上へ」「下へ」ボタンをク
リックして、表示したい順番に入れ替えよう。

0127 0131

0128 0132

❶ここをクリック

「

^

」をクリック

❷サイズを選択

2並び順を選択
並び替えの条件が表示されるので、目的の並び順をクリックすれば、指定し
た条件で並び替えられる。「昇順」「降順」を切り替えることも可能だ。

条件を選択

1「並べ替え」をクリック
「表示」メニューのリボンを開き、「並べ替え」をクリックする。

❷ここをクリック

❶ここをクリック

3右クリックメニューでも変更可能
エクスプローラーのなにもない部分を右クリックして「並べ替え」から条件を
選択してもファイルやフォルダーを並べ替えられる。もちろん「昇順」「降順」
の変更も可能だ。

❷ここをクリック

❶右クリック

❸条件を選択

2
利用する並び 
替え条件に 
チェックを入れる
「詳細表示の設定」画面
で「並べ替え」に追加し
たい項目にチェックを入
れて「OK」をクリックす
る。

1「列の選択」をクリック
「表示」メニューのリボンを開き、「並べ替え」→「列の選択」をクリックする。

3並び替えの条件が追加される
手順2で選択した並び順が「並べ替え」の項目に追加される。

❷ここをクリック

❶チェックを入れる

チェックをはずす

❶クリックして選択

❷クリックして調整する

❶ここをクリック

❷ここをクリック
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ファイルやフォルダーを特定の
ユーザーと共有する

フォルダーの開き方や
クリックの方法を変更する

　ファイルやフォルダーはネットワーク上の特定のユーザーと共有
することができる。もちろん、アクセス許可のレベルを設定すること
も可能だ。

　通常はファイルやフォルダーを開くときにはダブルクリックをする
が、シングルクリックで開くようにすることもできる。ダブルクリック
が面倒な場合には設定しよう。

0135 0138PRO PRO

PRO PRO

HOME HOME

HOME HOME

ファイルやフォルダーを
グループ化して表示する 拡張子を表示させる設定に変更する

グループ化を止める すべてのファイルとフォルダーを
表示させる

　フォルダー内のファイルやフォルダーは「名前」や「種類」などで
グループ分けして表示することもできる。「表示」メニューのリボン
の「グループ化」から目的の条件を選択すると、その条件に合わ
せてグループ分けされる。また、「昇順」「降順」をクリックすればグ
ループの並び順を変更することも可能だ。

　ファイル名末尾に表示される「.jpg」や「.txt」などのアルファベッ
トのことを拡張子と呼び、ファイルを保存している形式のことを指
す。拡張子を表示することによって、ファイルを開かずにどの拡張
子で保存されているかを確認することができる。

　グループ化を止めて通常の表示形式に戻したいという場合
は、「表示」メニューのリボンの「グループ化」をクリックして、「（な
し）」をクリックする。これで、グループ化表示が解除されて、通常ど
おりファイルやフォルダーが表示されるようになる。

　通常はシステム関連の重要なファイルや見られたくないファイ
ルは隠れた状態になっているが、これらのファイルにアクセスした
いときは表示させる必要がある。「コントロールパネル」を開いて、
「すべてのファイルとフォルダーを表示」をクリックする。

「表示」メニューのリボンの「グループ化」をクリックし、目的の条件をクリッ
クしよう。なお、グループ分けの条件は「並べ替え」と共通なので、テクニック
0132の操作で項目を追加できる。

「コントロールパネル」→「デスクトップのカスタマイズ」→「エクスプロラーの
オプション」→「表示」タブ→「登録されている拡張子は表示しない」のチェック
をはずして「OK」をクリックすると、ファイル名に拡張子が表示される。

「表示」メニューのリボンの「グループ化」をクリックし、「（なし）」をクリックす
ると、グループ分けが解除される。

テクニック0136と同じ画面で「詳細設定」の中にある「隠しファイル、隠し
フォルダー、および隠しドライブを表示する」にチェックを入れる。「OK」をク
リックするとすべてのファイルやフォルダーが表示される。

0133 0136

0134 0137

❷並び順を選択

2共有するユーザーを指定
プルダウンメニューから共有したいユーザーを選択して「追加」をクリック。
ユーザーが追加されたらクリックしてアクセス許可のレベルを指定する。

❷ここをクリック❶ユーザーを選択

1「特定のユーザー」をクリック
ファイルやフォルダーを選択した状態で、「共有」タブから「特定のユーザー」
をクリックする。

❶ここをクリック

❷ここをクリック

❶チェックをはずす

1設定画面
「コントロールパネル」→「デスクトップのカスタマイズ」→「シングルクリック
またはダブルクリックの設定」をクリックする。

ここをクリック

3変更完了
フォルダーにマウスカーソルを重ねるだけで選択している状態になり、ワンク
リックすることでファイルを開くことができる。

ワンクリックで開ける

❷ここをクリック

❶チェックを入れる

❷ここをクリック

2設定を変更
「クリック方法」欄にある「ポイントを選択し、シングルクリックで開く」にチェッ
クを入れて「OK」をクリックする。

❶チェックを入れる

❷ここをクリック

❶ここをクリック

❶ここをクリック

❷ここをクリック

3「共有」をクリック
追加したユーザーのアクセス許可のレベルを設定し、最後に「共有」をクリッ
クすれば、ファイルやフォルダーが共有される。

❶ここをクリック

❷アクセス許可のレベルを設定

❸ここをクリック

P046-064.indd   62-63 2015/08/28   11:44

k-moriyama@katch.ne.jp



063062

フ
ァ
イ
ル
や
フ
ォ
ル
ダ
ー
の
操
作

P a r t

02

PRO PROHOME HOME

ファイルやフォルダーを特定の
ユーザーと共有する

フォルダーの開き方や
クリックの方法を変更する

　ファイルやフォルダーはネットワーク上の特定のユーザーと共有
することができる。もちろん、アクセス許可のレベルを設定すること
も可能だ。

　通常はファイルやフォルダーを開くときにはダブルクリックをする
が、シングルクリックで開くようにすることもできる。ダブルクリック
が面倒な場合には設定しよう。

0135 0138PRO PRO

PRO PRO

HOME HOME

HOME HOME

ファイルやフォルダーを
グループ化して表示する 拡張子を表示させる設定に変更する

グループ化を止める すべてのファイルとフォルダーを
表示させる

　フォルダー内のファイルやフォルダーは「名前」や「種類」などで
グループ分けして表示することもできる。「表示」メニューのリボン
の「グループ化」から目的の条件を選択すると、その条件に合わ
せてグループ分けされる。また、「昇順」「降順」をクリックすればグ
ループの並び順を変更することも可能だ。

　ファイル名末尾に表示される「.jpg」や「.txt」などのアルファベッ
トのことを拡張子と呼び、ファイルを保存している形式のことを指
す。拡張子を表示することによって、ファイルを開かずにどの拡張
子で保存されているかを確認することができる。

　グループ化を止めて通常の表示形式に戻したいという場合
は、「表示」メニューのリボンの「グループ化」をクリックして、「（な
し）」をクリックする。これで、グループ化表示が解除されて、通常ど
おりファイルやフォルダーが表示されるようになる。

　通常はシステム関連の重要なファイルや見られたくないファイ
ルは隠れた状態になっているが、これらのファイルにアクセスした
いときは表示させる必要がある。「コントロールパネル」を開いて、
「すべてのファイルとフォルダーを表示」をクリックする。

「表示」メニューのリボンの「グループ化」をクリックし、目的の条件をクリッ
クしよう。なお、グループ分けの条件は「並べ替え」と共通なので、テクニック
0132の操作で項目を追加できる。

「コントロールパネル」→「デスクトップのカスタマイズ」→「エクスプロラーの
オプション」→「表示」タブ→「登録されている拡張子は表示しない」のチェック
をはずして「OK」をクリックすると、ファイル名に拡張子が表示される。

「表示」メニューのリボンの「グループ化」をクリックし、「（なし）」をクリックす
ると、グループ分けが解除される。

テクニック0136と同じ画面で「詳細設定」の中にある「隠しファイル、隠し
フォルダー、および隠しドライブを表示する」にチェックを入れる。「OK」をク
リックするとすべてのファイルやフォルダーが表示される。

0133 0136

0134 0137

❷並び順を選択

2共有するユーザーを指定
プルダウンメニューから共有したいユーザーを選択して「追加」をクリック。
ユーザーが追加されたらクリックしてアクセス許可のレベルを指定する。

❷ここをクリック❶ユーザーを選択

1「特定のユーザー」をクリック
ファイルやフォルダーを選択した状態で、「共有」タブから「特定のユーザー」
をクリックする。

❶ここをクリック

❷ここをクリック

❶チェックをはずす

1設定画面
「コントロールパネル」→「デスクトップのカスタマイズ」→「シングルクリック
またはダブルクリックの設定」をクリックする。

ここをクリック

3変更完了
フォルダーにマウスカーソルを重ねるだけで選択している状態になり、ワンク
リックすることでファイルを開くことができる。

ワンクリックで開ける

❷ここをクリック

❶チェックを入れる

❷ここをクリック

2設定を変更
「クリック方法」欄にある「ポイントを選択し、シングルクリックで開く」にチェッ
クを入れて「OK」をクリックする。

❶チェックを入れる

❷ここをクリック

❶ここをクリック

❶ここをクリック

❷ここをクリック

3「共有」をクリック
追加したユーザーのアクセス許可のレベルを設定し、最後に「共有」をクリッ
クすれば、ファイルやフォルダーが共有される。

❶ここをクリック

❷アクセス許可のレベルを設定

❸ここをクリック
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フォルダーアイコンを変更する

　フォルダーのアイコンを任意でカスタマイズすることができる。
フォルダーをわかりやすく目立たせたい場合にカスタマイズすれ
ば、探す手間も省けて便利だ。

0141PRO

PRO

HOME

HOME

開きたいフォルダーへすばやく移動する

「クイックアクセス」に
フォルダーを追加する

　フォルダーへアクセスする方法はいくつかあるが、アドレスバー
を利用すれば深い階層まで簡単にアクセスすることができる。アド
レスバーに表示されているフォルダー名の横にある「＞」をクリック
すると、フォルダー内が一覧表示される。

　アクセスすることの多いフォルダーを任意で「クイックアクセス」
に追加することができる。追加すると、ナビゲーション画面のお気
に入りにフォルダーが表示される。次回からはフォルダーを探す手
間なく、スムーズにアクセスすることができて便利だ。

フォルダー名の右にある「

^

」をクリックして、表示されるファイルをクリック
することで簡単にアクセスすることができる。 また、アドレスバーの右横にあ
る「

^

」をクリックすれば履歴を確認することもできる。

追加したいフォルダーを開いている状態で「クイックアクセス」を右クリック
する。「現在のフォルダーをクイックアクセスにピン留め」をクリックすると
フォルダーをナビゲーション画面のクイックアクセスに追加できる。

0139

0140

❷ここをクリック

ここをクリック

❶右クリック

3変更完了
フォルダーのアイコン変更が完了。ほかのフォルダーよりも目立たせたい場
合には有効だ。

1設定画面
アイコンを変更したいフォルダーを右クリックして、「プロパティ」をクリック
する。「カスタマイズ」タブを選択して、「アイコンの変更」をクリックする。

❷ここをクリック

❶ここをクリック

2アイコンを選択
一覧の中から変更したいアイコンを選択する。選択して「OK」をクリックする
と変更される。「既定値に戻す」をクリックすると、元のアイコンに戻すことが
できる。

❷ここをクリック

❶アイコンを選択

アイコンが変更される

P046-064.indd   64 2015/08/28   11:44

k-moriyama@katch.ne.jp



P a r t

文字の入力
03

P065.indd   65 2015/08/28   11:44

k-moriyama@katch.ne.jp



067066

文
字
の
入
力

P a r t

03

PRO PRO PRO

PRO

PRO

PROPROPRO

HOME HOME HOME

HOME

HOME

HOMEHOMEHOME

入力モードを切り替える 漢字をマウスで書いて入力する 漢字を総画数から探して入力する

漢字を部首から探して入力する

ローマ字入力／かな入力を切り替える

IMEの詳細設定を行なう特殊文字を一覧から探して入力する各種の文字入力方法を使い分ける

　日本語で入力している際に英語入力に切り替えたい場合、また
はその逆のケースも多いだろう。キーボードに用意されたキーを使
うのが一般的だが、この操作をマウスだけで行なうこともできる。タ
スクバーに表示されている「あ」、もしくは「A」の文字をクリックす
ればよい。

　読み方のわからない漢字や変換候補に表示されない漢字を入
力したい場合に便利なのが「IMEパッド」だ。そのIMEパッドが持
つ機能の中でも「手書き」はマウスを利用して目的の漢字を入力
するスタイルなので、漢字そのものがわかっていればすばやく入力
できる。

 漢字の読みは不明だが総画数がわかっているという場合には、
IMEパッドの「総画数」を利用して入力するとよい。１画から34画
までの漢字が分類されているので、目当ての漢字が探しやすくな
る。どうしても見つからない場合には１画数前後を確認してみるの
がコツだ。

　入力したい漢字の読みも画数もわからない場合には、部首から
検索する方法を利用しよう。こちらもある程度の漢字の知識が必
要ではあるが、ヒントにはなるだろう。漢字が表示される領域の上
部で、あらかじめフォントを指定しておくことをオススメする。

　一般に日本語キーボードにはキートップにアルファベットとひら
がなが表示されているが、このひらがなを直接入力するための設
定が「かな」入力だ。好みや利便性と速度の兼ね合いで、この「か
な入力」と「ローマ字入力」を設定するとよいだろう。

　IMEのメニューからプロパティを選択し、開いたウィンドウの下
部にある「詳細設定」のボタンをクリックする。そうすると「Micros
oft IME の詳細設定」というウィンドウが開くので、そちらから詳細
な設定が行なえる。多岐にわたる項目が設定できるので、一度確
認しておこう。

　IMEパッドでは、文字一覧から目当ての文字を探して入力する
ことも可能。UnicodeとJISをカバーしているので、世界中のほぼ
すべての文字が登録されている。それだけに目当ての文字を探し
出すのは大変だが、読み方もわからない記号でも利用できるメリッ
トもある。

　文字の入力にはいくつか種類があり、ひらがな・全角カタカナ・
全角英数・半角カタカナ・半角英数がそれにあたる。これらの切り
替えはIMEのオプションから選択可能。テクニック0142で紹介した

「あ」、もしくは「A」の箇所を右クリックして任意に選択できる。

0142 0144 0146

0147

0148

014901450143

上図の箇所をクリックすればOK。「あ」の表記が「A」に（「A」であれば「あ」
に）なるので、視覚的にもわかりやすいだろう。キーボードが使いにくい場合
に有効な方法だ。

ここをクリック

マウスを使い慣れていれば複雑な漢字であっても入力できるだろう。ある程
度正しく書けていれば、入力エリアの右側に候補がリストアップされるので
選択してクリックしよう。

❸ここに文字を書く

❶右クリック

❷ここをクリック

普段は目にすることもないであろう記号まで、しっかりと登録されている。た
だし、表示するフォントによっては利用できない文字・記号もあるので注意が
必要だ。

❷カテゴリを選択

❶ここをクリック

❷入力方法を選択

❶右クリック

各種文字の入力は、キーボードのファンクションキーを利用したり、変換候補
から選択することでも可能なので、使いやすいものや好みで選択しよう。

入力したい漢字の部首とその画数がわかっている場合には、最初にウィンド
ウ上部のメニューから画数を指定しておくと、すばやく探すことができる。う
まく使いこなそう。

❶ここをクリック

❷部首を選択

❸漢字を選択

Windows10の導入直後や他社製のIMEをインストールした場合などに詳
細設定を確認しておくとよい。いくつかの項目のカスタマイズで使い勝手が
よくなることも多いからだ。

タブを切り替えながら設定する

実際にかな入力を利用している人は多くはないだろうが、日本語のみを入力
する場合には最速の方法と言われている。親指シフトキーボードも用意すれ
ば鬼に金棒だ。

❷ここをクリック

❶右クリック

総画数を正しく把握することが必要になるので、書道の経験があればより探
しやすくなるだろう。漢字を表示しているエリアの右側には簡単な操作のた
めのキーも配置されている。

❶ここをクリック

❸選択してクリック

❷画数を選択
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HOMEHOMEHOME

入力モードを切り替える 漢字をマウスで書いて入力する 漢字を総画数から探して入力する

漢字を部首から探して入力する

ローマ字入力／かな入力を切り替える

IMEの詳細設定を行なう特殊文字を一覧から探して入力する各種の文字入力方法を使い分ける

　日本語で入力している際に英語入力に切り替えたい場合、また
はその逆のケースも多いだろう。キーボードに用意されたキーを使
うのが一般的だが、この操作をマウスだけで行なうこともできる。タ
スクバーに表示されている「あ」、もしくは「A」の文字をクリックす
ればよい。

　読み方のわからない漢字や変換候補に表示されない漢字を入
力したい場合に便利なのが「IMEパッド」だ。そのIMEパッドが持
つ機能の中でも「手書き」はマウスを利用して目的の漢字を入力
するスタイルなので、漢字そのものがわかっていればすばやく入力
できる。

 漢字の読みは不明だが総画数がわかっているという場合には、
IMEパッドの「総画数」を利用して入力するとよい。１画から34画
までの漢字が分類されているので、目当ての漢字が探しやすくな
る。どうしても見つからない場合には１画数前後を確認してみるの
がコツだ。

　入力したい漢字の読みも画数もわからない場合には、部首から
検索する方法を利用しよう。こちらもある程度の漢字の知識が必
要ではあるが、ヒントにはなるだろう。漢字が表示される領域の上
部で、あらかじめフォントを指定しておくことをオススメする。

　一般に日本語キーボードにはキートップにアルファベットとひら
がなが表示されているが、このひらがなを直接入力するための設
定が「かな」入力だ。好みや利便性と速度の兼ね合いで、この「か
な入力」と「ローマ字入力」を設定するとよいだろう。

　IMEのメニューからプロパティを選択し、開いたウィンドウの下
部にある「詳細設定」のボタンをクリックする。そうすると「Micros
oft IME の詳細設定」というウィンドウが開くので、そちらから詳細
な設定が行なえる。多岐にわたる項目が設定できるので、一度確
認しておこう。

　IMEパッドでは、文字一覧から目当ての文字を探して入力する
ことも可能。UnicodeとJISをカバーしているので、世界中のほぼ
すべての文字が登録されている。それだけに目当ての文字を探し
出すのは大変だが、読み方もわからない記号でも利用できるメリッ
トもある。

　文字の入力にはいくつか種類があり、ひらがな・全角カタカナ・
全角英数・半角カタカナ・半角英数がそれにあたる。これらの切り
替えはIMEのオプションから選択可能。テクニック0142で紹介した

「あ」、もしくは「A」の箇所を右クリックして任意に選択できる。

0142 0144 0146

0147

0148

014901450143

上図の箇所をクリックすればOK。「あ」の表記が「A」に（「A」であれば「あ」
に）なるので、視覚的にもわかりやすいだろう。キーボードが使いにくい場合
に有効な方法だ。

ここをクリック

マウスを使い慣れていれば複雑な漢字であっても入力できるだろう。ある程
度正しく書けていれば、入力エリアの右側に候補がリストアップされるので
選択してクリックしよう。

❸ここに文字を書く

❶右クリック

❷ここをクリック

普段は目にすることもないであろう記号まで、しっかりと登録されている。た
だし、表示するフォントによっては利用できない文字・記号もあるので注意が
必要だ。

❷カテゴリを選択

❶ここをクリック

❷入力方法を選択

❶右クリック

各種文字の入力は、キーボードのファンクションキーを利用したり、変換候補
から選択することでも可能なので、使いやすいものや好みで選択しよう。

入力したい漢字の部首とその画数がわかっている場合には、最初にウィンド
ウ上部のメニューから画数を指定しておくと、すばやく探すことができる。う
まく使いこなそう。

❶ここをクリック

❷部首を選択

❸漢字を選択

Windows10の導入直後や他社製のIMEをインストールした場合などに詳
細設定を確認しておくとよい。いくつかの項目のカスタマイズで使い勝手が
よくなることも多いからだ。

タブを切り替えながら設定する

実際にかな入力を利用している人は多くはないだろうが、日本語のみを入力
する場合には最速の方法と言われている。親指シフトキーボードも用意すれ
ば鬼に金棒だ。

❷ここをクリック

❶右クリック

総画数を正しく把握することが必要になるので、書道の経験があればより探
しやすくなるだろう。漢字を表示しているエリアの右側には簡単な操作のた
めのキーも配置されている。

❶ここをクリック

❸選択してクリック

❷画数を選択
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1ボタンを右クリック
タスクトレイの右側に配置されている「あ」（もしくは「A」）となっているボタ
ンがIMEになっている。これを右クリックして、IMEのオプションを呼び出す。

ここを右クリック

2「単語の登録」をクリック
ボタンを右クリックしてIMEのオプションを呼び出したら、表示されている項
目のなかから「単語の登録」を選択して「単語の登録」ウィンドウを開こう。

ここをクリック

3ユーザー辞書を編集
メニューバーの「編集」から新規登録、削除、変更、検索が実行できる。

ここから選択

2「ユーザー辞書ツール」をクリック
ボタンを右クリックしてIMEのオプションを呼び出したら、表示されている項
目から「ユーザー辞書ツール」をクリックしてウィンドウを開けばよい。

ここをクリック

3単語を登録
「単語」欄に表示させたい単語を漢字や記号、アルファベットなどで入力す
る。その下にある「よみ」欄にはひらがなで単語の読み方を入力。最後に「登
録」ボタンをクリックすればよい。

❷ここに「よみ」を入力

❶ここに「単語」を入力

❸ここをクリック

1ボタンを右クリック
タスクトレイの右側に配置されている「あ」（もしくは「A」）となっているボタ
ンがIMEとなっている。これを右クリックして、IMEのオプションを呼び出す。

ここを右クリック

PROHOME

変換候補にない語句を単語登録する

　日本語を入力している際、固有名詞などが変換候補に挙がらな
いことは多い。頻繁に入力するような名詞などは単語登録しておく
とよいだろう。

0150

IMEのオプションから「追加辞書サービス」→「辞書の設定」を選択。開いた
「Microsoft IME の詳細設定」ウィンドウのシステム辞書の項目から利用
する辞書を設定できる。

❶チェックを入れる

❷ここをクリック

上手に設定すれば入力支援として活用できる項目が並んでいる。入力例と
その結果も表示されるので、それぞれの効果が把握しやすいはずだ。こちら
は「オートコレクト」タブで設定する（テクニック0154は「和英混在入力」タ
ブ）。

ここをクリック

IMEのオプションから「プロパティ」を選択してウィンドウを開く。そのウィンド
ウの下部にある「詳細設定」ボタンをクリックしてから「変換」タブを選択して
チェックしておこう。

ここをクリック

IMEのオプションから「プロパティ」を選択してウィンドウを開く。そのウィンド
ウの下部にある「詳細設定」ボタンを押して、開いたウィンドウにある「和英混
在入力」タブをクリック。

ここをクリック

PROHOME

システム辞書を有効にする

　Windows10のシステム辞書には「単漢字辞書」も用意されて
いるが、初期状態では有効な状態に設定されていない。そこでこ
れを有効にして、変換候補に挙げられる漢字を増やしてみよう。ま
た、ネットなどで入手した辞書を有効にする場合にもここから設定
できる。

0152PROHOME

単語登録した語句を管理する

　登録した単語の一部を変更したり削除することも可能だ。IME
のオプションから「ユーザー辞書ツール」を呼び出して登録した単
語を編集しよう。

0151

PROHOME

変換の詳細を設定する

　日本語を入力して変換する際のWindows10の挙動を詳細に
設定することもできる。かなり細かな項目ばかりが並んでいるのだ
が、日頃から長文を作成する機会の多い人は一度チェックしてみ
るとよい。使い方にもよるが、作業効率が劇的に向上する可能性
もあるはずだ。

0153

PROHOME

和英混在入力の設定をする

　日本語で文章を作成しているときに半角で英単語を挿入する
場合の操作を、詳細に設定することができる。文章作成中に英単
語の入力でストレスを感じている人は確認するとよいだろう。特定
の文字列を入力した後に半角英数モードに切り替えるような設定
も可能だ。

0154

PROHOME

オートコレクトを設定する

　日本語入力時に動作する「入力オートコレクト」と「全角/半角」
の項目について設定することができる。これらについては有益な設
定とむしろ邪魔な設定がそれぞれのユーザーで異なるため、自分
の好みやタイピングのクセに合わせて設定するのがよいだろう。

0155
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1ボタンを右クリック
タスクトレイの右側に配置されている「あ」（もしくは「A」）となっているボタ
ンがIMEになっている。これを右クリックして、IMEのオプションを呼び出す。

ここを右クリック

2「単語の登録」をクリック
ボタンを右クリックしてIMEのオプションを呼び出したら、表示されている項
目のなかから「単語の登録」を選択して「単語の登録」ウィンドウを開こう。

ここをクリック

3ユーザー辞書を編集
メニューバーの「編集」から新規登録、削除、変更、検索が実行できる。

ここから選択

2「ユーザー辞書ツール」をクリック
ボタンを右クリックしてIMEのオプションを呼び出したら、表示されている項
目から「ユーザー辞書ツール」をクリックしてウィンドウを開けばよい。

ここをクリック

3単語を登録
「単語」欄に表示させたい単語を漢字や記号、アルファベットなどで入力す
る。その下にある「よみ」欄にはひらがなで単語の読み方を入力。最後に「登
録」ボタンをクリックすればよい。

❷ここに「よみ」を入力

❶ここに「単語」を入力

❸ここをクリック

1ボタンを右クリック
タスクトレイの右側に配置されている「あ」（もしくは「A」）となっているボタ
ンがIMEとなっている。これを右クリックして、IMEのオプションを呼び出す。

ここを右クリック

PROHOME

変換候補にない語句を単語登録する

　日本語を入力している際、固有名詞などが変換候補に挙がらな
いことは多い。頻繁に入力するような名詞などは単語登録しておく
とよいだろう。

0150

IMEのオプションから「追加辞書サービス」→「辞書の設定」を選択。開いた
「Microsoft IME の詳細設定」ウィンドウのシステム辞書の項目から利用
する辞書を設定できる。

❶チェックを入れる

❷ここをクリック

上手に設定すれば入力支援として活用できる項目が並んでいる。入力例と
その結果も表示されるので、それぞれの効果が把握しやすいはずだ。こちら
は「オートコレクト」タブで設定する（テクニック0154は「和英混在入力」タ
ブ）。

ここをクリック

IMEのオプションから「プロパティ」を選択してウィンドウを開く。そのウィンド
ウの下部にある「詳細設定」ボタンをクリックしてから「変換」タブを選択して
チェックしておこう。

ここをクリック

IMEのオプションから「プロパティ」を選択してウィンドウを開く。そのウィンド
ウの下部にある「詳細設定」ボタンを押して、開いたウィンドウにある「和英混
在入力」タブをクリック。

ここをクリック

PROHOME

システム辞書を有効にする

　Windows10のシステム辞書には「単漢字辞書」も用意されて
いるが、初期状態では有効な状態に設定されていない。そこでこ
れを有効にして、変換候補に挙げられる漢字を増やしてみよう。ま
た、ネットなどで入手した辞書を有効にする場合にもここから設定
できる。

0152PROHOME

単語登録した語句を管理する

　登録した単語の一部を変更したり削除することも可能だ。IME
のオプションから「ユーザー辞書ツール」を呼び出して登録した単
語を編集しよう。

0151

PROHOME

変換の詳細を設定する

　日本語を入力して変換する際のWindows10の挙動を詳細に
設定することもできる。かなり細かな項目ばかりが並んでいるのだ
が、日頃から長文を作成する機会の多い人は一度チェックしてみ
るとよい。使い方にもよるが、作業効率が劇的に向上する可能性
もあるはずだ。

0153

PROHOME

和英混在入力の設定をする

　日本語で文章を作成しているときに半角で英単語を挿入する
場合の操作を、詳細に設定することができる。文章作成中に英単
語の入力でストレスを感じている人は確認するとよいだろう。特定
の文字列を入力した後に半角英数モードに切り替えるような設定
も可能だ。

0154

PROHOME

オートコレクトを設定する

　日本語入力時に動作する「入力オートコレクト」と「全角/半角」
の項目について設定することができる。これらについては有益な設
定とむしろ邪魔な設定がそれぞれのユーザーで異なるため、自分
の好みやタイピングのクセに合わせて設定するのがよいだろう。

0155
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2スクリーンキーボードが表示される
デスクトップにスクリーンキーボードが表示される。

「文字コード表」ウィンドウ最上段にあるプルダウンメニューからフォントを指
定したのちに文字を探せばよい。なかには記号や絵文字だけのフォントとい
うものも存在しているので活用してみよう。

クリックしてフォントを指定する

「文字コード表」の下部にある「詳細表示」にチェックを入れる。次に、グルー
プの表示形式を指定すると別のウィンドウが開くので、そこからさらに選択
するとコード表が変化する。

❷グループを指定する

❶ここにチェックを入れる
❸一覧から選択

1「スクリーンキーボード」を起動
「スタート」メニューの「すべてのアプリ」→「Windows簡単操作」から「スク
リーンキーボード」を起動する。

クリックして起動する

3テンキーの表示
右側にテンキーを表示させることも可能。キーボードのオプションキーをク
リックして「テン キーを有効にする」にチェックを入れよう。

❷チェックを入れる

IMEのオプションから「プロパティ」を選択してウィンドウを開く。そのウィンド
ウの下部にある「詳細設定」ボタンをクリックしてから「予測入力」タブを選択
し、上記の❷（または❸）を設定しよう。

❸使用する場合はチェックを
入れることでデータを選択可能

❷チェックをはずす

❶ここをクリック

IMEのオプションから「プロパティ」を選択してウィンドウを呼び出す。その
ウィンドウ下部にある「詳細設定」ボタンをクリックしてから「プライバシー」
タブを選択し、上記の❷（または❸）を実行して「OK」をクリックする。

❸チェックをはずす

❷ここをクリック

❶ここをクリック

IMEのオプションから「プロパティ」を選択してウィンドウを開こう。そのウィン
ドウの下部にある「詳細設定」ボタンをクリックしてから「予測入力」タブを選
択し、「入力履歴の消去」→「OK」をクリックする。

❷ここをクリック

❶ここをクリック

「スタート」メニューの「すべてのアプリ」→「Windowsアクセサリ」から「文
字コード表」を開く。頻繁に利用する場合にはデスクトップなどにショートカッ
トを作成するか、タスクバーにピン留めしておくとすばやくアクセスできる。

❶文字を選択

❷ここをクリック

❸ここをクリック

PROHOME

予測入力をオフにする

　初期状態では有効になっているこの項目だが、煩わしいと感じ
ている人もいるだろう。そのような場合には予測入力機能を無効
に設定すればよい。また、この予測に利用するデータは入力履歴
とシステム辞書なのだが、それぞれに反映させるか否かを個別に
設定することも可能だ。

0156 PROHOME

使用フォントを指定する

　フォントごとに表示できる記号や特殊文字は異なっている。つま
り、せっかく文字コード表から使いたい文字を見つけ出しても、使
いたいフォントではその文字がないという可能性もあるわけだ。あら
かじめフォントを指定してから文字を探すようにしよう。

0160

PROHOME

入力履歴を消去する

　他人とパソコンを共有している場合など、入力した単語などを
他人に知られたくない場合には入力履歴を消去しよう。予測入力
が有効になっている場合に限定されるが、「Microsoft IME の詳
細設定」の「予測入力」タブなどから履歴を消去できる。

0157 PROHOME

文字をグループから探す

　指定したフォントによっては、無数の文字や記号が表示される
ことがある。そのようなフォントから特定の文字を探したい場合には

「グループ」を活用するとよい。文字コード表の下部にある「詳細
表示」にチェックを入れると表示されるので、そこから選択すればよ
いだろう。

0161

PROHOME

学習情報や入力履歴を
記録しないようにする

　パソコンに入力した単語などを一切記録させないように設定す
ることもできる。「Microsoft IME の詳細設定」の「プライバシー」
タブにある「学習」と「予測入力」がそれだ。どちらも消去ボタンを
押してからチェックをはずしておけばよい。

0158 PROHOME

スクリーンキーボードで
文字を入力する

　Windows10には「スクリーンキーボード」が搭載されており、画
面上のキーをクリックすることで文字を入力することができる。画
面上に表示されている以外は、通常のキーボードと同じように利用
可能だ。

0162

PROHOME

文字コード表で特殊な文字を入力する

　文字コード表を利用して文字を入力することもできる。コード表
に表示されている文字をクリックしてから「選択」ボタンを押し、必
要な文字列が完成したら「コピー」ボタンをクリック。これでクリップ
ボードに文字列がコピーされるので、入力したい箇所に貼り付けれ
ば完了となる。

0159

❶ここをクリック

❸ここをクリック

❸ここをクリック
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2スクリーンキーボードが表示される
デスクトップにスクリーンキーボードが表示される。

「文字コード表」ウィンドウ最上段にあるプルダウンメニューからフォントを指
定したのちに文字を探せばよい。なかには記号や絵文字だけのフォントとい
うものも存在しているので活用してみよう。

クリックしてフォントを指定する

「文字コード表」の下部にある「詳細表示」にチェックを入れる。次に、グルー
プの表示形式を指定すると別のウィンドウが開くので、そこからさらに選択
するとコード表が変化する。

❷グループを指定する

❶ここにチェックを入れる
❸一覧から選択

1「スクリーンキーボード」を起動
「スタート」メニューの「すべてのアプリ」→「Windows簡単操作」から「スク
リーンキーボード」を起動する。

クリックして起動する

3テンキーの表示
右側にテンキーを表示させることも可能。キーボードのオプションキーをク
リックして「テン キーを有効にする」にチェックを入れよう。

❷チェックを入れる

IMEのオプションから「プロパティ」を選択してウィンドウを開く。そのウィンド
ウの下部にある「詳細設定」ボタンをクリックしてから「予測入力」タブを選択
し、上記の❷（または❸）を設定しよう。

❸使用する場合はチェックを
入れることでデータを選択可能

❷チェックをはずす

❶ここをクリック

IMEのオプションから「プロパティ」を選択してウィンドウを呼び出す。その
ウィンドウ下部にある「詳細設定」ボタンをクリックしてから「プライバシー」
タブを選択し、上記の❷（または❸）を実行して「OK」をクリックする。

❸チェックをはずす

❷ここをクリック

❶ここをクリック

IMEのオプションから「プロパティ」を選択してウィンドウを開こう。そのウィン
ドウの下部にある「詳細設定」ボタンをクリックしてから「予測入力」タブを選
択し、「入力履歴の消去」→「OK」をクリックする。

❷ここをクリック

❶ここをクリック

「スタート」メニューの「すべてのアプリ」→「Windowsアクセサリ」から「文
字コード表」を開く。頻繁に利用する場合にはデスクトップなどにショートカッ
トを作成するか、タスクバーにピン留めしておくとすばやくアクセスできる。

❶文字を選択

❷ここをクリック

❸ここをクリック

PROHOME

予測入力をオフにする

　初期状態では有効になっているこの項目だが、煩わしいと感じ
ている人もいるだろう。そのような場合には予測入力機能を無効
に設定すればよい。また、この予測に利用するデータは入力履歴
とシステム辞書なのだが、それぞれに反映させるか否かを個別に
設定することも可能だ。

0156 PROHOME

使用フォントを指定する

　フォントごとに表示できる記号や特殊文字は異なっている。つま
り、せっかく文字コード表から使いたい文字を見つけ出しても、使
いたいフォントではその文字がないという可能性もあるわけだ。あら
かじめフォントを指定してから文字を探すようにしよう。

0160

PROHOME

入力履歴を消去する

　他人とパソコンを共有している場合など、入力した単語などを
他人に知られたくない場合には入力履歴を消去しよう。予測入力
が有効になっている場合に限定されるが、「Microsoft IME の詳
細設定」の「予測入力」タブなどから履歴を消去できる。

0157 PROHOME

文字をグループから探す

　指定したフォントによっては、無数の文字や記号が表示される
ことがある。そのようなフォントから特定の文字を探したい場合には

「グループ」を活用するとよい。文字コード表の下部にある「詳細
表示」にチェックを入れると表示されるので、そこから選択すればよ
いだろう。

0161

PROHOME

学習情報や入力履歴を
記録しないようにする

　パソコンに入力した単語などを一切記録させないように設定す
ることもできる。「Microsoft IME の詳細設定」の「プライバシー」
タブにある「学習」と「予測入力」がそれだ。どちらも消去ボタンを
押してからチェックをはずしておけばよい。

0158 PROHOME

スクリーンキーボードで
文字を入力する

　Windows10には「スクリーンキーボード」が搭載されており、画
面上のキーをクリックすることで文字を入力することができる。画
面上に表示されている以外は、通常のキーボードと同じように利用
可能だ。

0162

PROHOME

文字コード表で特殊な文字を入力する

　文字コード表を利用して文字を入力することもできる。コード表
に表示されている文字をクリックしてから「選択」ボタンを押し、必
要な文字列が完成したら「コピー」ボタンをクリック。これでクリップ
ボードに文字列がコピーされるので、入力したい箇所に貼り付けれ
ば完了となる。

0159

❶ここをクリック

❸ここをクリック

❸ここをクリック
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タッチキーボードの右上
にある「閉じる」ボタン
をクリックすると、タッチ
キーボードがタスクトレ
イに収納される。

ここをクリック

タスクバーにアイコンだけが表示される
3タッチキーボードが表示される
画面下部にタッチキーボードが表示される。タブレットがメインの機能のた
め、予測変換が可能になっており、候補に挙げられたワードを直接クリック（ま
たはタッチ）して選択しよう。

なんらかの要因でタスクバーにアイコンが表示されていない場合には、タス
クバーを右クリックして「タッチ キーボードのボタンを表示」にチェックを入
れる。そうすると再度表示されるようになる。

ここをクリック

絵文字はジャンルごとに分類されている。矢印のキーをクリックすればペー
ジ移動ができるので、どのようなものが利用できるのか一度確認しておくと
よいだろう。種類も豊富で利用価値の高い機能だ。

ジャンルを切り替える

ここをクリック

ここをクリックして
ページを切り替える

タッチキーボードの右上にあるボタンをクリックするとキーボードのエリアを
拡大できる。これで間違えてタスクバーなどをクリックしてしまうのを防げる。

ここをクリック

各種記号と数字が表示されるので、任意で選択できる。また、表示されてい
る記号に目当てのものがない場合には、矢印のキーをクリックしてページを
切り替えられるので、そちらも確認してみよう。

ここをクリックしてページを切り替える

ここをクリック

日本語入力時に「あ」をクリックすると英語入力に、英語入力時に「A」をク
リックすると日本語入力に切り替わる。ただし、英語入力の状態に切り替える
と予測変換ができなくなるので注意。

ここをクリック

「A」に変わる

2ボタンをクリック
画面下部にあるタスクトレイにタッチ キーボードのボタンが表示されるよう
になる。ここをクリックすると、タッチキーボードを呼び出せる。

ここをクリック

1タッチ キーボードのボタンを表示する
タスクバーを右クリックして「タッチ キーボードのボタンを表示」にチェック
を入れる。

ここにチェックを入れる

PROHOME

タッチキーボードで文字を入力する

　Windows10にはスクリーンキーボードだけでなく、タブレット向
けの文字入力方法である「タッチキーボード」も搭載されている。
状況に応じて使い分けることが可能だ。

0163 PROHOME

絵文字を入力する

　Windows10では絵文字も利用可能だ。絵文字を入力するに
は、タッチキーボードから「Ctrl」キーの右横にある「 」キーをクリッ
ク。すると表示が切り替わり、使用できる絵文字が表示される。下
段の〇で囲われているキーでジャンルの変更も可能だ。ただし、
フォントによっては絵文字が利用できないものもあるので注意。

0166

PROHOME

タッチキーボードを隠す

　非常に便利なタッチキーボードだが、表示しておくとデスクトップ
の一部分を覆ってしまうために邪魔に感じることもある。そのような
場合には再度タスクトレイに収納すればよい。通常のウィンドウの
ように右上の「閉じる」ボタンをクリックして収納し、必要な際に再
度呼び出すようにしよう。

0167

PROHOME

日本語⇔英語入力を切り替える

　文字の入力中に英語入力を利用したい場合は、タッチキーボー
ドのスペースキーの左横にある「あ」と表示されているキーをクリッ
クすればよい。これでそのキーの表示が「Ａ」となり英語入力が可
能になる。

0164 PROHOME

タッチキーボードを再表示する

　タスクバーに収納したタッチキーボードを再度表示させるには、
タスクトレイにに表示されているアイコンをクリックすればよい。前
回終了時に利用していたモードで起動するので操作感が損なわれ
ることはないだろう。必要に応じて表示／非表示を切り替えよう。

0168

PROHOME

タッチキーボードを拡大表示する

　タッチキーボードを利用する際、タッチキーボードの横にはデスク
トップの表示エリアが残っている。それによる誤操作を防ぐために
タッチキーボードのエリアを拡大することが可能だ。パソコンの機
種によって異なる場合があるが、基本的にはキーボードのエリアが
拡大され、余白が増えるだけで、キーのサイズや配置などは変わら
ない。

0169PROHOME

数字や記号を入力する

　タッチキーボードを利用して数字や各種記号を入力するには、
タッチキーボード左下に用意されている「&123」と表示されている
キーをクリックすればよい。表示されているキーの表示が変わるの
で、そこから入力したいものをクリックすれば入力可能だ。

0165
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タッチキーボードの右上
にある「閉じる」ボタン
をクリックすると、タッチ
キーボードがタスクトレ
イに収納される。

ここをクリック

タスクバーにアイコンだけが表示される
3タッチキーボードが表示される
画面下部にタッチキーボードが表示される。タブレットがメインの機能のた
め、予測変換が可能になっており、候補に挙げられたワードを直接クリック（ま
たはタッチ）して選択しよう。

なんらかの要因でタスクバーにアイコンが表示されていない場合には、タス
クバーを右クリックして「タッチ キーボードのボタンを表示」にチェックを入
れる。そうすると再度表示されるようになる。

ここをクリック

絵文字はジャンルごとに分類されている。矢印のキーをクリックすればペー
ジ移動ができるので、どのようなものが利用できるのか一度確認しておくと
よいだろう。種類も豊富で利用価値の高い機能だ。

ジャンルを切り替える

ここをクリック

ここをクリックして
ページを切り替える

タッチキーボードの右上にあるボタンをクリックするとキーボードのエリアを
拡大できる。これで間違えてタスクバーなどをクリックしてしまうのを防げる。

ここをクリック

各種記号と数字が表示されるので、任意で選択できる。また、表示されてい
る記号に目当てのものがない場合には、矢印のキーをクリックしてページを
切り替えられるので、そちらも確認してみよう。

ここをクリックしてページを切り替える

ここをクリック

日本語入力時に「あ」をクリックすると英語入力に、英語入力時に「A」をク
リックすると日本語入力に切り替わる。ただし、英語入力の状態に切り替える
と予測変換ができなくなるので注意。

ここをクリック

「A」に変わる

2ボタンをクリック
画面下部にあるタスクトレイにタッチ キーボードのボタンが表示されるよう
になる。ここをクリックすると、タッチキーボードを呼び出せる。

ここをクリック

1タッチ キーボードのボタンを表示する
タスクバーを右クリックして「タッチ キーボードのボタンを表示」にチェック
を入れる。

ここにチェックを入れる

PROHOME

タッチキーボードで文字を入力する

　Windows10にはスクリーンキーボードだけでなく、タブレット向
けの文字入力方法である「タッチキーボード」も搭載されている。
状況に応じて使い分けることが可能だ。

0163 PROHOME

絵文字を入力する

　Windows10では絵文字も利用可能だ。絵文字を入力するに
は、タッチキーボードから「Ctrl」キーの右横にある「 」キーをクリッ
ク。すると表示が切り替わり、使用できる絵文字が表示される。下
段の〇で囲われているキーでジャンルの変更も可能だ。ただし、
フォントによっては絵文字が利用できないものもあるので注意。

0166

PROHOME

タッチキーボードを隠す

　非常に便利なタッチキーボードだが、表示しておくとデスクトップ
の一部分を覆ってしまうために邪魔に感じることもある。そのような
場合には再度タスクトレイに収納すればよい。通常のウィンドウの
ように右上の「閉じる」ボタンをクリックして収納し、必要な際に再
度呼び出すようにしよう。

0167

PROHOME

日本語⇔英語入力を切り替える

　文字の入力中に英語入力を利用したい場合は、タッチキーボー
ドのスペースキーの左横にある「あ」と表示されているキーをクリッ
クすればよい。これでそのキーの表示が「Ａ」となり英語入力が可
能になる。

0164 PROHOME

タッチキーボードを再表示する

　タスクバーに収納したタッチキーボードを再度表示させるには、
タスクトレイにに表示されているアイコンをクリックすればよい。前
回終了時に利用していたモードで起動するので操作感が損なわれ
ることはないだろう。必要に応じて表示／非表示を切り替えよう。

0168

PROHOME

タッチキーボードを拡大表示する

　タッチキーボードを利用する際、タッチキーボードの横にはデスク
トップの表示エリアが残っている。それによる誤操作を防ぐために
タッチキーボードのエリアを拡大することが可能だ。パソコンの機
種によって異なる場合があるが、基本的にはキーボードのエリアが
拡大され、余白が増えるだけで、キーのサイズや配置などは変わら
ない。

0169PROHOME

数字や記号を入力する

　タッチキーボードを利用して数字や各種記号を入力するには、
タッチキーボード左下に用意されている「&123」と表示されている
キーをクリックすればよい。表示されているキーの表示が変わるの
で、そこから入力したいものをクリックすれば入力可能だ。
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左に数字、右に文字のテンキーが表示される。各キーはフリック入力にも対
応している。

❶ここをクリック

❷ここをクリック

「 …」をクリックしたまま、ボタンを離さずに好みのサイズを選択する。なお、
デスクトップで利用する場合は「S」や「M」にすると、キーが小さすぎて使い
づらくなるので注意したい。

ここをクリック

サイズを指定

1マスに1文字ずつ文字を手書きしていく。文字が認識されると、入力欄の上
部に入力候補が表示されるので、ここから目的の文字をクリック。これでその
文字を入力できる。

❶ここをクリック

❷ここをクリック

❶文字を手書きしていく

通常のウィンドウなどと同じように、ドラッグ＆ドロップ操作で自由に移動する
ことができる。

ドラッグ＆ドロップで移動

PROHOME

手書きで入力する

　タッチキーボードには、ペンタブレット端末に便利な手書き入力
モードも搭載している。認識率も良く、文節の調整もできるので、
タブレットやタッチパネルを搭載したノートパソコン、ペンタブレット
を利用している人には特にオススメしたい入力方法だ。当然ながら
入力方法自体はどの端末でも利用できる。

0172

PROHOME

タッチキーボードを移動する

　タッチキーボードは基本的に画面の下端中央に表示されるが、
好きな位置に移動することもできる。キーボード上部の余白部分を
ドラッグ＆ドロップして使いやすい場所に移動しよう。ただし、拡大
表示中は移動できない。

0173

PROHOME

両手モードに切り替える

　タッチキーボードには左右に分割されたレイアウトも用意されて
いる。両手でタブレット端末を持った状態での利用を想定したレイ
アウトだが、デスクトップでも使うことができる。携帯電話のような
テンキータイプでフリック入力に対応しているのがポイントだ。

0170

PROHOME

両手モードのキーのサイズを変更する

　左右分割レイアウトのタッチキーボードでは、キーサイズの変更
も可能になっている。左手側のスペースキーの右横にある、「 …」
キーをクリックしたままマウスのボタンを押し続けると、「S］、「M」、

「L」の３サイズから選択することができる。

0171

❷入力する文字を選択
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4変更完了
サインアウトするなど
して、ロック画面を表
示すると、背景が変更
されているはずだ。

1「設定」を選
択する
画面左下の「スター
ト」ボタンをクリック
し、「設定」を選択。

ここをクリック

2「パーソナル
設定」をクリック
開いたメニューから

「パーソナル設定」を
選択しよう。

ここをクリック

3画像を選択
次に「ロック画面」をクリックして好みの画像を選択する。自分で用意した画
像を使う場合は、「参照」ボタンから画像ファイルを指定しよう。

ここから選択

ここをクリック

1「ディスプレイ設定」をクリック
ウィンドウなどのオブジェクトのない箇所を右クリックしてメニューを呼び出
す。そこから「ディスプレイ設定」を選択しよう。

ここをクリック

2「ディスプレイの詳細設定」をクリック
次に、開いたウィンドウの下段にある「ディスプレイの詳細設定」をクリックし
て、別のダイアログを呼び出そう。

ここをクリック

「スタート」ボタンをクリックしてメニューを呼び出す。「設定」→「システム」→
「ディスプレイ」からスライドバーで調整できる。

1「デスクトップのカスタマイズ」をクリック
コントロールパネルを開き、「デスクトップのカスタマイズ」をクリックする。

ここをクリック

2「テキストやその他の項目の大きさの変更」をクリック
「デスクトップのカスタマイズ」画面で「ディスプレイ」の項目にある「テキスト
やその他の項目の大きさの変更」をクリックする。

ここをクリック

コントロールパネルから「ハードウェアとサウンド」→「ディスプレイ」→「解像
度の調整」→「詳細設定」と選択していく。開いたウィンドウの「モニター」タ
ブから「モニターの設定」にあるプルダウンメニューを操作して設定する。

ここから選択

ここから選択

3解像度を設定する
解像度の欄には現在の設定が表示されている。この欄の右端にある「 ＜」を
クリックして表示される解像度の一覧から任意のものを選択すればよい。

ここから選択

3テキストサイズを変更する
プルダウンメニューからサイズを変更したい箇所とそのサイズを設定する。
また、右横のチェックボックスで太字にすることも可能だ。

太字にする場合は
チェックを入れる

❷サイズを指定

❶大きくしたい箇所を選択

❸ここをクリックして
変更を適用

　Windows10の起動直後に表示されるロック画面の背景は変
更することができる。離席する際などに表示されることが多いので、
センスのよいものを選んでおくとよいだろう。

　モニタのメーカーや接続方法によっては、その表示能力をフル
に使っていないケースがある。また逆に画面が広すぎるという不満
もあるかもしれない。そのような場合には解像度を変更するとよい
だろう。

　画面の解像度との兼ね合いなどでファイル名などが読みにくい
と感じるようであれば、各種テキストのサイズを変更しよう。特定の
部分だけを指定できるのがポイントだ。

　モニタの接続方法などによっては、ベストな状態でディスプレ
イ表示されていないこともある。モニタのリフレッシュレートはユー
ザーの疲労の原因になりやすいので、一度確認してみるとよいだ
ろう。基本的に数値が大きいほど疲労感は少ないとされている。

PROHOME

ロック画面の背景を変更する

0174 PROHOME

画面解像度を変更する

0175 PROHOME

画面の文字サイズを大きくする

0176 PROHOME

リフレッシュレートを変更する

0177

　デスクトップに表示されている項目のサイズは変更することが可
能になっている。これはアイコンのサイズとそのテキストに適用され
るので、画面の解像度を下げた場合と同じような効果を得ること
ができる。なお、Windows10では、スライドバーの操作によって段
階的に変更するようになり、操作がわかりやすくなった。

PROHOME

デスクトップの項目の
サイズを選択する

0178

P076-110.indd   76-77 2015/08/28   11:45

k-moriyama@katch.ne.jp



077076

設
定
と
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

P a r t

04

4変更完了
サインアウトするなど
して、ロック画面を表
示すると、背景が変更
されているはずだ。

1「設定」を選
択する
画面左下の「スター
ト」ボタンをクリック
し、「設定」を選択。

ここをクリック

2「パーソナル
設定」をクリック
開いたメニューから

「パーソナル設定」を
選択しよう。

ここをクリック

3画像を選択
次に「ロック画面」をクリックして好みの画像を選択する。自分で用意した画
像を使う場合は、「参照」ボタンから画像ファイルを指定しよう。

ここから選択

ここをクリック

1「ディスプレイ設定」をクリック
ウィンドウなどのオブジェクトのない箇所を右クリックしてメニューを呼び出
す。そこから「ディスプレイ設定」を選択しよう。

ここをクリック

2「ディスプレイの詳細設定」をクリック
次に、開いたウィンドウの下段にある「ディスプレイの詳細設定」をクリックし
て、別のダイアログを呼び出そう。

ここをクリック

「スタート」ボタンをクリックしてメニューを呼び出す。「設定」→「システム」→
「ディスプレイ」からスライドバーで調整できる。

1「デスクトップのカスタマイズ」をクリック
コントロールパネルを開き、「デスクトップのカスタマイズ」をクリックする。

ここをクリック

2「テキストやその他の項目の大きさの変更」をクリック
「デスクトップのカスタマイズ」画面で「ディスプレイ」の項目にある「テキスト
やその他の項目の大きさの変更」をクリックする。

ここをクリック

コントロールパネルから「ハードウェアとサウンド」→「ディスプレイ」→「解像
度の調整」→「詳細設定」と選択していく。開いたウィンドウの「モニター」タ
ブから「モニターの設定」にあるプルダウンメニューを操作して設定する。

ここから選択

ここから選択

3解像度を設定する
解像度の欄には現在の設定が表示されている。この欄の右端にある「 ＜」を
クリックして表示される解像度の一覧から任意のものを選択すればよい。

ここから選択

3テキストサイズを変更する
プルダウンメニューからサイズを変更したい箇所とそのサイズを設定する。
また、右横のチェックボックスで太字にすることも可能だ。

太字にする場合は
チェックを入れる

❷サイズを指定

❶大きくしたい箇所を選択

❸ここをクリックして
変更を適用

　Windows10の起動直後に表示されるロック画面の背景は変
更することができる。離席する際などに表示されることが多いので、
センスのよいものを選んでおくとよいだろう。

　モニタのメーカーや接続方法によっては、その表示能力をフル
に使っていないケースがある。また逆に画面が広すぎるという不満
もあるかもしれない。そのような場合には解像度を変更するとよい
だろう。

　画面の解像度との兼ね合いなどでファイル名などが読みにくい
と感じるようであれば、各種テキストのサイズを変更しよう。特定の
部分だけを指定できるのがポイントだ。

　モニタの接続方法などによっては、ベストな状態でディスプレ
イ表示されていないこともある。モニタのリフレッシュレートはユー
ザーの疲労の原因になりやすいので、一度確認してみるとよいだ
ろう。基本的に数値が大きいほど疲労感は少ないとされている。

PROHOME

ロック画面の背景を変更する

0174 PROHOME

画面解像度を変更する

0175 PROHOME

画面の文字サイズを大きくする

0176 PROHOME

リフレッシュレートを変更する

0177

　デスクトップに表示されている項目のサイズは変更することが可
能になっている。これはアイコンのサイズとそのテキストに適用され
るので、画面の解像度を下げた場合と同じような効果を得ること
ができる。なお、Windows10では、スライドバーの操作によって段
階的に変更するようになり、操作がわかりやすくなった。

PROHOME

デスクトップの項目の
サイズを選択する
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デスクトップ上のなにもない箇所でマウスを右クリックするとメニューが表
示される。「表示」から「アイコンの自動整列」をクリックしてチェックを入れて
おくと、それ以降は自動整列機能が有効になる。

デスクトップ上のなにもない箇所を右クリックして、メニューから「個人設定」
をクリック。「パーソナル設定」画面の「テーマ」にある「テーマの設定」をク
リックすると設定できる。

デスクトップ上のなにもない箇所でマウスを右クリックするとメニューが表
示される。メニューの「表示」から「デスクトップアイコンの表示」をクリックし
てチェックをはずせばよい。戻す場合はこの逆の操作をするだけでＯKだ。

デスクトップ上のなにもない箇所を右クリックして、メニューから「個人設定」
をクリック。「パーソナル設定」画面で「色」をクリックし、「背景から自動的に
～」を「オフ」にして変更したい色を選択する。

デスクトップ上のなにもない箇所でマウスを右クリックするとメニューが表
示される。そのメニューから「表示」を選択するとさらにメニューが開くので、
そこにある「大」「中」「小」のサイズから選択しよう。

デスクトップ上のなにもない箇所でマウスを右クリックするとメニューが表
示される。そこから「並べ替え」を選択するとさらにメニューが開くので、任意
のものを選択して利用するとよい。

テーマを選択

❶「オフ」にする

❷色を選択

1「デスクトップのカスタマイズ」をクリック
コントロールパネルから「デスクトップのカスタマイズ」を選択する。

ここをクリック

2「スクリーンセーバーの変更」をクリック
「個人設定」の項目にある「スクリーンセーバーの変更」をクリックする。

ここをクリック

3任意のスクリーンセーバーを選択
プルダウンメニューから「（なし）」以外を選択。これで選択したスクリーン
セーバーが有効になる。

「（なし）」以外を選択

❸並び順を選択

❶デスクトップを右クリック

❷ここをクリック

❶デスクトップを右クリック

❸クリックしてチェックをはずす

❷ここをクリック

❶デスクトップを右クリック

❸アイコンサイズを選択

❷ここをクリック

❶デスクトップを右クリック

❸クリックしてチェックを入れる

❷ここをクリック

　デスクトップに配置されているアイコンは、そのサイズを簡単に
変更することができる。使用しているモニタのサイズやタブレット端
末のサイズに合わせて設定すると使いやすくなるはずだ。いくつか
試してみて最適なサイズを見つけ出すとよいだろう。

　デスクトップ上にアイコンが増えてくると、目的のアイコンを探し
出すのにも手間がかかるようになってしまう。そのような場合に使
いたい機能が「並べ替え」。「名前」「サイズ」「項目の種類」「更新
日時」にしたがって、アイコンを整列させてくれる。

　デスクトップの背景やウィンドウの色などは、テーマとして一括
で変更することができる。気分で変更したり、標準のものが見にく
いと感じる場合などに変更しよう。なお、オンラインからテーマを取
得し、変更することもできる。

　デスクトップ上のアイコンの配置を、自動的に画面左側から整
列させることができる。この設定を有効にするとデスクトップ上の
任意の箇所にアイコンを配置することはできなくなるが、ドラッグ＆
ドロップで配列の順序を変更することは可能だ。

　デスクトップ上にあるアイコンを非表示にすることも可能。必要
な場合にだけ表示させることもできるので、プライバシーの保護や
壁紙を堪能したい場合などに活用するとよい。適切なタイミング
で、適切なカスタマイズを施すことでもっと快適に利用できる。

　ウィンドウのデザインは変えずに、表示色だけを変更することも
できる。色を選択するだけで簡単に変更できるので、気分に合わ
せて変更してみるのもよいだろう。

　これまでのWindowsと同様に、Windows10にもスクリーンセー
バー機能は用意されている。標準設定ではスクリーンセーバーは
無効になっているので、利用するには以下の手順を行なおう。

PROHOME

デスクトップ上のアイコンサイズを
変更する

0179

PROHOME

デスクトップ上のアイコンを
並べ替える

0180

PROHOME

ウィンドウのデザインを変更する

0183PROHOME

デスクトップ上のアイコンを
自動で整列させる

0181

PROHOME

デスクトップ上のアイコンを
非表示にする

0182 PROHOME

ウィンドウの表示色を変更する

0184

PROHOME

スクリーンセーバーを有効にする

0185
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デスクトップ上のなにもない箇所でマウスを右クリックするとメニューが表
示される。「表示」から「アイコンの自動整列」をクリックしてチェックを入れて
おくと、それ以降は自動整列機能が有効になる。

デスクトップ上のなにもない箇所を右クリックして、メニューから「個人設定」
をクリック。「パーソナル設定」画面の「テーマ」にある「テーマの設定」をク
リックすると設定できる。

デスクトップ上のなにもない箇所でマウスを右クリックするとメニューが表
示される。メニューの「表示」から「デスクトップアイコンの表示」をクリックし
てチェックをはずせばよい。戻す場合はこの逆の操作をするだけでＯKだ。

デスクトップ上のなにもない箇所を右クリックして、メニューから「個人設定」
をクリック。「パーソナル設定」画面で「色」をクリックし、「背景から自動的に
～」を「オフ」にして変更したい色を選択する。

デスクトップ上のなにもない箇所でマウスを右クリックするとメニューが表
示される。そのメニューから「表示」を選択するとさらにメニューが開くので、
そこにある「大」「中」「小」のサイズから選択しよう。

デスクトップ上のなにもない箇所でマウスを右クリックするとメニューが表
示される。そこから「並べ替え」を選択するとさらにメニューが開くので、任意
のものを選択して利用するとよい。

テーマを選択

❶「オフ」にする

❷色を選択

1「デスクトップのカスタマイズ」をクリック
コントロールパネルから「デスクトップのカスタマイズ」を選択する。

ここをクリック

2「スクリーンセーバーの変更」をクリック
「個人設定」の項目にある「スクリーンセーバーの変更」をクリックする。

ここをクリック

3任意のスクリーンセーバーを選択
プルダウンメニューから「（なし）」以外を選択。これで選択したスクリーン
セーバーが有効になる。

「（なし）」以外を選択

❸並び順を選択

❶デスクトップを右クリック

❷ここをクリック

❶デスクトップを右クリック

❸クリックしてチェックをはずす

❷ここをクリック

❶デスクトップを右クリック

❸アイコンサイズを選択

❷ここをクリック

❶デスクトップを右クリック

❸クリックしてチェックを入れる

❷ここをクリック

　デスクトップに配置されているアイコンは、そのサイズを簡単に
変更することができる。使用しているモニタのサイズやタブレット端
末のサイズに合わせて設定すると使いやすくなるはずだ。いくつか
試してみて最適なサイズを見つけ出すとよいだろう。

　デスクトップ上にアイコンが増えてくると、目的のアイコンを探し
出すのにも手間がかかるようになってしまう。そのような場合に使
いたい機能が「並べ替え」。「名前」「サイズ」「項目の種類」「更新
日時」にしたがって、アイコンを整列させてくれる。

　デスクトップの背景やウィンドウの色などは、テーマとして一括
で変更することができる。気分で変更したり、標準のものが見にく
いと感じる場合などに変更しよう。なお、オンラインからテーマを取
得し、変更することもできる。

　デスクトップ上のアイコンの配置を、自動的に画面左側から整
列させることができる。この設定を有効にするとデスクトップ上の
任意の箇所にアイコンを配置することはできなくなるが、ドラッグ＆
ドロップで配列の順序を変更することは可能だ。

　デスクトップ上にあるアイコンを非表示にすることも可能。必要
な場合にだけ表示させることもできるので、プライバシーの保護や
壁紙を堪能したい場合などに活用するとよい。適切なタイミング
で、適切なカスタマイズを施すことでもっと快適に利用できる。

　ウィンドウのデザインは変えずに、表示色だけを変更することも
できる。色を選択するだけで簡単に変更できるので、気分に合わ
せて変更してみるのもよいだろう。

　これまでのWindowsと同様に、Windows10にもスクリーンセー
バー機能は用意されている。標準設定ではスクリーンセーバーは
無効になっているので、利用するには以下の手順を行なおう。

PROHOME

デスクトップ上のアイコンサイズを
変更する

0179

PROHOME

デスクトップ上のアイコンを
並べ替える

0180

PROHOME

ウィンドウのデザインを変更する

0183PROHOME

デスクトップ上のアイコンを
自動で整列させる

0181

PROHOME

デスクトップ上のアイコンを
非表示にする

0182 PROHOME

ウィンドウの表示色を変更する

0184

PROHOME

スクリーンセーバーを有効にする

0185
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コントロールパネル内の「デスクトップのカスタマイズ」を選択して、「ディス
プレイ」の項目にある「画面の解像度の調整」をクリック。開いたウィンドウか
ら「テキストやその他の項目の大きさの変更」を選択し、「カスタムの拡大率
を設定」をクリックすると、別途ウィンドウが開く。ここで見やすく設定しよう。

❸左右にドラッグして調整

❷数値を入力する

「設定」→「パーソナル設定」を開き、「テーマ」→「デスクトップアイコンの変
更」をクリック。「デスクトップアイコン」にある項目から、表示させたいものに
チェックを入れる。非表示にしたいものはチェックをはずせばよい。

表示したい項目に
チェックを入れる

1「ClearTypeテキストの調整」をクリック
「コントロールパネル」から「デスクトップのカスタマイズ」を選択し、フォント
の項目にある「ClearTypeテキストの調整」をクリックする。

ここをクリック

4設定完了
すべての項目を設定したら、「完了」をクリックして設定を完了する。

ここをクリック

1「設定」から「更新とセキュリティ」を選択
「スタート」メニューから「設定」をクリックし、「更新とセキュリティ」を選択する。

ここをクリック

2「開始する」ボタンをクリック
「回復」をクリックしたのち、「このPCを初期状態に戻す」に用意された「開始
する」ボタンをクリックしよう。

❶ここをクリック

❷ここをクリック

3「個人用ファイルを保持する」を選択
表示された選択肢から「個人用ファイルを保持する」をクリックすると開始さ
れる。この工程でパソコンがトラブルから復旧しないようであれば、あらため
て「すべて削除する」を実行してみよう。

ここをクリック

2チェックが入っているのを確認して「次へ」をクリック
「ClearTypeを有効にする」にチェックが入っていることを確認して「次へ」を
クリック。モニタの解像度を確認したあとにテキストの確認が開始される。

❷ここをクリック❶チェックが入っているのを確認

3もっとも読みやすいサンプルをクリックしていく
サンプルが表示されるので、読みやすいものをクリックして進めていく。

❶読みやすいものをクリック

❷ここをクリック

3「すべて削除する」を選択
「すべて削除する」を選択することで、パソコンは工場出荷状態と同様にな
る。この選択肢を実行する前に、必要なファイルのバックアップを作成してお
くことを忘れないようにしよう。

ここをクリック

1「設定」から「更新とセキュリティ」を選択
「スタート」メニューから「設定」をクリックし、「更新とセキュリティ」を選択する。

ここをクリック

2「開始する」ボタンをクリック
「回復」をクリックしたのち、「このPCを初期状態に戻す」に用意された「開始
する」ボタンをクリックしよう。

❶ここをクリック

❷ここをクリック

　画面の解像度を変更することなく、表示される項目のサイズを
変更することもできる。数値入力とドラッグ操作で、任意に500％
までの拡大が可能で、使用する環境やユーザーの視力などに合
わせた設定ができる。

　WindowsXP以降に標準搭載されているフォント表示機能の
「ClearType」。この機能を利用することで、使用しているモニタ
に最適化して文字をさらに読みやすく調整することができる。

PROHOME

デスクトップの項目の
サイズを自由に変更する

0186 PROHOME

ClearTypeを調整して
テキストをさらに読みやすくする

0188

　デスクトップ上に表示される「ごみ箱」や「PC」、「ネットワーク」、
「コントロールパネル」などのシステム関係の項目は自由に表示
/非表示を切り替えられる。「設定」→「パーソナル設定」の「テー
マ」→「デスクトップアイコンの変更」をクリックして設定しよう。

　深刻なトラブルに陥ったパソコンを回復する手段として用意され
た機能が「このPCを初期状態に戻す」。まず最初に試しておきた
いのが、個人用ファイルを保持したまま実行する方法だ。

　個人用ファイルを保持したままパソコンを初期状態に戻しても
復旧できなかった場合に試したいのが、「すべて削除する」方法。
これでほとんどのトラブルから復旧できるだろう。

PROHOME

デスクトップに表示する
項目を変更する

0187

PROHOME

個人ファイルを保持したまま
PCを初期状態に戻す

0189 PROHOME

すべてのデータを削除して
PCを初期状態に戻す

0190

❶ここをクリック
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コントロールパネル内の「デスクトップのカスタマイズ」を選択して、「ディス
プレイ」の項目にある「画面の解像度の調整」をクリック。開いたウィンドウか
ら「テキストやその他の項目の大きさの変更」を選択し、「カスタムの拡大率
を設定」をクリックすると、別途ウィンドウが開く。ここで見やすく設定しよう。

❸左右にドラッグして調整

❷数値を入力する

「設定」→「パーソナル設定」を開き、「テーマ」→「デスクトップアイコンの変
更」をクリック。「デスクトップアイコン」にある項目から、表示させたいものに
チェックを入れる。非表示にしたいものはチェックをはずせばよい。

表示したい項目に
チェックを入れる

1「ClearTypeテキストの調整」をクリック
「コントロールパネル」から「デスクトップのカスタマイズ」を選択し、フォント
の項目にある「ClearTypeテキストの調整」をクリックする。

ここをクリック

4設定完了
すべての項目を設定したら、「完了」をクリックして設定を完了する。

ここをクリック

1「設定」から「更新とセキュリティ」を選択
「スタート」メニューから「設定」をクリックし、「更新とセキュリティ」を選択する。

ここをクリック

2「開始する」ボタンをクリック
「回復」をクリックしたのち、「このPCを初期状態に戻す」に用意された「開始
する」ボタンをクリックしよう。

❶ここをクリック

❷ここをクリック

3「個人用ファイルを保持する」を選択
表示された選択肢から「個人用ファイルを保持する」をクリックすると開始さ
れる。この工程でパソコンがトラブルから復旧しないようであれば、あらため
て「すべて削除する」を実行してみよう。

ここをクリック

2チェックが入っているのを確認して「次へ」をクリック
「ClearTypeを有効にする」にチェックが入っていることを確認して「次へ」を
クリック。モニタの解像度を確認したあとにテキストの確認が開始される。

❷ここをクリック❶チェックが入っているのを確認

3もっとも読みやすいサンプルをクリックしていく
サンプルが表示されるので、読みやすいものをクリックして進めていく。

❶読みやすいものをクリック

❷ここをクリック

3「すべて削除する」を選択
「すべて削除する」を選択することで、パソコンは工場出荷状態と同様にな
る。この選択肢を実行する前に、必要なファイルのバックアップを作成してお
くことを忘れないようにしよう。

ここをクリック

1「設定」から「更新とセキュリティ」を選択
「スタート」メニューから「設定」をクリックし、「更新とセキュリティ」を選択する。

ここをクリック

2「開始する」ボタンをクリック
「回復」をクリックしたのち、「このPCを初期状態に戻す」に用意された「開始
する」ボタンをクリックしよう。

❶ここをクリック

❷ここをクリック

　画面の解像度を変更することなく、表示される項目のサイズを
変更することもできる。数値入力とドラッグ操作で、任意に500％
までの拡大が可能で、使用する環境やユーザーの視力などに合
わせた設定ができる。

　WindowsXP以降に標準搭載されているフォント表示機能の
「ClearType」。この機能を利用することで、使用しているモニタ
に最適化して文字をさらに読みやすく調整することができる。

PROHOME

デスクトップの項目の
サイズを自由に変更する

0186 PROHOME

ClearTypeを調整して
テキストをさらに読みやすくする

0188

　デスクトップ上に表示される「ごみ箱」や「PC」、「ネットワーク」、
「コントロールパネル」などのシステム関係の項目は自由に表示
/非表示を切り替えられる。「設定」→「パーソナル設定」の「テー
マ」→「デスクトップアイコンの変更」をクリックして設定しよう。

　深刻なトラブルに陥ったパソコンを回復する手段として用意され
た機能が「このPCを初期状態に戻す」。まず最初に試しておきた
いのが、個人用ファイルを保持したまま実行する方法だ。

　個人用ファイルを保持したままパソコンを初期状態に戻しても
復旧できなかった場合に試したいのが、「すべて削除する」方法。
これでほとんどのトラブルから復旧できるだろう。

PROHOME

デスクトップに表示する
項目を変更する

0187

PROHOME

個人ファイルを保持したまま
PCを初期状態に戻す

0189 PROHOME

すべてのデータを削除して
PCを初期状態に戻す

0190

❶ここをクリック
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「設定」→「更新とセキュリティ」を開き、「回復」をクリック。「Windows～に
戻す」欄の「開始する」をクリックすると、元のOSに戻すことができる。

コントロールパネルから「システムとセキュリティ」→「システム」と選択する。
開いたウィンドウには各種情報が一覧表示されているので、必要な情報を読
み取りやすいのがポイント。

1「デバイス マネージャー」をクリック
コントロールパネルから「ハードウェアとサウンド」を選択。次の画面で「デバ
イスマネージャー」をクリックしよう。

ここをクリック

2「ドライバー ソフトウェアの更新」をクリック
一覧からドライバを更新したいデバイスのカテゴリをクリック。個別のデバイ
スを右クリックして「ドライバー ソフトウェアの更新」を選択する。

ここをクリック

3更新開始
ドライバの検索方法を選択してクリックする。基本的には、上段に配置されて
いる自動検索を選択すれば問題ないだろう。

選択してクリック

「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「システム」をクリック。
開いたウィンドウの左側にある「システムの詳細設定」→「ハードウェア」タブ
の「デバイスのインストール設定」ボタンをクリックして設定しよう。

❶任意に設定する

❷ここをクリック

「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」→「デバイスとプリン
ター」にある「デバイスマネージャー」をクリック。「表示」メニューで「リソース

（種類別）」を選択し、一覧にある「＞」をクリックして詳細を確認しよう。

ここから選択する

タスクバーを右クリックして「タスク マネージャー」を選択する。なお、表示
項目が少ない場合は、「詳細」をクリックすればよい。

タブを選択する

「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「デバイスマネー
ジャー」を起動。デバイスを右クリックし、メニューから「プロパティ」を選択し、

「ドライバー」タブの「ドライバーを元に戻す」をクリックしよう。

❷ここをクリック

❶ここをクリック

　Windows8.1、もしくは7からWindows 10にアップグレードした
場合は、アップグレードして1ヶ月以内なら元のOSに戻すことがで
きる。ただし、テクニック0189、もしくは0190で一度でも初期状態
に戻してしまうと元のOSには戻せないので注意しよう。

　新しいアプリケーションをインストールする場合など、自分のパ
ソコンの基本的な情報を確認したい場合には「システム」を利用
しよう。使用しているプロセッサやメモリ容量、OSの種類などが一
覧で表示されるので、環境を簡単に把握できるメリットがある。

　デバイスドライバを最新のものに更新したあと、なぜか不具合
が出てデバイスが利用できなかったり、正常に動作しないという状
況になった場合には、ドライバを古いものに戻すことが可能だ。い
ざという場合に備えて、しっかり覚えておこう。

　インターネットに接続したパソコンであれば、新規のデバイスを
接続すると自動的にドライバをインストールしてくれる。しかし、イン
ターネットに接続していない場合は、こちらから動作を設定しておく
とよい。また、手動でインストールしたい場合にも有効だ。

　グラフィックボードなど、一部デバイスのドライバは頻繁にアッ
プデートされる。最新のドライバを利用することで各種デバイスを
最適な状態で利用できるので、常に最新の状態にしておこう。

　パソコンに接続されているデバイスを動作させるために使用して
いる領域を「ハードウェアリソース」と言うが、これには量的な制限
があるためにトラブルの元凶となることがある。そんなハードウェア
リソースの確認は、「デバイスマネージャー」から行なえる。「表示」
メニューの「リソース（種類別）」をクリックして確認しよう。

　パソコンがどのように動作しているのかを把握するための機能が
「タスクマネージャー」だ。ここからはCPUやメモリの利用状況、プ
ロセス、アプリの履歴などが確認できる。パソコンの動作が重いと
感じたら、疑わしい項目をチェックしてみるとよいだろう。

PROHOME

OSをWindows8.1もしくは7に戻す

0191

PROHOME

システム画面でコンピューターの
基本情報を確認する

0192

PROHOME

デバイスドライバを更新前に戻す

0194

PROHOME

新しいデバイスの
インストール設定を変更する

0195

PROHOME

デバイスドライバを更新する

0193 PROHOME

ハードウェアリソースで
動作状況を確認する

0196

PROHOME

タスクマネージャーで
コンピューターの動きを確認

0197

ここをクリック
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「設定」→「更新とセキュリティ」を開き、「回復」をクリック。「Windows～に
戻す」欄の「開始する」をクリックすると、元のOSに戻すことができる。

コントロールパネルから「システムとセキュリティ」→「システム」と選択する。
開いたウィンドウには各種情報が一覧表示されているので、必要な情報を読
み取りやすいのがポイント。

1「デバイス マネージャー」をクリック
コントロールパネルから「ハードウェアとサウンド」を選択。次の画面で「デバ
イスマネージャー」をクリックしよう。

ここをクリック

2「ドライバー ソフトウェアの更新」をクリック
一覧からドライバを更新したいデバイスのカテゴリをクリック。個別のデバイ
スを右クリックして「ドライバー ソフトウェアの更新」を選択する。

ここをクリック

3更新開始
ドライバの検索方法を選択してクリックする。基本的には、上段に配置されて
いる自動検索を選択すれば問題ないだろう。

選択してクリック

「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「システム」をクリック。
開いたウィンドウの左側にある「システムの詳細設定」→「ハードウェア」タブ
の「デバイスのインストール設定」ボタンをクリックして設定しよう。

❶任意に設定する

❷ここをクリック

「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」→「デバイスとプリン
ター」にある「デバイスマネージャー」をクリック。「表示」メニューで「リソース

（種類別）」を選択し、一覧にある「＞」をクリックして詳細を確認しよう。

ここから選択する

タスクバーを右クリックして「タスク マネージャー」を選択する。なお、表示
項目が少ない場合は、「詳細」をクリックすればよい。

タブを選択する

「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「デバイスマネー
ジャー」を起動。デバイスを右クリックし、メニューから「プロパティ」を選択し、

「ドライバー」タブの「ドライバーを元に戻す」をクリックしよう。

❷ここをクリック

❶ここをクリック

　Windows8.1、もしくは7からWindows 10にアップグレードした
場合は、アップグレードして1ヶ月以内なら元のOSに戻すことがで
きる。ただし、テクニック0189、もしくは0190で一度でも初期状態
に戻してしまうと元のOSには戻せないので注意しよう。

　新しいアプリケーションをインストールする場合など、自分のパ
ソコンの基本的な情報を確認したい場合には「システム」を利用
しよう。使用しているプロセッサやメモリ容量、OSの種類などが一
覧で表示されるので、環境を簡単に把握できるメリットがある。

　デバイスドライバを最新のものに更新したあと、なぜか不具合
が出てデバイスが利用できなかったり、正常に動作しないという状
況になった場合には、ドライバを古いものに戻すことが可能だ。い
ざという場合に備えて、しっかり覚えておこう。

　インターネットに接続したパソコンであれば、新規のデバイスを
接続すると自動的にドライバをインストールしてくれる。しかし、イン
ターネットに接続していない場合は、こちらから動作を設定しておく
とよい。また、手動でインストールしたい場合にも有効だ。

　グラフィックボードなど、一部デバイスのドライバは頻繁にアッ
プデートされる。最新のドライバを利用することで各種デバイスを
最適な状態で利用できるので、常に最新の状態にしておこう。

　パソコンに接続されているデバイスを動作させるために使用して
いる領域を「ハードウェアリソース」と言うが、これには量的な制限
があるためにトラブルの元凶となることがある。そんなハードウェア
リソースの確認は、「デバイスマネージャー」から行なえる。「表示」
メニューの「リソース（種類別）」をクリックして確認しよう。

　パソコンがどのように動作しているのかを把握するための機能が
「タスクマネージャー」だ。ここからはCPUやメモリの利用状況、プ
ロセス、アプリの履歴などが確認できる。パソコンの動作が重いと
感じたら、疑わしい項目をチェックしてみるとよいだろう。

PROHOME

OSをWindows8.1もしくは7に戻す

0191

PROHOME

システム画面でコンピューターの
基本情報を確認する

0192

PROHOME

デバイスドライバを更新前に戻す

0194

PROHOME

新しいデバイスの
インストール設定を変更する

0195

PROHOME

デバイスドライバを更新する

0193 PROHOME

ハードウェアリソースで
動作状況を確認する

0196

PROHOME

タスクマネージャーで
コンピューターの動きを確認

0197

ここをクリック
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タスクバーを右クリックして「タスク マネージャー」を選択する。次に「プロセ
ス」タブの一覧表示から終了させたいものを右クリックして、「タスクの終了」
を選択すればよい。役に立つこともあるので覚えておこう。

「タスクマネージャー」から終了させるとシステムへのダメージが少ないの
で、リセットする前に試してみる価値はある。

「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「システム」→「システ
ムの詳細設定」をクリック。次に、「詳細設定」タブを開き、パフォーマンスの
項目にある「設定」をクリックして「詳細設定」タブをクリックして設定する。

「タスク マネージャー」を起動し、「パフォーマンス」タブをクリックすると、各
項目の詳細情報を確認できる。

タスクバーを右クリックして「タスク マネージャー」から「詳細」を選択すると
上のように表示される。ここで確認すると、見えないところで動作しているア
プリやプロセスの多さに驚くことだろう。

タスクマネージャーの「プロセス」タブから目的のものを右クリックして「詳
細の表示」を選択。表示されるリストから目的のタスクを右クリックし、「優先
度の設定」から個別の優先度を設定できる。

動作の怪しいアプリなどがあれば、ここから詳細を確認できる。プロセスの
「プロパティ」も併せて確認すると、さらに情報量が増える。

「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「システム」→「システ
ムの詳細設定」→「詳細設定」タブにある「パフォーマンス」の「設定」ボタン
をクリック。「詳細設定」タブの「仮想メモリ」の「変更」ボタンから設定でき
る。なお、仮想メモリの容量は「推奨」欄の値などを参考にするとよい。

該当プロセスが
ハイライト表示される

❷チェックを
入れる

❶チェックをはずす

❸数値を入力

ここをクリック ❷ここをクリック

❶右クリック

❷ここをクリック

❸ここをクリック

❶ここをクリック

❷優先度を選択

❶右クリック

❷ここをクリック

❶右クリック

❶ここをクリック

❷確認する項目を選択

　前述のタスクマネージャーを利用して、現在どのようなプロセ
スが実行されているかを把握することができる。また、それぞれの
CPUへの負荷やメモリの使用状況、記憶領域の占有サイズ、ネッ
トワークへの負荷も一目でわかるようになっている。

　動作しているアプリやバックグラウンドプロセスの詳細を確認し
たい場合には、個別のプロセスで右クリックし、開かれたメニュー
から「詳細の表示」を選択しよう。すると「詳細」タブにある同一の
プロセスがハイライト表示されるのでわかりやすい。

　アプリやバックグラウンドプロセスごとに処理の優先度を設定
できる。これにより重要なものの優先度を高くすれば、より快適に
利用することが可能になるのだ。ただし、Windowsそのもののプロ
セスの優先度は下げないように気を付けよう。

　物理メモリが不足した際にハードディスク上の使用されていな
い領域をメモリとして利用するのが「仮想メモリ」。物理メモリ増設
後や「仮想メモリーが不足しています」といったエラーが表示され
た場合は、仮想メモリの容量を調整しよう。

　タスクマネージャーからプロセスを個別に終了させることもでき
る。アプリケーションの強制終了ができなかったものでも終了でき
る可能性があるので、そのようなケースが多い人はパソコンを再
起動させる前に試してみるとよいだろう。

　バックグラウンドで動作しているプロセスが多い場合、CPUのリ
ソース割り当てを変更することでパソコンの動作が軽快になること
もある。特にパソコンに常駐させているアプリケーションが多い場
合には、一度試してみる価値のある設定なので覚えておこう。

　実行しているアプリがハングアップして終了できなくなることが
ある。このような場合に活用したいのがタスクマネージャーだ。表示
されているプロセスの一覧から該当するものを右クリックし、表示
されるメニューから「タスクの終了」を選択しよう。

　タスクマネージャーの「パフォーマンス」タブでは、「CPU」「メモ
リ」「ディスク」「イーサネット」などの各項目からそれぞれの使用状
況が確認できる。パソコンの動作が重いと感じるようなことがあれ
ば、まずここをチェックしてみると状況が把握しやすい。

PROHOME

動作中のプロセスを確認する

0198

PROHOME

プロセスごとの詳細情報を確認

0199

PROHOME

プロセスの処理優先度を設定する

0202

PROHOME

仮想メモリの容量を変更する

0203

PROHOME

個別のプロセスを強制終了する

0200

PROHOME

CPUのリソース割り当てを変更する

0201

PROHOME

アプリケーションの強制終了

0204

PROHOME

パソコンへの負荷を確認する

0205

P076-110.indd   84-85 2015/08/28   11:46

k-moriyama@katch.ne.jp



085084

設
定
と
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

P a r t

04

タスクバーを右クリックして「タスク マネージャー」を選択する。次に「プロセ
ス」タブの一覧表示から終了させたいものを右クリックして、「タスクの終了」
を選択すればよい。役に立つこともあるので覚えておこう。

「タスクマネージャー」から終了させるとシステムへのダメージが少ないの
で、リセットする前に試してみる価値はある。

「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「システム」→「システ
ムの詳細設定」をクリック。次に、「詳細設定」タブを開き、パフォーマンスの
項目にある「設定」をクリックして「詳細設定」タブをクリックして設定する。

「タスク マネージャー」を起動し、「パフォーマンス」タブをクリックすると、各
項目の詳細情報を確認できる。

タスクバーを右クリックして「タスク マネージャー」から「詳細」を選択すると
上のように表示される。ここで確認すると、見えないところで動作しているア
プリやプロセスの多さに驚くことだろう。

タスクマネージャーの「プロセス」タブから目的のものを右クリックして「詳
細の表示」を選択。表示されるリストから目的のタスクを右クリックし、「優先
度の設定」から個別の優先度を設定できる。

動作の怪しいアプリなどがあれば、ここから詳細を確認できる。プロセスの
「プロパティ」も併せて確認すると、さらに情報量が増える。

「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「システム」→「システ
ムの詳細設定」→「詳細設定」タブにある「パフォーマンス」の「設定」ボタン
をクリック。「詳細設定」タブの「仮想メモリ」の「変更」ボタンから設定でき
る。なお、仮想メモリの容量は「推奨」欄の値などを参考にするとよい。

該当プロセスが
ハイライト表示される

❷チェックを
入れる

❶チェックをはずす

❸数値を入力

ここをクリック ❷ここをクリック

❶右クリック

❷ここをクリック

❸ここをクリック

❶ここをクリック

❷優先度を選択

❶右クリック

❷ここをクリック

❶右クリック

❶ここをクリック

❷確認する項目を選択

　前述のタスクマネージャーを利用して、現在どのようなプロセ
スが実行されているかを把握することができる。また、それぞれの
CPUへの負荷やメモリの使用状況、記憶領域の占有サイズ、ネッ
トワークへの負荷も一目でわかるようになっている。

　動作しているアプリやバックグラウンドプロセスの詳細を確認し
たい場合には、個別のプロセスで右クリックし、開かれたメニュー
から「詳細の表示」を選択しよう。すると「詳細」タブにある同一の
プロセスがハイライト表示されるのでわかりやすい。

　アプリやバックグラウンドプロセスごとに処理の優先度を設定
できる。これにより重要なものの優先度を高くすれば、より快適に
利用することが可能になるのだ。ただし、Windowsそのもののプロ
セスの優先度は下げないように気を付けよう。

　物理メモリが不足した際にハードディスク上の使用されていな
い領域をメモリとして利用するのが「仮想メモリ」。物理メモリ増設
後や「仮想メモリーが不足しています」といったエラーが表示され
た場合は、仮想メモリの容量を調整しよう。

　タスクマネージャーからプロセスを個別に終了させることもでき
る。アプリケーションの強制終了ができなかったものでも終了でき
る可能性があるので、そのようなケースが多い人はパソコンを再
起動させる前に試してみるとよいだろう。

　バックグラウンドで動作しているプロセスが多い場合、CPUのリ
ソース割り当てを変更することでパソコンの動作が軽快になること
もある。特にパソコンに常駐させているアプリケーションが多い場
合には、一度試してみる価値のある設定なので覚えておこう。

　実行しているアプリがハングアップして終了できなくなることが
ある。このような場合に活用したいのがタスクマネージャーだ。表示
されているプロセスの一覧から該当するものを右クリックし、表示
されるメニューから「タスクの終了」を選択しよう。

　タスクマネージャーの「パフォーマンス」タブでは、「CPU」「メモ
リ」「ディスク」「イーサネット」などの各項目からそれぞれの使用状
況が確認できる。パソコンの動作が重いと感じるようなことがあれ
ば、まずここをチェックしてみると状況が把握しやすい。

PROHOME

動作中のプロセスを確認する

0198

PROHOME

プロセスごとの詳細情報を確認

0199

PROHOME

プロセスの処理優先度を設定する

0202

PROHOME

仮想メモリの容量を変更する

0203

PROHOME

個別のプロセスを強制終了する

0200

PROHOME

CPUのリソース割り当てを変更する

0201

PROHOME

アプリケーションの強制終了

0204

PROHOME

パソコンへの負荷を確認する

0205
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「スタート」メニュー→「設定」→「更新とセキュリティ」→「Windows Upda
te」にある「詳細オプション」をクリックすれば設定できる。なお、「HOME」エ
ディションではアップグレードの延期はできないので注意。

タスクマネージャーの「パフォーマンス」タブを選択し、最下段にある「リソー
ス モニターを開く」をクリックすると、別ウィンドウとして開かれる。タスクの
動作を詳細に把握したい場合には最適な機能だ。

タスクバーの右クリックメニューから「タスク マネージャー」を呼び出して、
「アプリの履歴」タブをクリックする。また、「使用履歴の削除」をクリックする
ことで履歴のクリアも可能になっている。

ここをクリック

USBメモリなどのリ
ムーバブルディスク
をパソコンに接続し
てから「プロパティ」
を開き、「ReadyBo
ost」タブを選択。「こ
のデバイスを使用す
る」にチェックを入れ
ればよい。

❷チェックを入れる

❶ここをクリック

❸ここをクリック

「ReadyBoost」に
利用している機器の

「プロパティ」を開き、
「ReadyBoost」タ
ブをクリック。スライ
ダーを調整、もしくは
数値を直接入力して
容量を変更する。

容量を設定

キャッシュとして使
われて いる容 量 な
ので、フラッシュメモ
リへのアクセスが止
まっていることを確認
してから実行しよう。

チェックを入れる

条件を満たしていな
がらもこの画面が表
示されてしまったと
きは、「再テスト」を
行なってみよう。ただ
し、再テストしても利
用不可のままの場合
もあるので注意。

ここをクリック

　どのようなプロセスがどのようにそれぞれのリソースを使ってい
るのかを視覚的にも把握しやすいのが「リソースモニター」だ。デ
ザイン的にはこれまでのものと変わらないので、以前から利用して
いるユーザーであれば操作に戸惑うこともないだろう。

　タスクマネージャーの「アプリの履歴」タブからは、それぞれのア
プリケーションのリソース使用履歴が確認できる。どのアプリがど
のようにリソースを利用していたのかが把握できるので、タスク処
理の優先度を変更する際の参考になるだろう。

　Windowsには、USBメモリなどをキャッシュメモリとして利用す
ることで、システムそのもののパフォーマンスを向上させる機能が
備わっている。読み込み2.5MB／秒、書き込み1.75MB／秒、容
量235MB以上のフラッシュメモリがあるならば、「ReadyBoost」
機能を利用してパソコンの動作を速くしてみよう。

　「ReadyBoost」機能を利用する場合、ディスクの容量が大きけ
れば大きいほど、その効果が期待できる。そのため、より多くの容
量を「ReadyBoost」用に確保しておきたいところだ。ディスクにお
ける容量の割り当ては任意に変更できるので、他の用途に支障を
きたさない程度で最大の範囲を設定しておくとよいだろう。

　Windowsシリーズでは更新プログラムが随時配信されている。
通常であれば更新プログラムは自動的にダウンロードされてインス
トールされるのだが、この動作設定を変更することも可能だ。更新
のタイミングも含めて、都合に合わせて設定しておこう。

　テクニック0209で紹介した、「ReadyBoost」機能に対応できる
スペックを満たしていても、まれに対応できないというメッセージが
表示されることがある。そのような場合には、「再テスト」をクリックし
てみよう。フラッシュメモリのテストが実行されて、「Windows Rea
dyBoost」用として利用可能になることもある。

　「ReadyBoost」機能を使用停止するには、「ReadyBoost」に
利用しているデバイスの「プロパティ」を開き、「ReadyBoost」タ
ブで「このデバイスを使用しない」にチェックを入れて「OK」をク
リックするだけ。これで「ReadyBoost」用に確保された容量が解
放され、通常のフラッシュメモリとして利用できるようになる。

PROHOME

リソースモニターで
動作状況を詳細に確認する

0206

PROHOME

アプリケーションの使用履歴を
確認する

0207 PROHOME

ReadyBoost機能で
パソコンの動作を速くする

0209

PROHOME

ReadyBoostで使用する
ディスク容量を設定する

0210PROHOME

更新プログラムの確認と
インストールを設定する

0208 PROHOME

ReadyBoost用メモリの
パフォーマンスを再テストする

0212

PROHOME

リムーバブルディスクを
ReadyBoost機能から解放する

0213

リムーバブルディス
クの「プロパティ」を
開き、「ReadyBoo
st」タブをクリック。

「このデバイスをRe
adyBoost専用にす
る」にチェックを入れ
ればOKだ。

❷チェックを入れる

❶ここをクリック

❸ここをクリック

　USBメモリなどのリムーバブルディスクをキャッシュメモリとして
利用することで、システムのパフォーマンスを向上させる「ReadyB
oost」機能。これを利用してUSBメモリを「ReadyBoost」専用に
する場合には、リムーバブルディスクのプロパティにある「ReadyB
oost」タブから設定しよう。利用しないメディアの活用にも有効だ。

PROHOME

USBメモリを
ReadyBoost専用にする
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「スタート」メニュー→「設定」→「更新とセキュリティ」→「Windows Upda
te」にある「詳細オプション」をクリックすれば設定できる。なお、「HOME」エ
ディションではアップグレードの延期はできないので注意。

タスクマネージャーの「パフォーマンス」タブを選択し、最下段にある「リソー
ス モニターを開く」をクリックすると、別ウィンドウとして開かれる。タスクの
動作を詳細に把握したい場合には最適な機能だ。

タスクバーの右クリックメニューから「タスク マネージャー」を呼び出して、
「アプリの履歴」タブをクリックする。また、「使用履歴の削除」をクリックする
ことで履歴のクリアも可能になっている。

ここをクリック

USBメモリなどのリ
ムーバブルディスク
をパソコンに接続し
てから「プロパティ」
を開き、「ReadyBo
ost」タブを選択。「こ
のデバイスを使用す
る」にチェックを入れ
ればよい。

❷チェックを入れる

❶ここをクリック

❸ここをクリック

「ReadyBoost」に
利用している機器の

「プロパティ」を開き、
「ReadyBoost」タ
ブをクリック。スライ
ダーを調整、もしくは
数値を直接入力して
容量を変更する。

容量を設定

キャッシュとして使
われて いる容 量 な
ので、フラッシュメモ
リへのアクセスが止
まっていることを確認
してから実行しよう。

チェックを入れる

条件を満たしていな
がらもこの画面が表
示されてしまったと
きは、「再テスト」を
行なってみよう。ただ
し、再テストしても利
用不可のままの場合
もあるので注意。

ここをクリック

　どのようなプロセスがどのようにそれぞれのリソースを使ってい
るのかを視覚的にも把握しやすいのが「リソースモニター」だ。デ
ザイン的にはこれまでのものと変わらないので、以前から利用して
いるユーザーであれば操作に戸惑うこともないだろう。

　タスクマネージャーの「アプリの履歴」タブからは、それぞれのア
プリケーションのリソース使用履歴が確認できる。どのアプリがど
のようにリソースを利用していたのかが把握できるので、タスク処
理の優先度を変更する際の参考になるだろう。

　Windowsには、USBメモリなどをキャッシュメモリとして利用す
ることで、システムそのもののパフォーマンスを向上させる機能が
備わっている。読み込み2.5MB／秒、書き込み1.75MB／秒、容
量235MB以上のフラッシュメモリがあるならば、「ReadyBoost」
機能を利用してパソコンの動作を速くしてみよう。

　「ReadyBoost」機能を利用する場合、ディスクの容量が大きけ
れば大きいほど、その効果が期待できる。そのため、より多くの容
量を「ReadyBoost」用に確保しておきたいところだ。ディスクにお
ける容量の割り当ては任意に変更できるので、他の用途に支障を
きたさない程度で最大の範囲を設定しておくとよいだろう。

　Windowsシリーズでは更新プログラムが随時配信されている。
通常であれば更新プログラムは自動的にダウンロードされてインス
トールされるのだが、この動作設定を変更することも可能だ。更新
のタイミングも含めて、都合に合わせて設定しておこう。

　テクニック0209で紹介した、「ReadyBoost」機能に対応できる
スペックを満たしていても、まれに対応できないというメッセージが
表示されることがある。そのような場合には、「再テスト」をクリックし
てみよう。フラッシュメモリのテストが実行されて、「Windows Rea
dyBoost」用として利用可能になることもある。

　「ReadyBoost」機能を使用停止するには、「ReadyBoost」に
利用しているデバイスの「プロパティ」を開き、「ReadyBoost」タ
ブで「このデバイスを使用しない」にチェックを入れて「OK」をク
リックするだけ。これで「ReadyBoost」用に確保された容量が解
放され、通常のフラッシュメモリとして利用できるようになる。

PROHOME

リソースモニターで
動作状況を詳細に確認する

0206

PROHOME

アプリケーションの使用履歴を
確認する

0207 PROHOME

ReadyBoost機能で
パソコンの動作を速くする

0209

PROHOME

ReadyBoostで使用する
ディスク容量を設定する

0210PROHOME

更新プログラムの確認と
インストールを設定する

0208 PROHOME

ReadyBoost用メモリの
パフォーマンスを再テストする

0212

PROHOME

リムーバブルディスクを
ReadyBoost機能から解放する

0213

リムーバブルディス
クの「プロパティ」を
開き、「ReadyBoo
st」タブをクリック。

「このデバイスをRe
adyBoost専用にす
る」にチェックを入れ
ればOKだ。

❷チェックを入れる

❶ここをクリック

❸ここをクリック

　USBメモリなどのリムーバブルディスクをキャッシュメモリとして
利用することで、システムのパフォーマンスを向上させる「ReadyB
oost」機能。これを利用してUSBメモリを「ReadyBoost」専用に
する場合には、リムーバブルディスクのプロパティにある「ReadyB
oost」タブから設定しよう。利用しないメディアの活用にも有効だ。

PROHOME

USBメモリを
ReadyBoost専用にする
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「プレゼンテーション設定」欄にある「オンにする」をクリックすると、プレゼン
テーション設定に切り替わる。

設定したいハードディスクを右クリックして「プロパティ」を選択。「セキュリ
ティ」タブの「編集」ボタンをクリックする。ウィンドウの上段からユーザーを
選択し、下段で許可するアクセス範囲を設定すればよい。

「コントロールパネル」→「共通で使うモビリティ設定の調整」をクリックして
「Windows モビリティセンター」を起動しよう。ただし、パソコンによっては
「Windows モビリティセンター」がない場合もある。

「共有名」の欄でフォルダー名の最後に「$」が付いているものは隠し共有
フォルダーとなっている。特別な理由と知識がない限り、隠し共有フォルダー
の編集や変更はしないようにしよう。

「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「システム」→「システ
ムの詳細設定」と選択。開いたウィンドウの「コンピューター名」タブにある

「変更」ボタンをクリックして設定しよう。

容量制限したいハードディスクを右クリックして、「プロパティ」を表示。
「クォータ」タブの「クォータ設定の表示」をクリックして設定しよう。

ハードディスクの総容量、使用量、空き容量などが確認できる。

❶ここにチェックを入れる

❷必要な項目を設定

❶ここに入力する

❷ここをクリック

ここをクリック

ここをクリック

❶ここから選択

❷チェックを入れる／はずす

ここをクリック

　バッテリでの動作が求められるノートパソコンでは、電源や画面
の明るさ、その他さまざまな電源消費にかかわる設定が「Windo
wsモビリティセンター」で管理されている。この設定を見直すこと
で、バッテリを長持ちさせることができるので、モバイル用途が多
い人は一度設定をチェックしてみよう。

　パソコンを他人と共有している場合などは、ユーザーごとに利用
できるハードディスクの容量を制限することができる。警告の表示
やログへの記録などのオプションも用意されているので、状況や
環境に合わせて設定しておくとよいだろう。

　現在のハードディスクの使用率を円グラフで視覚的に確認す
ることができる。エクスプローラーから「PC」を選択し、確認したい
ハードディスクを右クリックして「プロパティ」を選択。そこで開かれ
たウィンドウの「全般」タブで詳細を確認しよう。

　プレゼンテーションにパソコンを利用する機会の多い人は、「プ
レゼンテーション設定」を見直しておこう。「コントロールパネル」→

「共通で使うモビリティ設定の調整」をクリックして、「Windows 
モビリティセンター」を起動したら、「プレゼンテーション設定」欄で
設定すればよい。

　パソコンに接続しているハードディスクに対して、特定のユー
ザーだけがアクセスできるように設定することができる。職場など
で他人とパソコンを共有している場合には検討してみよう。

　隠しフォルダーも含めた全共有フォルダーの使用状況をまとめ
て確認することができる。「コントロールパネル」→「システムとセ
キュリティ」→「管理ツール」→「コンピューターの管理」と選択。

「コンピューターの管理」ウィンドウが開くので、そこから「共有フォ
ルダー」をクリックして「共有」を開けば表示される。

　パソコンを増設するなどで同一ネットワーク上に機器が増えた
際には、コンピューター名やワークグループの名称を変更すると識
別しやすくなる。複数台の機器を管理している人は覚えておくべき
だろう。なお、変更は再起動後に反映されるので注意が必要。

PROHOME

Windows モビリティセンターで
設定を切り替える

0214 PROHOME

ユーザーごとのディスク使用量を
制限する

0218

PROHOME

ハードディスクの使用状況を確認する

0219PROHOME

プレゼンテーション設定に切り替える

0215 PROHOME

ドライブごとのアクセス権限を
設定する

0217

PROHOME

共有フォルダーの使用状況を確認する

0220

PROHOME

コンピュータ－名や
ワークグループ名を変更する

0221

「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」→「デバイスとプリン
ター」にある「マウス」をクリック。開いたウィンドウにある「ポインター オプ
ション」タブを選択して設定しよう。

❷チェックを入れる

❶ここをクリック

　パソコンでマウスポインターを動かした際に、表示されているダ
イアログ内のボタンへと自動的にマウスを移動させるための設定
ができる。マウス操作を少しでも省略したいという人には最適な動
作設定なのでしっかりとマスターしてほしい。

PROHOME

マウスポインターを自動的に
ボタンへ移動させる

0216
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「プレゼンテーション設定」欄にある「オンにする」をクリックすると、プレゼン
テーション設定に切り替わる。

設定したいハードディスクを右クリックして「プロパティ」を選択。「セキュリ
ティ」タブの「編集」ボタンをクリックする。ウィンドウの上段からユーザーを
選択し、下段で許可するアクセス範囲を設定すればよい。

「コントロールパネル」→「共通で使うモビリティ設定の調整」をクリックして
「Windows モビリティセンター」を起動しよう。ただし、パソコンによっては
「Windows モビリティセンター」がない場合もある。

「共有名」の欄でフォルダー名の最後に「$」が付いているものは隠し共有
フォルダーとなっている。特別な理由と知識がない限り、隠し共有フォルダー
の編集や変更はしないようにしよう。

「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「システム」→「システ
ムの詳細設定」と選択。開いたウィンドウの「コンピューター名」タブにある

「変更」ボタンをクリックして設定しよう。

容量制限したいハードディスクを右クリックして、「プロパティ」を表示。
「クォータ」タブの「クォータ設定の表示」をクリックして設定しよう。

ハードディスクの総容量、使用量、空き容量などが確認できる。

❶ここにチェックを入れる

❷必要な項目を設定

❶ここに入力する

❷ここをクリック

ここをクリック

ここをクリック

❶ここから選択

❷チェックを入れる／はずす

ここをクリック

　バッテリでの動作が求められるノートパソコンでは、電源や画面
の明るさ、その他さまざまな電源消費にかかわる設定が「Windo
wsモビリティセンター」で管理されている。この設定を見直すこと
で、バッテリを長持ちさせることができるので、モバイル用途が多
い人は一度設定をチェックしてみよう。

　パソコンを他人と共有している場合などは、ユーザーごとに利用
できるハードディスクの容量を制限することができる。警告の表示
やログへの記録などのオプションも用意されているので、状況や
環境に合わせて設定しておくとよいだろう。

　現在のハードディスクの使用率を円グラフで視覚的に確認す
ることができる。エクスプローラーから「PC」を選択し、確認したい
ハードディスクを右クリックして「プロパティ」を選択。そこで開かれ
たウィンドウの「全般」タブで詳細を確認しよう。

　プレゼンテーションにパソコンを利用する機会の多い人は、「プ
レゼンテーション設定」を見直しておこう。「コントロールパネル」→

「共通で使うモビリティ設定の調整」をクリックして、「Windows 
モビリティセンター」を起動したら、「プレゼンテーション設定」欄で
設定すればよい。

　パソコンに接続しているハードディスクに対して、特定のユー
ザーだけがアクセスできるように設定することができる。職場など
で他人とパソコンを共有している場合には検討してみよう。

　隠しフォルダーも含めた全共有フォルダーの使用状況をまとめ
て確認することができる。「コントロールパネル」→「システムとセ
キュリティ」→「管理ツール」→「コンピューターの管理」と選択。

「コンピューターの管理」ウィンドウが開くので、そこから「共有フォ
ルダー」をクリックして「共有」を開けば表示される。

　パソコンを増設するなどで同一ネットワーク上に機器が増えた
際には、コンピューター名やワークグループの名称を変更すると識
別しやすくなる。複数台の機器を管理している人は覚えておくべき
だろう。なお、変更は再起動後に反映されるので注意が必要。

PROHOME

Windows モビリティセンターで
設定を切り替える

0214 PROHOME

ユーザーごとのディスク使用量を
制限する

0218

PROHOME

ハードディスクの使用状況を確認する

0219PROHOME

プレゼンテーション設定に切り替える

0215 PROHOME

ドライブごとのアクセス権限を
設定する

0217

PROHOME

共有フォルダーの使用状況を確認する

0220

PROHOME

コンピュータ－名や
ワークグループ名を変更する

0221

「コントロールパネル」→「ハードウェアとサウンド」→「デバイスとプリン
ター」にある「マウス」をクリック。開いたウィンドウにある「ポインター オプ
ション」タブを選択して設定しよう。

❷チェックを入れる

❶ここをクリック

　パソコンでマウスポインターを動かした際に、表示されているダ
イアログ内のボタンへと自動的にマウスを移動させるための設定
ができる。マウス操作を少しでも省略したいという人には最適な動
作設定なのでしっかりとマスターしてほしい。

PROHOME

マウスポインターを自動的に
ボタンへ移動させる

0216

P076-110.indd   88-89 2015/08/28   11:46

k-moriyama@katch.ne.jp



091090

設
定
と
メ
ン
テ
ナ
ン
ス

P a r t

04

4詳細設定
手順1の画面の「詳細設定」からは、バックアップファイルを作成する頻度や
使用する容量などの設定が可能だ。使いやすいように設定しておこう。

3除外するフォルダを指定
バックアップを作成する必要のないフォルダがある場合は、手順1の画面の

「除外するフォルダー」から指定しておくとよい。

2「次へ」をクリック
別のウィンドウが開き、復元に関する説明と注意事項が表示される。問題が
ないようであれば「次へ」をクリックして次の手順に進もう。

ここをクリック

1「ファイルの復元」をクリック
「コントロールパネル」から「システムとセキュリティ」→「ファイル履歴」→
「回復」と順番に選択しよう。最後に、開いたウィンドウにある「システムの復
元を開く」をクリックすればよい。

ここをクリック

1「システムイメージバックアップ」を選択
「コントロールパネル」から「システムとセキュリティ」→「ファイル履歴」と順
番に選択していき、画面左下にある「システム イメージ バックアップ」をク
リックしよう。やや目につきにくい場所にあるので注意。

ここをクリック

1「ファイル履歴」を表示
「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」から「ファイル履歴」を開
き、「個人用ファイルの復元」をクリックする。

ここをクリック

3利用する復元ポイントを指定
利用する復元ポイントを選択して「次へ」をクリック。次の画面で「完了」をク
リックすると復元が実行される。

❶選択する

❷ここをクリック

1「ファイル履歴」を表示
「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「ファイル履歴」をク
リック。利用する／しないは、オン／オフの切り替えボタンで設定できる。

ここをクリック

3復元方法の選択
ハードディスク上に同名のファイルが存在する場合には、どのように復元する
かが選択できる。元のファイル等の状況に合ったものを選択して実行しよう。

動作を選択する

2「ファイル履歴」を表示
緑色のボタンの左右に配置されたボタンでバックアップが作成された日時を
選択し、フォルダやファイルをクリックして指定する。最後に中央の緑色のボ
タンをクリックして復元開始となる。

❶日時を選択する

❸復元開始

❷復元するファイルや
フォルダーを指定

2ドライブの選択
手順1の画面で「ドライブの選択」をクリックすると、バックアップを保存する
ドライブを設定できる。

ここから選択する
ネットワークフォルダを利用する場合は
ここをクリック

3ウィザードにしたがってバックアップを完了する
ウィザードが開始され、バックアップを作成する箇所と対象となるファイルを
選択すると作成開始となる。この過程にはバックアップする容量に応じた時
間が必要になるが、数分程度で完了するはずだ。

❷ここをクリック

❶ここから選択する

2「バックアップの設定」をクリック
これまでに同機能を利用していない場合には、最初にバックアップの設定が
必要になる。画面内のボタンをクリックしてウィザードを開始しよう。

ここをクリック

　Windowsには、万が一のトラブルに備えて自動的にバックアッ
プを作成する機能がある。バックアップの範囲は特定の領域に限
られるが、別のドライブを利用して作成しておくと安心だ。

　これまでのWindowsと同じように、システムイメージのバック
アップを作成することも可能。前述したファイル履歴を利用する方
法と比較して、ニーズに合わせて利用するとよいだろう。

　作成したファイル履歴からファイルを復元する場合、すべての
項目やフォルダ・ライブラリ、ファイル単体などの範囲を指定して
実行することになる。以下の手順を参考にして操作しよう。

　テクニック0224で作成したシステムイメージを利用してシステム
を復元する方法も紹介しておこう。実際に復元が必要になった場
合でも、いくつかのステップで簡単に作業が完了する。

PROHOME

「ファイル履歴」で
バックアップを作成する

0222 PROHOME

「システム イメージ バックアップ」
でバックアップを作成する

0224PROHOME

「ファイル履歴」のバックアップから
復元する

0223 PROHOME

バックアップからシステムを復元する

0225

ここをクリックして
除外するフォルダーを指定
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4詳細設定
手順1の画面の「詳細設定」からは、バックアップファイルを作成する頻度や
使用する容量などの設定が可能だ。使いやすいように設定しておこう。

3除外するフォルダを指定
バックアップを作成する必要のないフォルダがある場合は、手順1の画面の

「除外するフォルダー」から指定しておくとよい。

2「次へ」をクリック
別のウィンドウが開き、復元に関する説明と注意事項が表示される。問題が
ないようであれば「次へ」をクリックして次の手順に進もう。

ここをクリック

1「ファイルの復元」をクリック
「コントロールパネル」から「システムとセキュリティ」→「ファイル履歴」→
「回復」と順番に選択しよう。最後に、開いたウィンドウにある「システムの復
元を開く」をクリックすればよい。

ここをクリック

1「システムイメージバックアップ」を選択
「コントロールパネル」から「システムとセキュリティ」→「ファイル履歴」と順
番に選択していき、画面左下にある「システム イメージ バックアップ」をク
リックしよう。やや目につきにくい場所にあるので注意。

ここをクリック

1「ファイル履歴」を表示
「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」から「ファイル履歴」を開
き、「個人用ファイルの復元」をクリックする。

ここをクリック

3利用する復元ポイントを指定
利用する復元ポイントを選択して「次へ」をクリック。次の画面で「完了」をク
リックすると復元が実行される。

❶選択する

❷ここをクリック

1「ファイル履歴」を表示
「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「ファイル履歴」をク
リック。利用する／しないは、オン／オフの切り替えボタンで設定できる。

ここをクリック

3復元方法の選択
ハードディスク上に同名のファイルが存在する場合には、どのように復元する
かが選択できる。元のファイル等の状況に合ったものを選択して実行しよう。

動作を選択する

2「ファイル履歴」を表示
緑色のボタンの左右に配置されたボタンでバックアップが作成された日時を
選択し、フォルダやファイルをクリックして指定する。最後に中央の緑色のボ
タンをクリックして復元開始となる。

❶日時を選択する

❸復元開始

❷復元するファイルや
フォルダーを指定

2ドライブの選択
手順1の画面で「ドライブの選択」をクリックすると、バックアップを保存する
ドライブを設定できる。

ここから選択する
ネットワークフォルダを利用する場合は
ここをクリック

3ウィザードにしたがってバックアップを完了する
ウィザードが開始され、バックアップを作成する箇所と対象となるファイルを
選択すると作成開始となる。この過程にはバックアップする容量に応じた時
間が必要になるが、数分程度で完了するはずだ。

❷ここをクリック

❶ここから選択する

2「バックアップの設定」をクリック
これまでに同機能を利用していない場合には、最初にバックアップの設定が
必要になる。画面内のボタンをクリックしてウィザードを開始しよう。

ここをクリック

　Windowsには、万が一のトラブルに備えて自動的にバックアッ
プを作成する機能がある。バックアップの範囲は特定の領域に限
られるが、別のドライブを利用して作成しておくと安心だ。

　これまでのWindowsと同じように、システムイメージのバック
アップを作成することも可能。前述したファイル履歴を利用する方
法と比較して、ニーズに合わせて利用するとよいだろう。

　作成したファイル履歴からファイルを復元する場合、すべての
項目やフォルダ・ライブラリ、ファイル単体などの範囲を指定して
実行することになる。以下の手順を参考にして操作しよう。

　テクニック0224で作成したシステムイメージを利用してシステム
を復元する方法も紹介しておこう。実際に復元が必要になった場
合でも、いくつかのステップで簡単に作業が完了する。

PROHOME

「ファイル履歴」で
バックアップを作成する

0222 PROHOME

「システム イメージ バックアップ」
でバックアップを作成する

0224PROHOME

「ファイル履歴」のバックアップから
復元する

0223 PROHOME

バックアップからシステムを復元する

0225

ここをクリックして
除外するフォルダーを指定
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3回復開始
最後に「回復」をクリックすれば、パソコンの回復が開始される。ファイルやア
プリケーション、アカウントなどはすべて削除されるので、すべて了承の上で
回復を開始しよう。

2ディスクの作成
空のディスクをパソコンのドライブにセット。ドライブを選択し、「ディスクの
作成」をクリックすれば、システム修復ディスクが作成される。作成したシステ
ム修復ディスクはきちんと保管しておこう。

❶ドライブを選択する

❷ここをクリック

1「回復ドライブの作成」をクリック
「コントロールパネル」から「システムとセキュリティ」→「ファイル履歴」→
「回復」と順番に選択し、「回復ドライブの作成」をクリックしよう。

ここをクリック

2「次へ」をクリック
「システムファイルを回復ドライブにバックアップします。」の項目にチェック
が入っているのを確認して、「次へ」をクリックしよう。

❷ここをクリック

3システム修復ディスクを使って修復
BIOSでディスクからのブートを設定し、パソコンにシステム修復ディスクを
セットしてパソコンを起動。システム修復ディスクからパソコンが起動するの
で、画面の指示にしたがって修復を行なおう。

「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「システム」→「システ
ムの詳細設定」を開き、「システムの保護」タブの「作成」ボタンをクリック。次
の画面で説明を入力して「作成」をクリックしよう。

説明を入力

「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「システム」→「システ
ムの詳細設定」と進み、「システムの保護」タブにある「構成」ボタンをクリッ
ク。開いたウィンドウのスライダを利用して、容量を設定しておこう。

容量を設定する

1「システム修復ディスクの作成」をクリック
「コントロールパネル」から「システムとセキュリティ」→「ファイル履歴」→「シ
ステム イメージ バックアップ」をクリック。画面左側にある「システム修復
ディスクの作成」をクリックする。

ここをクリック

3ドライブを指定する
利用可能なドライブが複数ある場合にはドライブを選択して「次へ」をクリッ
ク。次の画面で「作成」をクリックすれば回復ドライブが作成される。

❶ここから選択する

❷ここをクリック

　「回復ドライブ」を作成しておけば、パソコンに不具合が起こっ
て起動しないという場合に回復ドライブから起動することができ
る。パソコンを安定している状態で作成しておくのがオススメ。

　「システム修復ディスク」を作成しておけば、Windowsが起動し
なくなってしまったときでも安心だ。ディスクから起動して重大なエ
ラーからの回復やシステムイメージからの復元などが行なえる。

　不具合でパソコンが起動しないという場合は回復ドライブでパ
ソコンを復旧しよう。ただし、ファイルやアプリケーションなどは削
除されてしまうので、了承した上で実行しよう。

　アプリケーションをインストールする直前など、システムに関連
する項目に手を加えるときには復元ポイントを作成しておくと安心
だ。作成する復元ポイントには自動的に日時の情報が付与される
ので、状況を把握できるような説明を入力しておこう。

　復元ポイントは無数に保持されているわけではなく、割り当てら
れた容量に達すると古いものから順に削除されていく。多くの復元
ポイントを保持しておきたい場合や最新のものだけで構わないと
いう場合には使用する容量を変更しておくとよいだろう。

PROHOME

回復ドライブを作成する

0226 PROHOME

システム修復ディスクを作成する

0228PROHOME

回復ドライブから
コンピューター全体を復元する

0227 PROHOME

復元ポイントを作成する

0229

PROHOME

復元ポイントを管理する

0230

1回復ドライブをセットしてパソコンを起動
BIOSで外部ドライブからのブートを設定し、パソコンに回復ドライブをセット
してパソコンを起動。回復ドライブからパソコンが起動するので、キーボード
レイアウトを選択後、トラブルシューティングをクリックする。

❶キーボードレイアウトを
選択する

❷ここをクリック

2回復方法を選択
「トラブルシューティング」画面で「ドライブから回復する」を選択。「ドライブ
から回復する」画面で「ファイルの削除のみ行う」を選択する。

❷ここをクリック

❶ここをクリック
❶チェックが入っているのを確認

ここをクリック
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3回復開始
最後に「回復」をクリックすれば、パソコンの回復が開始される。ファイルやア
プリケーション、アカウントなどはすべて削除されるので、すべて了承の上で
回復を開始しよう。

2ディスクの作成
空のディスクをパソコンのドライブにセット。ドライブを選択し、「ディスクの
作成」をクリックすれば、システム修復ディスクが作成される。作成したシステ
ム修復ディスクはきちんと保管しておこう。

❶ドライブを選択する

❷ここをクリック

1「回復ドライブの作成」をクリック
「コントロールパネル」から「システムとセキュリティ」→「ファイル履歴」→
「回復」と順番に選択し、「回復ドライブの作成」をクリックしよう。

ここをクリック

2「次へ」をクリック
「システムファイルを回復ドライブにバックアップします。」の項目にチェック
が入っているのを確認して、「次へ」をクリックしよう。

❷ここをクリック

3システム修復ディスクを使って修復
BIOSでディスクからのブートを設定し、パソコンにシステム修復ディスクを
セットしてパソコンを起動。システム修復ディスクからパソコンが起動するの
で、画面の指示にしたがって修復を行なおう。

「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「システム」→「システ
ムの詳細設定」を開き、「システムの保護」タブの「作成」ボタンをクリック。次
の画面で説明を入力して「作成」をクリックしよう。

説明を入力

「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「システム」→「システ
ムの詳細設定」と進み、「システムの保護」タブにある「構成」ボタンをクリッ
ク。開いたウィンドウのスライダを利用して、容量を設定しておこう。

容量を設定する

1「システム修復ディスクの作成」をクリック
「コントロールパネル」から「システムとセキュリティ」→「ファイル履歴」→「シ
ステム イメージ バックアップ」をクリック。画面左側にある「システム修復
ディスクの作成」をクリックする。

ここをクリック

3ドライブを指定する
利用可能なドライブが複数ある場合にはドライブを選択して「次へ」をクリッ
ク。次の画面で「作成」をクリックすれば回復ドライブが作成される。

❶ここから選択する

❷ここをクリック

　「回復ドライブ」を作成しておけば、パソコンに不具合が起こっ
て起動しないという場合に回復ドライブから起動することができ
る。パソコンを安定している状態で作成しておくのがオススメ。

　「システム修復ディスク」を作成しておけば、Windowsが起動し
なくなってしまったときでも安心だ。ディスクから起動して重大なエ
ラーからの回復やシステムイメージからの復元などが行なえる。

　不具合でパソコンが起動しないという場合は回復ドライブでパ
ソコンを復旧しよう。ただし、ファイルやアプリケーションなどは削
除されてしまうので、了承した上で実行しよう。

　アプリケーションをインストールする直前など、システムに関連
する項目に手を加えるときには復元ポイントを作成しておくと安心
だ。作成する復元ポイントには自動的に日時の情報が付与される
ので、状況を把握できるような説明を入力しておこう。

　復元ポイントは無数に保持されているわけではなく、割り当てら
れた容量に達すると古いものから順に削除されていく。多くの復元
ポイントを保持しておきたい場合や最新のものだけで構わないと
いう場合には使用する容量を変更しておくとよいだろう。

PROHOME

回復ドライブを作成する

0226 PROHOME

システム修復ディスクを作成する

0228PROHOME

回復ドライブから
コンピューター全体を復元する

0227 PROHOME

復元ポイントを作成する

0229

PROHOME

復元ポイントを管理する

0230

1回復ドライブをセットしてパソコンを起動
BIOSで外部ドライブからのブートを設定し、パソコンに回復ドライブをセット
してパソコンを起動。回復ドライブからパソコンが起動するので、キーボード
レイアウトを選択後、トラブルシューティングをクリックする。

❶キーボードレイアウトを
選択する

❷ここをクリック

2回復方法を選択
「トラブルシューティング」画面で「ドライブから回復する」を選択。「ドライブ
から回復する」画面で「ファイルの削除のみ行う」を選択する。

❷ここをクリック

❶ここをクリック
❶チェックが入っているのを確認

ここをクリック
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「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「システム」とクリックし
ていくと表示される。ほかにもさまざまな情報が表示されているので、確認
方法はしっかりとマスターしておきたいところだ。

「コントロー ルパネル 」
→「システムとセキュリ
ティ」→「システム」→「シ
ステムの詳細設定」と進め
ていき、「詳細設定」タブ
のパフォーマンス欄にある

「設定」ボタンをクリック。
「視覚効果」タブから設定
すればよい。

「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「管理ツール」とクリッ
ク。開かれたウィンドウから「コンピューターの管理」をクリックすると別ウィ
ンドウで起動する。覚えておくと便利なツールだ。

「設定」→「システム」→「バージョン情報」の順にクリック。「プロダクトキー
の変更またはWindowsのエディションをアップグレード」をクリックして、エ
ディションのアップグレード（有料）を開始しよう。

「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「システム」→「システ
ムの詳細設定」と進み、「システムの保護」タブにある「構成」ボタンをクリッ
ク。「システムの保護を無効にする」にチェックを入れればよい。

❶チェックを入れる

❷ここをクリック

ここをクリック

3詳細情報を確認
プロパティからはデバイスに関する詳細情報が確認できる。正常に動作して
いるかの確認からドライバの更新までをこのウィンドウから実行可能だ。

タブをクリック

❸ここをクリック

❷チェックを入れる

❶ここをクリック

「コントロールパネル」
→「システムとセキュリ
ティ」→「システム」→「シ
ステムの詳細設定」と移
動し、「詳細設定」タブに
あるパフォーマンス欄の

「設定」ボタンをクリック。
「データ実行防止」タブ
からアプリなどを追加登
録すればよい。

❶ここをクリック

❷チェックを入れる

1「デバイス マネージャー」を開く
コントロールパネルから「システムとセキュリテリ」→「システム」と選択し、画
面左側のリストから「デバイスマネージャー」を選択しよう。

ここをクリック

エディションが表示される

2デバイスを右クリック
カテゴリが一覧表示されるので、ダブルクリック、もしくは左横の「＞」をクリッ
クしてリストを表示させよう。個別のデバイスが表示されたら右クリックして

「プロパティ」を選択すればよい。

❷デバイスを右クリック

❶カテゴリを開く

❸ここをクリック

　ほかのバックアップ方法を利用するので復元ポイントは必要な
いという場合には、システムの保護を無効にすることもできる。ハー
ドディスクの容量が不安な場合には、保持されている復元ポイント
も併せて削除しておくようにするとよいだろう。

　「管理ツール」とはシステム管理者や上級者向けのツールの集
合体であり、ここからさまざまな項目の把握と設定変更が可能だ。
左側のペインから項目を選択し、中央のペインに表示させて確認
と設定を行なうので、利用する際には覚えておくとよい。

　初期状態では重要なWindowsのプログラムおよびサービスに
ついてだけ有効になっている「データ実行防止機能」だが、この機
能を任意のプログラムやサービスにも適用することができる。セ
キュリティとアプリの動作に直結する設定なので、表示される説明
や詳細を理解してから利用することをオススメする。

　Windows10には「Pro」や「Home」などのエディションがある。
「Home」から「Pro」にエディションを変更して機能を増やしたい
場合には、「Windowsの新しいエディションで機能を増やす」をク
リックするとよい。

　「Pro」や「Home」と、Windows10にはふたつのエディションが
用意されている。自分のパソコンにインストールされているのがどち
らのエディションなのかを確認したい場合には、「コンピューターの
基本的な情報の表示」でチェックするとよい。

　Windows10の画面表示にはさまざまな設定項目があり、それら
をまとめて設定したり、個別に設定したりすることが可能になって
いる。初期状態では最適なものを自動的に設定してくれているの
だが、パソコンの処理速度を最優先した「パフォーマンスを優先す
る」に設定することも可能だ。

　パソコンに接続してる機器をまとめて確認することができるのが
「デバイスマネージャー」だ。ここからは動作状況やデバイスドラ
イバの確認／更新、競合するデバイス、イベント、リソース設定な
どが確認できる。複数のデバイスを管理する際に役立つだろう。

PROHOME

復元ポイントを無効にする

0231

PROHOME

管理ツールを呼び出す

0232

PROHOME

データ実行防止機能を管理する

0235

PROHOME

他のエディションに更新する

0236

PROHOME

システム情報画面で
エディションを確認する

0233

PROHOME

表示パフォーマンスを向上させる

0234

PROHOME

機器ごとの詳細情報を確認する

0237
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「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「システム」とクリックし
ていくと表示される。ほかにもさまざまな情報が表示されているので、確認
方法はしっかりとマスターしておきたいところだ。

「コントロー ルパネル 」
→「システムとセキュリ
ティ」→「システム」→「シ
ステムの詳細設定」と進め
ていき、「詳細設定」タブ
のパフォーマンス欄にある

「設定」ボタンをクリック。
「視覚効果」タブから設定
すればよい。

「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「管理ツール」とクリッ
ク。開かれたウィンドウから「コンピューターの管理」をクリックすると別ウィ
ンドウで起動する。覚えておくと便利なツールだ。

「設定」→「システム」→「バージョン情報」の順にクリック。「プロダクトキー
の変更またはWindowsのエディションをアップグレード」をクリックして、エ
ディションのアップグレード（有料）を開始しよう。

「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「システム」→「システ
ムの詳細設定」と進み、「システムの保護」タブにある「構成」ボタンをクリッ
ク。「システムの保護を無効にする」にチェックを入れればよい。

❶チェックを入れる

❷ここをクリック

ここをクリック

3詳細情報を確認
プロパティからはデバイスに関する詳細情報が確認できる。正常に動作して
いるかの確認からドライバの更新までをこのウィンドウから実行可能だ。

タブをクリック

❸ここをクリック

❷チェックを入れる

❶ここをクリック

「コントロールパネル」
→「システムとセキュリ
ティ」→「システム」→「シ
ステムの詳細設定」と移
動し、「詳細設定」タブに
あるパフォーマンス欄の

「設定」ボタンをクリック。
「データ実行防止」タブ
からアプリなどを追加登
録すればよい。

❶ここをクリック

❷チェックを入れる

1「デバイス マネージャー」を開く
コントロールパネルから「システムとセキュリテリ」→「システム」と選択し、画
面左側のリストから「デバイスマネージャー」を選択しよう。

ここをクリック

エディションが表示される

2デバイスを右クリック
カテゴリが一覧表示されるので、ダブルクリック、もしくは左横の「＞」をクリッ
クしてリストを表示させよう。個別のデバイスが表示されたら右クリックして

「プロパティ」を選択すればよい。

❷デバイスを右クリック

❶カテゴリを開く

❸ここをクリック

　ほかのバックアップ方法を利用するので復元ポイントは必要な
いという場合には、システムの保護を無効にすることもできる。ハー
ドディスクの容量が不安な場合には、保持されている復元ポイント
も併せて削除しておくようにするとよいだろう。

　「管理ツール」とはシステム管理者や上級者向けのツールの集
合体であり、ここからさまざまな項目の把握と設定変更が可能だ。
左側のペインから項目を選択し、中央のペインに表示させて確認
と設定を行なうので、利用する際には覚えておくとよい。

　初期状態では重要なWindowsのプログラムおよびサービスに
ついてだけ有効になっている「データ実行防止機能」だが、この機
能を任意のプログラムやサービスにも適用することができる。セ
キュリティとアプリの動作に直結する設定なので、表示される説明
や詳細を理解してから利用することをオススメする。

　Windows10には「Pro」や「Home」などのエディションがある。
「Home」から「Pro」にエディションを変更して機能を増やしたい
場合には、「Windowsの新しいエディションで機能を増やす」をク
リックするとよい。

　「Pro」や「Home」と、Windows10にはふたつのエディションが
用意されている。自分のパソコンにインストールされているのがどち
らのエディションなのかを確認したい場合には、「コンピューターの
基本的な情報の表示」でチェックするとよい。

　Windows10の画面表示にはさまざまな設定項目があり、それら
をまとめて設定したり、個別に設定したりすることが可能になって
いる。初期状態では最適なものを自動的に設定してくれているの
だが、パソコンの処理速度を最優先した「パフォーマンスを優先す
る」に設定することも可能だ。

　パソコンに接続してる機器をまとめて確認することができるのが
「デバイスマネージャー」だ。ここからは動作状況やデバイスドラ
イバの確認／更新、競合するデバイス、イベント、リソース設定な
どが確認できる。複数のデバイスを管理する際に役立つだろう。

PROHOME

復元ポイントを無効にする

0231

PROHOME

管理ツールを呼び出す

0232

PROHOME

データ実行防止機能を管理する

0235

PROHOME

他のエディションに更新する

0236

PROHOME

システム情報画面で
エディションを確認する

0233

PROHOME

表示パフォーマンスを向上させる

0234

PROHOME

機器ごとの詳細情報を確認する

0237
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「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「セキュリティとメンテ
ナンス」の「コンピューターの一般的な問題のトラブルシューティング」→「設
定の変更」をクリックして設定しよう。

「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「コンピューターの一般
的な問題のトラブルシューティング」→「履歴の表示」と進めていくとレポート
を確認できる。不要と思えるものがあれば削除しよう。

1トラブルの種類を選択
「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「コンピューターの一般
的な問題のトラブルシューティング」と進めていく。開いたウィンドウから、ト
ラブルの種類を選択しよう。

トラブルの種類を選択

2解決したいトラブルを選択
トラブルが発生していると推測される項目が、その内容とともに一覧表示さ
れる。ここからトラブルを解決したい項目をクリックすると、ウィザード形式で
のトラブルシューティングが開始される。

解決したいトラブルを選択

3詳細情報を確認
別途ウィザードのウィンドウが開くので、以降は手順にしたがって進めていけ
ばよい。また、「詳細設定」を開き管理者権限で実行すると、さらに多くの問
題点が見つかる可能性があるので覚えておこう。

ここをクリック

1「イベント ログの表示」をクリック
コントロールパネルを表示させて「システムとセキュリティ」を選択する。次に

「管理ツール」の項目に表示されている「イベント ログの表示」をクリックし
て「イベントビューアー」を開こう。

ここをクリック

❶ここを選択する

❷ここをクリック

❶一覧から選択する

❷ここをクリック

2「イベントビューアー」が表示される
「イベントビューアー」が表示されたら、「管理イベントの要約」から「エラー」
選択する。次に右側のペインから、エラーの下にある「このイベントのすべて
のインスタンスを表示」をクリックしよう。

❷ここをクリック
❶ここをクリック

3詳細情報を確認
ウィンドウの表示が切り替わり、イベントが個別に表示される。中央のペイン
の上部からイベントを選択すると、その下にエラーの情報と詳細が表示され
る。

❶ここから選択する

❷表示を切り替える

「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「管理ツール」→「コン
ピューターの管理」と進み、メニューの「表示」から「カスタマイズ」を選択。

❷ここをクリック

❶表示したいものに
チェックを入れる

「イベントビューアー」を表示し、中央のペインの「管理イベントの要約」から
「エラー」をダブルクリックするとエラーの頻度が表示される。

ここに表示される

　一般的かつ発生しやすいトラブルであれば、トラブルシューティ
ングツールで対応できることもある。パソコンに不具合が生じたら
最初に試してみるべき機能といえるだろう。

　Windowsではデスクトップに通知されるエラーだけでなく、表示
されないエラーも発生している。特定の操作で特定のエラーが発
生するようであれば、イベントビューアーの情報を参考にしよう。

　普段パソコンを使用していると、トラブルシューティングのため
の確認メッセージが表示されることがある。これはWindowsがシス
テムを保守しているために表示されているのだが、これが煩わしい
こともあるだろう。そのような場合にはこのメッセージ表示を無効
化すればよい。

　トラブルシューティングを利用した履歴は、レポートとして保管さ
れている。このレポートは後々の参考になることもあるのだが、不要
と感じるならば削除してもよい。必要なレポートは残すこともできる
ので、内容をチェックしながら作業するとよいだろう。

　エラーがどのくらいの頻度で発生しているのかを確認することも
できる。その頻度は過去１時間、24時間、７日のスパンに分類され
て表示される。問題解決のヒントになりうる項目なので、問題発生
時には併せてチェックしておきたいところだ。

　「コンピューターの管理」は有効なツールではあるが、操作や表
示など、少々煩雑に感じることもある。そこで表示する項目を選択
し、シンプルに使いやすくするとよい。以下の手順を参考にして表
示させたくない項目のチェックをはずしていこう。

PROHOME

トラブルの詳細と解決策を調べる

0238 PROHOME

イベントビューアーの
詳細ログを確認する

0241PROHOME

トラブルシューティングの
確認メッセージを無効化する

0239

PROHOME

解決済みの問題レポートと
解決策を消去する

0240

PROHOME

イベントビューアーで
エラーの発生頻度をチェックする

0242

PROHOME

「コンピューターの管理」の
表示設定をする

0243
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「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「セキュリティとメンテ
ナンス」の「コンピューターの一般的な問題のトラブルシューティング」→「設
定の変更」をクリックして設定しよう。

「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「コンピューターの一般
的な問題のトラブルシューティング」→「履歴の表示」と進めていくとレポート
を確認できる。不要と思えるものがあれば削除しよう。

1トラブルの種類を選択
「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「コンピューターの一般
的な問題のトラブルシューティング」と進めていく。開いたウィンドウから、ト
ラブルの種類を選択しよう。

トラブルの種類を選択

2解決したいトラブルを選択
トラブルが発生していると推測される項目が、その内容とともに一覧表示さ
れる。ここからトラブルを解決したい項目をクリックすると、ウィザード形式で
のトラブルシューティングが開始される。

解決したいトラブルを選択

3詳細情報を確認
別途ウィザードのウィンドウが開くので、以降は手順にしたがって進めていけ
ばよい。また、「詳細設定」を開き管理者権限で実行すると、さらに多くの問
題点が見つかる可能性があるので覚えておこう。

ここをクリック

1「イベント ログの表示」をクリック
コントロールパネルを表示させて「システムとセキュリティ」を選択する。次に

「管理ツール」の項目に表示されている「イベント ログの表示」をクリックし
て「イベントビューアー」を開こう。

ここをクリック

❶ここを選択する

❷ここをクリック

❶一覧から選択する

❷ここをクリック

2「イベントビューアー」が表示される
「イベントビューアー」が表示されたら、「管理イベントの要約」から「エラー」
選択する。次に右側のペインから、エラーの下にある「このイベントのすべて
のインスタンスを表示」をクリックしよう。

❷ここをクリック
❶ここをクリック

3詳細情報を確認
ウィンドウの表示が切り替わり、イベントが個別に表示される。中央のペイン
の上部からイベントを選択すると、その下にエラーの情報と詳細が表示され
る。

❶ここから選択する

❷表示を切り替える

「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「管理ツール」→「コン
ピューターの管理」と進み、メニューの「表示」から「カスタマイズ」を選択。

❷ここをクリック

❶表示したいものに
チェックを入れる

「イベントビューアー」を表示し、中央のペインの「管理イベントの要約」から
「エラー」をダブルクリックするとエラーの頻度が表示される。

ここに表示される

　一般的かつ発生しやすいトラブルであれば、トラブルシューティ
ングツールで対応できることもある。パソコンに不具合が生じたら
最初に試してみるべき機能といえるだろう。

　Windowsではデスクトップに通知されるエラーだけでなく、表示
されないエラーも発生している。特定の操作で特定のエラーが発
生するようであれば、イベントビューアーの情報を参考にしよう。

　普段パソコンを使用していると、トラブルシューティングのため
の確認メッセージが表示されることがある。これはWindowsがシス
テムを保守しているために表示されているのだが、これが煩わしい
こともあるだろう。そのような場合にはこのメッセージ表示を無効
化すればよい。

　トラブルシューティングを利用した履歴は、レポートとして保管さ
れている。このレポートは後々の参考になることもあるのだが、不要
と感じるならば削除してもよい。必要なレポートは残すこともできる
ので、内容をチェックしながら作業するとよいだろう。

　エラーがどのくらいの頻度で発生しているのかを確認することも
できる。その頻度は過去１時間、24時間、７日のスパンに分類され
て表示される。問題解決のヒントになりうる項目なので、問題発生
時には併せてチェックしておきたいところだ。

　「コンピューターの管理」は有効なツールではあるが、操作や表
示など、少々煩雑に感じることもある。そこで表示する項目を選択
し、シンプルに使いやすくするとよい。以下の手順を参考にして表
示させたくない項目のチェックをはずしていこう。

PROHOME

トラブルの詳細と解決策を調べる

0238 PROHOME

イベントビューアーの
詳細ログを確認する

0241PROHOME

トラブルシューティングの
確認メッセージを無効化する

0239

PROHOME

解決済みの問題レポートと
解決策を消去する

0240

PROHOME

イベントビューアーで
エラーの発生頻度をチェックする

0242

PROHOME

「コンピューターの管理」の
表示設定をする

0243
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「パフォーマンスモニター」を表示させ、右ペイン上段に用意されているメ
ニューから「+（追加）」をクリックする。「カウンターの追加」画面が表示され
るので、ここで追加する要素を選択していこう。

「パフォーマンス モニター」を開き、左ペインにある「モニターツール」を右
クリック。表示されたメニューから「システムの信頼性の表示」をクリックする
と、上の画面を呼び出すことができる。

「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「管理ツール」→「パ
フォーマンス モニター」と選択していく。次に左側のペインから「パフォーマ
ンス モニター」をクリックすればよい。

「信頼性モニター」を表示して日付を選択すると、その日に起こったイベント
やエラーを確認できる。さらに、個別の詳細をチェックしたい場合には、「操
作」の欄の青文字をクリックしよう。

「コンピューターの管理」を表示して、メニューバーの「ファイル」から「オプ
ション」をクリック。「オプション」画面で「ファイルの削除」をクリックしよう。

❷ここをクリック

❶表示したいものを選択する

ここをクリック

ここをクリック

テクニック0244の手順で「パフォーマンス モニター」を開き、グラフの左上
のメニューから表示方法を変更できるので覚えておこう。

❶ここをクリック

❷表示形式を選択

❶日付を選択

❷確認したいものをクリック

　「パフォーマンスモニター」はパソコンへの負荷を視覚的に表示
してくれる機能。これを利用すると、パソコンのパフォーマンスを記
録することでデータを収集し、レポートとして表示することができる
ようになる。パソコンの処理能力の把握に最適だ。

　初期状態のままであればパフォーマンスモニターは折れ線グラ
フで表示されるが、この表示方法を変更することが可能だ。グラフ
のペインのメニューから「ヒストグラム」と「レポート」に切り替えるこ
とができる。用途に合わせて使い分けるとよいだろう。

　「信頼性モニター」からはエラーなどの詳細を知ることもできる。
各種のエラーやイベントが発生している日付をクリックすると、下段
にその日の一覧が表示される。さらに、表示された項目をクリックす
ることでエラーやイベントの詳細が表示される。

　「コンピューターの管理」内の各種コンソールは、その表示内容
を変更できるようになっているが、これらの設定ファイルは削除す
ることもできる。表示内容を初期状態に戻したい場合やハードディ
スクの容量をわずかでも空けたい場合には削除してしまおう。

　初期状態のパフォーマンスモニターに表示されているのは、
CPUの使用率だが、ここにほかの要素を追加することも可能だ。
あくまで追加できる要素を理解していることが前提になるので、使
いこなすには専門的な知識が必要になるだろう。

　「信頼性モニター」はモニターツールの一種で、Windowsやア
プリケーションのエラーやイベントを表示してくれるもの。こまめに
チェックすると、今現在の自分のパソコンの信頼度がどの程度あ
るのかを１～10のスコアで把握することができる。

PROHOME

パフォーマンスモニターを開く

0244

PROHOME

パフォーマンスモニターの
表示を変更する

0245

PROHOME

信頼性モニターでエラーの
詳細を調べる

0248

PROHOME

「コンピューターの管理」の
機能を整理する

0249

PROHOME

パフォーマンスモニターの
表示内容を設定する

0246

PROHOME

信頼性モニターで
パソコンの安定性を調べる

0247

「設定」→「更新とセキュリティ」→「Windows Update」で「詳細オプション」
をクリック。「Windowsの更新時に～」にチェックを入れる。

「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「管理ツール」→「Wind
ows メモリ診断」を開き、実行するタイミングを選択しよう。

実行するタイミングを選択する

　Windows Update実行時にほかのMicrosoft製品の更新プロ
グラムをインストールすることもできる。これはあらかじめ設定して
おかないとインストールされないので「Windows Update」の設定
でほかのMicrosoft製品の更新プログラムの入手を有効にしてお
こう。

　パソコンのトラブルはメモリの不具合に関するものが多い。その
ため、Windowsにはメモリの問題をチェックする診断機能が標準
搭載されている。パソコンの動作がおかしいと感じた場合には、メ
モリの動作をチェックしてみるとよいだろう。

PROHOME

Microsoft製品の更新プログラムを
インストールする

0250

PROHOME

メモリの動作を確認する

0251

チェックを入れる
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「パフォーマンスモニター」を表示させ、右ペイン上段に用意されているメ
ニューから「+（追加）」をクリックする。「カウンターの追加」画面が表示され
るので、ここで追加する要素を選択していこう。

「パフォーマンス モニター」を開き、左ペインにある「モニターツール」を右
クリック。表示されたメニューから「システムの信頼性の表示」をクリックする
と、上の画面を呼び出すことができる。

「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「管理ツール」→「パ
フォーマンス モニター」と選択していく。次に左側のペインから「パフォーマ
ンス モニター」をクリックすればよい。

「信頼性モニター」を表示して日付を選択すると、その日に起こったイベント
やエラーを確認できる。さらに、個別の詳細をチェックしたい場合には、「操
作」の欄の青文字をクリックしよう。

「コンピューターの管理」を表示して、メニューバーの「ファイル」から「オプ
ション」をクリック。「オプション」画面で「ファイルの削除」をクリックしよう。

❷ここをクリック

❶表示したいものを選択する

ここをクリック

ここをクリック

テクニック0244の手順で「パフォーマンス モニター」を開き、グラフの左上
のメニューから表示方法を変更できるので覚えておこう。

❶ここをクリック

❷表示形式を選択

❶日付を選択

❷確認したいものをクリック

　「パフォーマンスモニター」はパソコンへの負荷を視覚的に表示
してくれる機能。これを利用すると、パソコンのパフォーマンスを記
録することでデータを収集し、レポートとして表示することができる
ようになる。パソコンの処理能力の把握に最適だ。

　初期状態のままであればパフォーマンスモニターは折れ線グラ
フで表示されるが、この表示方法を変更することが可能だ。グラフ
のペインのメニューから「ヒストグラム」と「レポート」に切り替えるこ
とができる。用途に合わせて使い分けるとよいだろう。

　「信頼性モニター」からはエラーなどの詳細を知ることもできる。
各種のエラーやイベントが発生している日付をクリックすると、下段
にその日の一覧が表示される。さらに、表示された項目をクリックす
ることでエラーやイベントの詳細が表示される。

　「コンピューターの管理」内の各種コンソールは、その表示内容
を変更できるようになっているが、これらの設定ファイルは削除す
ることもできる。表示内容を初期状態に戻したい場合やハードディ
スクの容量をわずかでも空けたい場合には削除してしまおう。

　初期状態のパフォーマンスモニターに表示されているのは、
CPUの使用率だが、ここにほかの要素を追加することも可能だ。
あくまで追加できる要素を理解していることが前提になるので、使
いこなすには専門的な知識が必要になるだろう。

　「信頼性モニター」はモニターツールの一種で、Windowsやア
プリケーションのエラーやイベントを表示してくれるもの。こまめに
チェックすると、今現在の自分のパソコンの信頼度がどの程度あ
るのかを１～10のスコアで把握することができる。

PROHOME

パフォーマンスモニターを開く

0244

PROHOME

パフォーマンスモニターの
表示を変更する

0245

PROHOME

信頼性モニターでエラーの
詳細を調べる

0248

PROHOME

「コンピューターの管理」の
機能を整理する

0249

PROHOME

パフォーマンスモニターの
表示内容を設定する

0246

PROHOME

信頼性モニターで
パソコンの安定性を調べる

0247

「設定」→「更新とセキュリティ」→「Windows Update」で「詳細オプション」
をクリック。「Windowsの更新時に～」にチェックを入れる。

「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「管理ツール」→「Wind
ows メモリ診断」を開き、実行するタイミングを選択しよう。

実行するタイミングを選択する

　Windows Update実行時にほかのMicrosoft製品の更新プロ
グラムをインストールすることもできる。これはあらかじめ設定して
おかないとインストールされないので「Windows Update」の設定
でほかのMicrosoft製品の更新プログラムの入手を有効にしてお
こう。

　パソコンのトラブルはメモリの不具合に関するものが多い。その
ため、Windowsにはメモリの問題をチェックする診断機能が標準
搭載されている。パソコンの動作がおかしいと感じた場合には、メ
モリの動作をチェックしてみるとよいだろう。

PROHOME

Microsoft製品の更新プログラムを
インストールする

0250

PROHOME

メモリの動作を確認する

0251

チェックを入れる
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「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「管理ツール」→「コン
ピューターの管理」と選択。画面の左側のペインから「ディスクの管理」をク
リックして表示しよう。

「表示」メニューからは、中央のペインの上部と下部に表示する項目の設定が
変更できる。また、「表示」→「設定」からは配色の変更や表示サイズの変更も
可能になっているので活用しよう。

ここをクリック

ここをクリック

ボリュームがフォーマット済みの場合は右クリックメニューの「フォーマット」
を選択する。なお、未割り当て領域の場合は、右クリックメニューから「新しい
シンプルボリューム」を選択しよう。

❷フォーマット済みの
場合はここを選択

❶右クリック

　利用可能なディスクの情報を把握するのに最適なのが「ディス
クの管理」ウィンドウだ。この画面には、ディスクの情報確認だけ
でなく、フォーマットやパーティションの管理など、さまざまな機能が
コンパクトにまとまっているので、積極的に活用していきたい。

　上で紹介した「ディスクの管理」ウィンドウだが、ハードディスク
を複数台接続している場合などは情報量が多すぎて見づらいこと
もある。そこで、表示させる項目を絞り込んだり、表示色などをカス
タマイズして視覚的に把握しやすくしよう。

　一般的に「ボリューム」とは、まとまったディスク領域のことであ
り、パーティションで区切られたフォーマット済みの領域も、未割り
当て領域もこれに含まれる。このボリュームをフォーマットするに
は、その領域を右クリックしてメニューから実行すればよい。

PROHOME

「コンピュータの管理」画面で
ディスクを管理する

0252

PROHOME

「ディスク管理」画面を見やすくする

0253 PROHOME

ボリュームをフォーマットする

0255

1「ディスクの管理」を起動する
テクニック0252の手順で「コンピューターの管理」を開き、ウィンドウの左
側のペインから「ディスクの管理」をクリックする。

ここをクリック

3ウィザードにしたがって作業を進める
画面の指示にしたがって、ディスク容量、ドライブレター、ファイルシステムな
どを設定してパーティションを作成しよう。

❷ここをクリック

❶確認する

2「新しいシンプルボリューム」を選択
「未割り当て」と表示されている領域を右クリックし、メニューから「新しいシ
ンプルボリューム」を選択する。

❷ここをクリック

❶右クリック

2ディスクの拡張
拡張はウィザード形式で設定していく。なお、パーティションを拡張する場合
は、同一ディスク上に未割り当て領域があることが条件となる。

❶数値で設定する

❷ここをクリック

3ディスクの縮小
縮小の手順はシンプルで、ひとつのウィンドウ内で完結する。縮小について
の条件はないが、パーティション内のデータが消去されるので、必要なデー
タに関しては作業前にバックアップを作成しておこう。

❷ここをクリック

❶数値で設定する

1「ボリュームの拡張」、または「ボリュームの縮小」を選択
「ディスクの管理」を開き、変更したいパーティションを右クリック。メニューか
ら「ボリュームの拡張」、または「ボリュームの縮小」を選択しよう。

❶右クリック
❷選択してクリック

　フォーマットされていない状態のハードディスクは、あらかじめ
パーティションを作成することで２つのハードディスクとして利用す
ることができる。以下の手順を参考に進めてみよう。

　ハードディスク上のパーティションは拡張／縮小が可能。「ディ
スクの管理」画面で変更したいパーティションを右クリックし、「ボ
リュームの拡張」、または「ボリュームの縮小」を選択しよう。

PROHOME

ハードディスクを分割する

0256 PROHOME

パーティションのサイズを変更

0257

削除したいパーティションを右クリックして、表示されるメニューから「ボ
リュームの削除」をクリックする。

❷ここをクリック

❶右クリック

　フォーマット済みのパーティションは、再度未割り当て領域に戻
すこともできる。パーティション作成の際に容量の割り当てを間違
えてしまった場合にも利用できるテクニックだ。当然ながら保存し
ていたデータは消失してしまうので、バックアップを忘れずに。

PROHOME

パーティションを削除する

0254
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「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「管理ツール」→「コン
ピューターの管理」と選択。画面の左側のペインから「ディスクの管理」をク
リックして表示しよう。

「表示」メニューからは、中央のペインの上部と下部に表示する項目の設定が
変更できる。また、「表示」→「設定」からは配色の変更や表示サイズの変更も
可能になっているので活用しよう。

ここをクリック

ここをクリック

ボリュームがフォーマット済みの場合は右クリックメニューの「フォーマット」
を選択する。なお、未割り当て領域の場合は、右クリックメニューから「新しい
シンプルボリューム」を選択しよう。

❷フォーマット済みの
場合はここを選択

❶右クリック

　利用可能なディスクの情報を把握するのに最適なのが「ディス
クの管理」ウィンドウだ。この画面には、ディスクの情報確認だけ
でなく、フォーマットやパーティションの管理など、さまざまな機能が
コンパクトにまとまっているので、積極的に活用していきたい。

　上で紹介した「ディスクの管理」ウィンドウだが、ハードディスク
を複数台接続している場合などは情報量が多すぎて見づらいこと
もある。そこで、表示させる項目を絞り込んだり、表示色などをカス
タマイズして視覚的に把握しやすくしよう。

　一般的に「ボリューム」とは、まとまったディスク領域のことであ
り、パーティションで区切られたフォーマット済みの領域も、未割り
当て領域もこれに含まれる。このボリュームをフォーマットするに
は、その領域を右クリックしてメニューから実行すればよい。

PROHOME

「コンピュータの管理」画面で
ディスクを管理する

0252

PROHOME

「ディスク管理」画面を見やすくする

0253 PROHOME

ボリュームをフォーマットする

0255

1「ディスクの管理」を起動する
テクニック0252の手順で「コンピューターの管理」を開き、ウィンドウの左
側のペインから「ディスクの管理」をクリックする。

ここをクリック

3ウィザードにしたがって作業を進める
画面の指示にしたがって、ディスク容量、ドライブレター、ファイルシステムな
どを設定してパーティションを作成しよう。

❷ここをクリック

❶確認する

2「新しいシンプルボリューム」を選択
「未割り当て」と表示されている領域を右クリックし、メニューから「新しいシ
ンプルボリューム」を選択する。

❷ここをクリック

❶右クリック

2ディスクの拡張
拡張はウィザード形式で設定していく。なお、パーティションを拡張する場合
は、同一ディスク上に未割り当て領域があることが条件となる。

❶数値で設定する

❷ここをクリック

3ディスクの縮小
縮小の手順はシンプルで、ひとつのウィンドウ内で完結する。縮小について
の条件はないが、パーティション内のデータが消去されるので、必要なデー
タに関しては作業前にバックアップを作成しておこう。

❷ここをクリック

❶数値で設定する

1「ボリュームの拡張」、または「ボリュームの縮小」を選択
「ディスクの管理」を開き、変更したいパーティションを右クリック。メニューか
ら「ボリュームの拡張」、または「ボリュームの縮小」を選択しよう。

❶右クリック
❷選択してクリック

　フォーマットされていない状態のハードディスクは、あらかじめ
パーティションを作成することで２つのハードディスクとして利用す
ることができる。以下の手順を参考に進めてみよう。

　ハードディスク上のパーティションは拡張／縮小が可能。「ディ
スクの管理」画面で変更したいパーティションを右クリックし、「ボ
リュームの拡張」、または「ボリュームの縮小」を選択しよう。

PROHOME

ハードディスクを分割する

0256 PROHOME

パーティションのサイズを変更

0257

削除したいパーティションを右クリックして、表示されるメニューから「ボ
リュームの削除」をクリックする。

❷ここをクリック

❶右クリック

　フォーマット済みのパーティションは、再度未割り当て領域に戻
すこともできる。パーティション作成の際に容量の割り当てを間違
えてしまった場合にも利用できるテクニックだ。当然ながら保存し
ていたデータは消失してしまうので、バックアップを忘れずに。

PROHOME

パーティションを削除する

0254
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フォーマットされていないハードディスクを右クリックして、「GPTディスクに
変換」、もしくは「ダイナミックディスクに変換」をクリックする。

❷どちらかを選択

❶右クリック

3ディスクを追加
上の画面が表示されたら、ストライプボリュームにしたいディスクをすべて追
加し、先に進めよう。自動的に選択されている場合もあるので注意。

こちら側に移動させる

1「新しいストライプボリューム」を選択
「コンピューターの管理」を開いて「ディスクの管理」をクリック。未割り当て
領域を右クリックして、「新しいストライプボリューム」を選択する。

❸ここをクリック

❶ここをクリック

❷右クリック

2ウィザードを起動して手順にしたがって進める
「新しいストライプボリューム」ウィザードが起動するので、画面の指示にした
がって進めていこう。

ここをクリック

　大容量のHDDを利用する場合に便利な「GPTディスク」と、
RAIDを利用する場合に便利な「ダイナミックディスク」を利用する
には、「ディスクの管理」から設定を行なおう。

　異なるハードディスク上に未割り当て領域があるなら、「ストライ
プボリューム」を活用しよう。複数のハードディスクに分散してデー
タを書き込むことで読み書きの高速化が図れるのだ。

PROHOME

ダイナミック／GPTディスクを
利用する

0259

PROHOME

データを分散して書き込みする

0260

エクスプローラーの「PC」から確認したいリムーバブルディスクを右クリック
しよう。表示されたメニューから、最下段にある「プロパティ」を選択すれば上
のウィンドウを開くことができる。

デバイスのカテゴリの左にある「

△

」をクリックすると、そのカテゴリのデバイ
スが一覧表示されるので、そこから確認しよう。

リムーバブルディスクの「プロパティ」を開き、「ツール」タブをクリック。「エ
ラーチェック」欄の「チェック」をクリックしてエラーチェックを実行しよう。

「エクスプローラー」→「PC」とクリックすれば、現在利用可能なディスクドラ
イブがすべて表示される。

トラブルが発生しているデバイス

ここをクリック

ここをクリック

❷ここをクリック

❶ここをクリック

　デバイスが利用できなくなった場合にまず確かめるべきなのが
「デバイスマネージャー」。ここではパソコンに接続しているデバイ
スをすべて管理できるので、カテゴリを指定して個別のデバイスを
確認しよう。デバイス名の右に「！」マークがある場合は、そのデバイ
スにトラブルが発生している。

　現在パソコンから利用できるハードディスクやリムーバブルディ
スクをもっとも簡単、かつ迅速にチェックできるのが、「PC」を表示
させる方法。「PC」の表示はパソコン操作の基本なので、表示し
たことのないユーザーはいないと言っても過言ではないだろう。

　リムーバブルディスクの使用状況は各デバイスの「プロパティ」
から確認可能だ。また、「プロパティ」画面の「全般」タブを開けば、
ボリューム名称やファイルシステム、使用／空き領域などリムーバ
ブルディスクの現在の状態をチェックできる。

　リムーバブルディスクに発生するエラーは、デバイスそのものの
パフォーマンスを低下させてしまうことが多い。そこで、トラブルが
頻発するようであれば「エラーチェック」を利用するとよい。こまめ
に確認しておけば、それだけトラブル発生率が低下するはずだ。

PROHOME

デバイスのエラーを確認する

0261

PROHOME

利用できるハードディスクや
リムーバブルディスクを確認する

0262

PROHOME

リムーバブルディスクの
使用状況を確認

0263

PROHOME

リムーバブルディスクで
起こるエラーを確認修復

0264

「ディスクの管理」画面中央のペイン上部の一覧から、ドライブレターを変更
したいディスクを右クリックして、「ドライブ文字とパスの変更」を選択。次の
画面で「変更」をクリックし、割り当てたいドライブレターを設定して「OK」を
クリックしよう。

❶ここをクリックしてドライブレターを設定

❷ここをクリック

　「ドライブレター」とは、記憶領域を持つデバイスに割り当てられ
る「(C:)」などというアルファベットのこと。普段は接続した順番で
自動的に割り振られているが、これを任意に変更することも可能
だ。自分の使いやすいように設定しておこう。

PROHOME

ディスクのドライブレターを変更する

0258
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フォーマットされていないハードディスクを右クリックして、「GPTディスクに
変換」、もしくは「ダイナミックディスクに変換」をクリックする。

❷どちらかを選択

❶右クリック

3ディスクを追加
上の画面が表示されたら、ストライプボリュームにしたいディスクをすべて追
加し、先に進めよう。自動的に選択されている場合もあるので注意。

こちら側に移動させる

1「新しいストライプボリューム」を選択
「コンピューターの管理」を開いて「ディスクの管理」をクリック。未割り当て
領域を右クリックして、「新しいストライプボリューム」を選択する。

❸ここをクリック

❶ここをクリック

❷右クリック

2ウィザードを起動して手順にしたがって進める
「新しいストライプボリューム」ウィザードが起動するので、画面の指示にした
がって進めていこう。

ここをクリック

　大容量のHDDを利用する場合に便利な「GPTディスク」と、
RAIDを利用する場合に便利な「ダイナミックディスク」を利用する
には、「ディスクの管理」から設定を行なおう。

　異なるハードディスク上に未割り当て領域があるなら、「ストライ
プボリューム」を活用しよう。複数のハードディスクに分散してデー
タを書き込むことで読み書きの高速化が図れるのだ。

PROHOME

ダイナミック／GPTディスクを
利用する

0259

PROHOME

データを分散して書き込みする

0260

エクスプローラーの「PC」から確認したいリムーバブルディスクを右クリック
しよう。表示されたメニューから、最下段にある「プロパティ」を選択すれば上
のウィンドウを開くことができる。

デバイスのカテゴリの左にある「

△

」をクリックすると、そのカテゴリのデバイ
スが一覧表示されるので、そこから確認しよう。

リムーバブルディスクの「プロパティ」を開き、「ツール」タブをクリック。「エ
ラーチェック」欄の「チェック」をクリックしてエラーチェックを実行しよう。

「エクスプローラー」→「PC」とクリックすれば、現在利用可能なディスクドラ
イブがすべて表示される。

トラブルが発生しているデバイス

ここをクリック

ここをクリック

❷ここをクリック

❶ここをクリック

　デバイスが利用できなくなった場合にまず確かめるべきなのが
「デバイスマネージャー」。ここではパソコンに接続しているデバイ
スをすべて管理できるので、カテゴリを指定して個別のデバイスを
確認しよう。デバイス名の右に「！」マークがある場合は、そのデバイ
スにトラブルが発生している。

　現在パソコンから利用できるハードディスクやリムーバブルディ
スクをもっとも簡単、かつ迅速にチェックできるのが、「PC」を表示
させる方法。「PC」の表示はパソコン操作の基本なので、表示し
たことのないユーザーはいないと言っても過言ではないだろう。

　リムーバブルディスクの使用状況は各デバイスの「プロパティ」
から確認可能だ。また、「プロパティ」画面の「全般」タブを開けば、
ボリューム名称やファイルシステム、使用／空き領域などリムーバ
ブルディスクの現在の状態をチェックできる。

　リムーバブルディスクに発生するエラーは、デバイスそのものの
パフォーマンスを低下させてしまうことが多い。そこで、トラブルが
頻発するようであれば「エラーチェック」を利用するとよい。こまめ
に確認しておけば、それだけトラブル発生率が低下するはずだ。

PROHOME

デバイスのエラーを確認する

0261

PROHOME

利用できるハードディスクや
リムーバブルディスクを確認する

0262

PROHOME

リムーバブルディスクの
使用状況を確認

0263

PROHOME

リムーバブルディスクで
起こるエラーを確認修復

0264

「ディスクの管理」画面中央のペイン上部の一覧から、ドライブレターを変更
したいディスクを右クリックして、「ドライブ文字とパスの変更」を選択。次の
画面で「変更」をクリックし、割り当てたいドライブレターを設定して「OK」を
クリックしよう。

❶ここをクリックしてドライブレターを設定

❷ここをクリック

　「ドライブレター」とは、記憶領域を持つデバイスに割り当てられ
る「(C:)」などというアルファベットのこと。普段は接続した順番で
自動的に割り振られているが、これを任意に変更することも可能
だ。自分の使いやすいように設定しておこう。

PROHOME

ディスクのドライブレターを変更する

0258
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「エクスプローラー」→「PC」→確認したいデバイスを右クリックして「プロパ
ティ」を開き、「ツール」タブにある「最適化」ボタンをクリック。「ドライブの最
適化」画面で最適化するドライブを選択して、「最適化」をクリックしよう。

エクスプローラーから「PC」を
選択し、フォーマットしたいデバ
イスを右クリックして「フォーマッ
ト」を選択する。次のフォーマッ
ト画面でファイルシステムやア
ロケーションユニットサイズなど
を設定してから実行しよう。

❷ここをクリック

❶設定する

❷ここをクリック

❶最適化するドライブを選択

1BitLockerを有効にする
「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「BitLocker ドライブ
暗号化」をクリック。暗号化したいリムーバブルメディアの「BitLockerを有
効にする」をクリックしよう。

ここをクリック

2ロック解除方法を設定する
暗号化の手順はウィザード形式で進められる。まずはロック解除方法を設定
しよう。ここでパスワード方式を利用した場合、パスワードに必須となる要素
が多いので忘れないように注意すること。

❶ロック解除方法を設定

❷ここをクリック

3回復キーのバックアップ方法を選択する
パスワードを忘れた場合やスマートカードを紛失した場合に備え、回復キー
を作成する必要がある。このあと、使用領域のみ暗号化するか全体を暗号化
するかの選択をすれば、暗号化の作業は完了だ。

❶ここから選択する

❷ここをクリック

　ハードディスクは使えば使うほど断片化していく。これはデータ
が連続で書き込まれないことでアクセス速度が低下する現象なの
だが、これを修復するためのツールが用意されている。書き込みや
読み込みに時間がかかるようになったらチェックしてみよう。

　ほかのパソコンとファイルをやりとりするためにリムーバブルディ
スクのファイルシステムを変更したい場合などは「フォーマット」を
利用しよう。ファイルシステムやアロケーションユニットの単位も
変更できるので、状況に合わせたフォーマットが可能だ。

　USBメモリなどのリムーバブルメディアのセキュリティを向上さ
せたい場合には、ドライブ暗号化ツール「BitLockerドライブ暗号
化」を利用しよう。手軽に設定できるのもポイントだ。

PROHOME

ハードディスクの断片化を解消する

0265

PROHOME

リムーバブルディスクを
フォーマットする

0266

PRO

「BitLockerドライブ暗号化」で
リムーバブルメディアを暗号化する

0267

テクニック0268の手順で「タスクスケジューラ」画面を表示して、ウィンドウ
上部のメニューバーにある「操作」から「実行中のすべてのタスクの表示」を
選択すると、実行中のタスクを確認できる。

タスクスケジューラの左側のペインから「タスクスケジューラライブラリ」に
登録されているタスクをチェックしよう。また、中央のペインの「トリガー」タ
ブから修正することが可能になっている。

2各種条件を設定
「タスクの作成」ウィンドウが開く。それぞれのタブを移動しながら、望みどお
りのタスクを作成していこう。条件はかなり細かく指定できるので、事前にト
リガーなどを検討しておくとよい。

それぞれのタブで設定する

3ユーザーアカウント情報を入力
タスクを作成すると、最後にユーザーアカウント情報が必要になる。ここまで
完了したら、あとは実際に考えていたように動作するかを確認しておこう。

❷ここをクリック

❶ユーザーを確認して
パスワードを入力

❶タスクを選択する

❷「トリガー」タブから確認／修正する1タスクの作成
「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「管理ツール」→「タス
ク スケジューラ」と進めていく。開いたウィンドウのメニューバーから「操作」
をクリックし、「タスクの作成」を選択しよう。

❶ここをクリック

❷ここをクリック

　「タスクスケジューラ」を利用すれば、指定したタイミングで作成
したタスクを実行することができる。基本的には上級者向けの機
能ではあるが、使いこなせば快適な操作が実現するはずだ。

　自動実行タスクをいくつか作成・設定したあとにパソコンのパ
フォーマンスが著しく低下した場合には、「タスクスケジューラライ
ブラリ」を確認してみるとよい。同一のタイミングで複数のタスクを
実行させていると処理が遅くなってしまうので、開始タイミングを変
更できるものは修正しておこう。

　現在トリガー待ちとなっているタスクを一覧で確認することもで
きる。表示されるタスクのステータスは「利用不可」となっている
が、タスク自体を個別にチェックすると実行中となっているので、ト
リガー待ちというのが理解できるだろう。

PROHOME

タスクスケジューラで
自動実行タスクを作る

0268 PROHOME

タスクの重複を防ぐ

0269

PROHOME

実行中のタスクを表示する

0270
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「エクスプローラー」→「PC」→確認したいデバイスを右クリックして「プロパ
ティ」を開き、「ツール」タブにある「最適化」ボタンをクリック。「ドライブの最
適化」画面で最適化するドライブを選択して、「最適化」をクリックしよう。

エクスプローラーから「PC」を
選択し、フォーマットしたいデバ
イスを右クリックして「フォーマッ
ト」を選択する。次のフォーマッ
ト画面でファイルシステムやア
ロケーションユニットサイズなど
を設定してから実行しよう。

❷ここをクリック

❶設定する

❷ここをクリック

❶最適化するドライブを選択

1BitLockerを有効にする
「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「BitLocker ドライブ
暗号化」をクリック。暗号化したいリムーバブルメディアの「BitLockerを有
効にする」をクリックしよう。

ここをクリック

2ロック解除方法を設定する
暗号化の手順はウィザード形式で進められる。まずはロック解除方法を設定
しよう。ここでパスワード方式を利用した場合、パスワードに必須となる要素
が多いので忘れないように注意すること。

❶ロック解除方法を設定

❷ここをクリック

3回復キーのバックアップ方法を選択する
パスワードを忘れた場合やスマートカードを紛失した場合に備え、回復キー
を作成する必要がある。このあと、使用領域のみ暗号化するか全体を暗号化
するかの選択をすれば、暗号化の作業は完了だ。

❶ここから選択する

❷ここをクリック

　ハードディスクは使えば使うほど断片化していく。これはデータ
が連続で書き込まれないことでアクセス速度が低下する現象なの
だが、これを修復するためのツールが用意されている。書き込みや
読み込みに時間がかかるようになったらチェックしてみよう。

　ほかのパソコンとファイルをやりとりするためにリムーバブルディ
スクのファイルシステムを変更したい場合などは「フォーマット」を
利用しよう。ファイルシステムやアロケーションユニットの単位も
変更できるので、状況に合わせたフォーマットが可能だ。

　USBメモリなどのリムーバブルメディアのセキュリティを向上さ
せたい場合には、ドライブ暗号化ツール「BitLockerドライブ暗号
化」を利用しよう。手軽に設定できるのもポイントだ。

PROHOME

ハードディスクの断片化を解消する

0265

PROHOME

リムーバブルディスクを
フォーマットする

0266

PRO

「BitLockerドライブ暗号化」で
リムーバブルメディアを暗号化する

0267

テクニック0268の手順で「タスクスケジューラ」画面を表示して、ウィンドウ
上部のメニューバーにある「操作」から「実行中のすべてのタスクの表示」を
選択すると、実行中のタスクを確認できる。

タスクスケジューラの左側のペインから「タスクスケジューラライブラリ」に
登録されているタスクをチェックしよう。また、中央のペインの「トリガー」タ
ブから修正することが可能になっている。

2各種条件を設定
「タスクの作成」ウィンドウが開く。それぞれのタブを移動しながら、望みどお
りのタスクを作成していこう。条件はかなり細かく指定できるので、事前にト
リガーなどを検討しておくとよい。

それぞれのタブで設定する

3ユーザーアカウント情報を入力
タスクを作成すると、最後にユーザーアカウント情報が必要になる。ここまで
完了したら、あとは実際に考えていたように動作するかを確認しておこう。

❷ここをクリック

❶ユーザーを確認して
パスワードを入力

❶タスクを選択する

❷「トリガー」タブから確認／修正する1タスクの作成
「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「管理ツール」→「タス
ク スケジューラ」と進めていく。開いたウィンドウのメニューバーから「操作」
をクリックし、「タスクの作成」を選択しよう。

❶ここをクリック

❷ここをクリック

　「タスクスケジューラ」を利用すれば、指定したタイミングで作成
したタスクを実行することができる。基本的には上級者向けの機
能ではあるが、使いこなせば快適な操作が実現するはずだ。

　自動実行タスクをいくつか作成・設定したあとにパソコンのパ
フォーマンスが著しく低下した場合には、「タスクスケジューラライ
ブラリ」を確認してみるとよい。同一のタイミングで複数のタスクを
実行させていると処理が遅くなってしまうので、開始タイミングを変
更できるものは修正しておこう。

　現在トリガー待ちとなっているタスクを一覧で確認することもで
きる。表示されるタスクのステータスは「利用不可」となっている
が、タスク自体を個別にチェックすると実行中となっているので、ト
リガー待ちというのが理解できるだろう。

PROHOME

タスクスケジューラで
自動実行タスクを作る

0268 PROHOME

タスクの重複を防ぐ

0269

PROHOME

実行中のタスクを表示する

0270
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「タスクスケジューラ」を表示して、「操作」メニューから「基本タスクの作成」
をクリック。あとはウィザードの指示にしたがって進めていけばOKだ。

1タスクを探す
テクニック0268の手順で「タスク スケジューラ」を表示して、左側のペイン
から確認したいタスクがあるフォルダーを探し出そう。

フォルダーを選択する

2タスクを選択
左のペインでフォルダーを選択すると、フォルダーにあるタスクの一覧が中
央のペイン上部に表示される。ここから目当てのタスクをクリックしよう。

タスクを選択する

3設定を確認
「全般」、「トリガー」、「操作」、「条件」、「設定」、「履歴」のタブを選び、それぞ
れの設定を確認していこう。作成したいタスクと似た動作をするタスクを参
考にすれば、トラブルの発生確率を下げることができるだろう。

タブを選択する

不要なタスクを右クリックして、「無効」、または「削除」を選択しよう。

❷「無効」か「削除」を選択

❶右クリック

　タスクスケジューラは詳細を確認したいタスクがある場合にも
活用できる。自分でタスクを作成する際の参考にもなるので、設定
の細かい部分までチェックしてみるとよい。

　パソコンの使用環境が変わるなどして、作成したタスクが不要
になった場合にはタスクを無効化したり削除するとよい。不要なタ
スクはパフォーマンスの低下や誤操作のもとになりやすいので、
しっかりと管理しておきたいところだ。

　複雑な動作はできないが、プログラムの起動やメール／メッ
セージの送信程度のシンプルなタスクであれば、「基本タスクの
作成ウィザード」を利用することで簡単に作成できる。指示にした
がって設定していくだけなので、入門用としても最適だ。

PROHOME

タスクの詳細を確認する

0271 PROHOME

不要なタスクを無効化･削除する

0272

PROHOME

ウィザードで基本タスクを作成する

0273

テクニック0268の手順で「タスク スケジューラ」を表示して、「操作」メ
ニューから「AT サービスのアカウントの構成」をクリック。アカウントを設定
し、「OK」をクリックする。

タスクスケジューラの左側のペインから「タスクスケジューラライブラリ」
でフォルダーを指定。次に、中央上部のペインにあるタスクの右クリックメ
ニューから「実行する」をクリックすれば強制的に実行できる。

2詳細を確認する
ウィンドウ左側のペインにあるタスクスケジューラライブラリから、手順1で
特定した問題となっているタスクを探し出す。フォルダーを指定して、中央の
ペインからその詳細を確認しておこう。

❶アカウントを設定する

❷ここをクリック

1タスクを特定する
「タスクスケジューラ」を表示して、「操作」メニューから「実行中のすべての
タスクの表示」をクリック。ここで問題のタスクを特定しよう。

タスクを特定

3タスクを強制終了させる
再度「実行中のすべてのタスク」ウィンドウに戻り、問題となっているタスク
を選択しよう。次に、ウィンドウ下部にある「タスクの終了」ボタンをクリックす
ると強制終了させることができる。

❷ここをクリック

❶タスクを選択する

❷ここをクリック

❶右クリック

　作成したタスクにATコマンドが使用されている場合にはこの
「ATサービスのアカウントの構成」ウィンドウを開き、ATサービス
が使用できるユーザーアカウントを指定しておく必要がある。コマ
ンドプロンプトから作成したタスクにも適用されるので、ATコマンド
を使用した場合には併せてチェックしておきたい。

　タスクは強制的に実行させることもできる。作成したタスクが
設定したスケジュールどおり動作しないときなどは、「タスクスケ
ジューラ」から動作させてしまえばよい。その後、うまく動作しなかっ
たタスクはスケジュールを見直しておくとよいだろう。

　作成したタスクが原因となってパソコンのパフォーマンスが極端
に低下したり、タスクの設定が間違っていた場合などは、タスクを
強制終了させてしまうとよい。

PROHOME

日時を指定してタスクを実行する

0274

PROHOME

タスクを強制的に実行する

0275

PROHOME

実行中のタスクを強制終了する

0276
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「タスクスケジューラ」を表示して、「操作」メニューから「基本タスクの作成」
をクリック。あとはウィザードの指示にしたがって進めていけばOKだ。

1タスクを探す
テクニック0268の手順で「タスク スケジューラ」を表示して、左側のペイン
から確認したいタスクがあるフォルダーを探し出そう。

フォルダーを選択する

2タスクを選択
左のペインでフォルダーを選択すると、フォルダーにあるタスクの一覧が中
央のペイン上部に表示される。ここから目当てのタスクをクリックしよう。

タスクを選択する

3設定を確認
「全般」、「トリガー」、「操作」、「条件」、「設定」、「履歴」のタブを選び、それぞ
れの設定を確認していこう。作成したいタスクと似た動作をするタスクを参
考にすれば、トラブルの発生確率を下げることができるだろう。

タブを選択する

不要なタスクを右クリックして、「無効」、または「削除」を選択しよう。

❷「無効」か「削除」を選択

❶右クリック

　タスクスケジューラは詳細を確認したいタスクがある場合にも
活用できる。自分でタスクを作成する際の参考にもなるので、設定
の細かい部分までチェックしてみるとよい。

　パソコンの使用環境が変わるなどして、作成したタスクが不要
になった場合にはタスクを無効化したり削除するとよい。不要なタ
スクはパフォーマンスの低下や誤操作のもとになりやすいので、
しっかりと管理しておきたいところだ。

　複雑な動作はできないが、プログラムの起動やメール／メッ
セージの送信程度のシンプルなタスクであれば、「基本タスクの
作成ウィザード」を利用することで簡単に作成できる。指示にした
がって設定していくだけなので、入門用としても最適だ。

PROHOME

タスクの詳細を確認する

0271 PROHOME

不要なタスクを無効化･削除する

0272

PROHOME

ウィザードで基本タスクを作成する

0273

テクニック0268の手順で「タスク スケジューラ」を表示して、「操作」メ
ニューから「AT サービスのアカウントの構成」をクリック。アカウントを設定
し、「OK」をクリックする。

タスクスケジューラの左側のペインから「タスクスケジューラライブラリ」
でフォルダーを指定。次に、中央上部のペインにあるタスクの右クリックメ
ニューから「実行する」をクリックすれば強制的に実行できる。

2詳細を確認する
ウィンドウ左側のペインにあるタスクスケジューラライブラリから、手順1で
特定した問題となっているタスクを探し出す。フォルダーを指定して、中央の
ペインからその詳細を確認しておこう。

❶アカウントを設定する

❷ここをクリック

1タスクを特定する
「タスクスケジューラ」を表示して、「操作」メニューから「実行中のすべての
タスクの表示」をクリック。ここで問題のタスクを特定しよう。

タスクを特定

3タスクを強制終了させる
再度「実行中のすべてのタスク」ウィンドウに戻り、問題となっているタスク
を選択しよう。次に、ウィンドウ下部にある「タスクの終了」ボタンをクリックす
ると強制終了させることができる。

❷ここをクリック

❶タスクを選択する

❷ここをクリック

❶右クリック

　作成したタスクにATコマンドが使用されている場合にはこの
「ATサービスのアカウントの構成」ウィンドウを開き、ATサービス
が使用できるユーザーアカウントを指定しておく必要がある。コマ
ンドプロンプトから作成したタスクにも適用されるので、ATコマンド
を使用した場合には併せてチェックしておきたい。

　タスクは強制的に実行させることもできる。作成したタスクが
設定したスケジュールどおり動作しないときなどは、「タスクスケ
ジューラ」から動作させてしまえばよい。その後、うまく動作しなかっ
たタスクはスケジュールを見直しておくとよいだろう。

　作成したタスクが原因となってパソコンのパフォーマンスが極端
に低下したり、タスクの設定が間違っていた場合などは、タスクを
強制終了させてしまうとよい。

PROHOME

日時を指定してタスクを実行する

0274

PROHOME

タスクを強制的に実行する

0275

PROHOME

実行中のタスクを強制終了する

0276
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サービスの一覧を表示させるには、「コントロールパネル」→「システムとセ
キュリティ」→「管理ツール」から「サービス」をダブルクリックすればよい。

サービスの一覧から、「状態」欄が空白になっているサービスを右クリック。右
クリックメニューの「開始」をクリックすればサービスを開始できる。

テクニック0268の手順で「タスクスケジューラ」を表示させ、エクスポート
したいタスクを右クリック。メニューから「エクスポート」をクリックしてタスク
を書き出そう。

タスクスケジューラの「操作」メニューから「タスクのインポート」をクリック。
インポートする「XML」ドキュメントを指定すると、「タスクの作成」が開くの
で、正しく選択されていれば「OK」をクリックしよう。

ここをクリック

❷ここをクリック

❶右クリック

❶右クリック

❷ここをクリック

　タスクはエクスポートすることができる。また、逆にインポートもで
きるので、複数のパソコンで同じタスクを利用することも可能だ。
企業などで複数のパソコンに同じ動作が必要となる場合に、一度
設定したタスクをエクスポート／インポートすれば、１台１台設定し
ていくよりもはるかに効率的だろう。

　エクスポートしたタスクはタスクスケジューラからインポートする。
まず、エクスポートしたタスクの「XML」ドキュメントをインポートす
る側のパソコンにコピー。あとは、「操作」メニューから「タスクのイ
ンポート」を選択し、コピーした「XML」ドキュメントを読み込んでタ
スクを登録すればよい。

　「サービス」とは、Windowsの機能を受け持っている、ユーザー
インターフェイスを持たない常駐型のプログラムのこと。これらの
サービスがどのような動作をしているのか確認したい場合には、

「管理ツール」を開き、「サービス」をダブルクリック。サービスの
一覧が表示されるのでここから確認しよう。

　動作していないサービスや停止させたサービスは、手動で動作
させることもできる。サービスの一覧で「状態」の欄が空白になっ
ているものが動作していないサービスなので、これを右クリックし
て、「開始」を選択するだけでOKだ。

PROHOME

タスクをエクスポートする

0277

PROHOME

タスクをインポートする

0278

PROHOME

各サービスの目的や
動作状況を確認する

0279

PROHOME

サービスを手動で開始する

0280

サービスの一覧から自動的に再起動するように設定したいサービスをダブル
クリックして、そのサービスのプロパティを表示しよう。「回復」タブにあるプ
ルダウンメニューから設定可能になっている。

停止したいサービスをクリックして「サービスの停止」をクリックするか、右ク
リックして「停止」を選択すればよい。

テクニック0279の手順でサービスの一覧を表示。「開始」、もしくは「実行
中」となっているサービスをクリックし、ウィンドウ左側の「サービスの再起
動」をクリックする。

サービスの一覧から確認したいサービスをダブルクリック。そのサービスの
プロパティ画面で「依存関係」のタブをクリックすると確認できる。

ここをクリック

❶クリック

❷ここをクリック

❷ここをクリック

❶ここをクリック

❶クリック

❷ここをクリック

　サービスの一覧で、その状態が「開始」か「実行中」となってい
るものは再起動することができる。まれにサービスが原因でパソコ
ンに不具合が発生することがあるのだが、そのような場合にはここ
から再起動させることで不具合が解消されることもある。

　サービスを停止する前に確認したいのが「依存関係」。あるサー
ビスが「他のサービスに依存する」、もしくは「依存されている」状
態で停止してしまうと、システムとして不具合を生じさせかねない
ので、事前にしっかりと確認しておこう。

　度々エラーを起こすサービスや、エラーで停止されると困るサー
ビスに関しては、エラー発生時の対応を「サービスを再起動する」
ように設定しておこう。なお、システム的に重要なサービスに関し
ては最初から再起動設定になっているので確認しなくてもOKだ。

　システムの維持に欠かせないサービスや、複雑な依存関係にあ
るサービス以外のものを停止することで、パソコンの処理速度の
向上が見込める。ただし、これはユーザー側のパソコンの使い方に
もより一概には言えないため、個々のサービスの説明を確認しな
がら自己責任で実行してほしい。

PROHOME

サービスを再起動する

0281

PROHOME

サービスを停止する前に
依存関係を確認する

0282

PROHOME

エラーを起こしたサービスを
自動的に再起動する

0283

PROHOME

不要なサービスを停止する

0284
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サービスの一覧を表示させるには、「コントロールパネル」→「システムとセ
キュリティ」→「管理ツール」から「サービス」をダブルクリックすればよい。

サービスの一覧から、「状態」欄が空白になっているサービスを右クリック。右
クリックメニューの「開始」をクリックすればサービスを開始できる。

テクニック0268の手順で「タスクスケジューラ」を表示させ、エクスポート
したいタスクを右クリック。メニューから「エクスポート」をクリックしてタスク
を書き出そう。

タスクスケジューラの「操作」メニューから「タスクのインポート」をクリック。
インポートする「XML」ドキュメントを指定すると、「タスクの作成」が開くの
で、正しく選択されていれば「OK」をクリックしよう。

ここをクリック

❷ここをクリック

❶右クリック

❶右クリック

❷ここをクリック

　タスクはエクスポートすることができる。また、逆にインポートもで
きるので、複数のパソコンで同じタスクを利用することも可能だ。
企業などで複数のパソコンに同じ動作が必要となる場合に、一度
設定したタスクをエクスポート／インポートすれば、１台１台設定し
ていくよりもはるかに効率的だろう。

　エクスポートしたタスクはタスクスケジューラからインポートする。
まず、エクスポートしたタスクの「XML」ドキュメントをインポートす
る側のパソコンにコピー。あとは、「操作」メニューから「タスクのイ
ンポート」を選択し、コピーした「XML」ドキュメントを読み込んでタ
スクを登録すればよい。

　「サービス」とは、Windowsの機能を受け持っている、ユーザー
インターフェイスを持たない常駐型のプログラムのこと。これらの
サービスがどのような動作をしているのか確認したい場合には、

「管理ツール」を開き、「サービス」をダブルクリック。サービスの
一覧が表示されるのでここから確認しよう。

　動作していないサービスや停止させたサービスは、手動で動作
させることもできる。サービスの一覧で「状態」の欄が空白になっ
ているものが動作していないサービスなので、これを右クリックし
て、「開始」を選択するだけでOKだ。

PROHOME

タスクをエクスポートする

0277

PROHOME

タスクをインポートする

0278

PROHOME

各サービスの目的や
動作状況を確認する

0279

PROHOME

サービスを手動で開始する

0280

サービスの一覧から自動的に再起動するように設定したいサービスをダブル
クリックして、そのサービスのプロパティを表示しよう。「回復」タブにあるプ
ルダウンメニューから設定可能になっている。

停止したいサービスをクリックして「サービスの停止」をクリックするか、右ク
リックして「停止」を選択すればよい。

テクニック0279の手順でサービスの一覧を表示。「開始」、もしくは「実行
中」となっているサービスをクリックし、ウィンドウ左側の「サービスの再起
動」をクリックする。

サービスの一覧から確認したいサービスをダブルクリック。そのサービスの
プロパティ画面で「依存関係」のタブをクリックすると確認できる。

ここをクリック

❶クリック

❷ここをクリック

❷ここをクリック

❶ここをクリック

❶クリック

❷ここをクリック

　サービスの一覧で、その状態が「開始」か「実行中」となってい
るものは再起動することができる。まれにサービスが原因でパソコ
ンに不具合が発生することがあるのだが、そのような場合にはここ
から再起動させることで不具合が解消されることもある。

　サービスを停止する前に確認したいのが「依存関係」。あるサー
ビスが「他のサービスに依存する」、もしくは「依存されている」状
態で停止してしまうと、システムとして不具合を生じさせかねない
ので、事前にしっかりと確認しておこう。

　度々エラーを起こすサービスや、エラーで停止されると困るサー
ビスに関しては、エラー発生時の対応を「サービスを再起動する」
ように設定しておこう。なお、システム的に重要なサービスに関し
ては最初から再起動設定になっているので確認しなくてもOKだ。

　システムの維持に欠かせないサービスや、複雑な依存関係にあ
るサービス以外のものを停止することで、パソコンの処理速度の
向上が見込める。ただし、これはユーザー側のパソコンの使い方に
もより一概には言えないため、個々のサービスの説明を確認しな
がら自己責任で実行してほしい。

PROHOME

サービスを再起動する

0281

PROHOME

サービスを停止する前に
依存関係を確認する

0282

PROHOME

エラーを起こしたサービスを
自動的に再起動する

0283

PROHOME

不要なサービスを停止する

0284
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サービスの稼働状況を確認するだけであれば、タスクマネージャーを経由す
る方が手順が少なくてすむので覚えておきたい。

「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「管理ツール」→「サー
ビス」と選択してウィンドウを開く。テクニック0285で紹介したタスクマ
ネージャーからは、この操作はできないようになっているので注意しよう。

ここをクリック

❶右クリック

❷ここをクリック

❸ここをクリック

2サービスのプロパティを開く
設定を変更したいサービスを右クリックし、「プロパティ」を選択する。また、
サービスを直接ダブルクリックしてもプロパティを開くことができる。

❶右クリック

❷ここをクリック

3動作を選択
「スタートアップの種類」のプルダウンメニューから設定したい動作を選択し、
「OK」をクリックしてウィンドウを閉じれば完了だ。

❷ここをクリック

❶ここから選択

1「サービス」を表示
コントロールパネルから「システムとセキュリティ」をクリックして、「管理ツー
ル」一覧を開き、「サービス」をダブルクリックしてウィンドウを開こう。

ここをダブルクリック

　ここまでサービスに関連する事柄はすべて「管理ツール」から開
くことのできる「サービス」を利用してきたが、「スタート」ボタンの右
クリックメニューから開く「タスクマネージャー」の「サービス」タブで
も一覧を確認できる。状況に応じて使い分けるとよいだろう。

　実際に利用する状況はかなり限定されるのだが、すべてのサー
ビスをまとめて停止することも可能。まず、管理ツールから「サービ
ス」を呼び出す。次に、動作中のサービスを右クリックしてメニュー
から「すべてのタスク」→「停止」をクリックすればよい。これで「実
行中」、または「開始」のサービスがすべて停止することになる。

　パソコンの起動時に自動的に立ち上げたくないサービスがある
場合は、各サービスのプロパティから設定を変更することができ
る。選択肢は４つあるので、適したものを選択しよう。

PROHOME

動作中のサービスをすばやく確認する

0285

PROHOME

すべてのサービスを同時に停止する

0286

PROHOME

パソコン起動時のサービスの
動作を設定する

0287
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2診断結果が表示される
診断結果が表示される。問題がある場合は、指示にしたがって問題を解消し
よう。

1「問題のトラブルシューティング」をクリック
デスクトップ画面でタスクバーの「ネットワーク」アイコンを右クリック。「問題
のトラブルシューティング」をクリックする。 1「スタート」メニューから起動する

「スタート」メニューの「すべてのアプリ」から「Microsoft Edge」をクリック
する。

2タスクバーのアイコンから起動する
タスクバーにある「Microsoft Edge」アイコンをクリックしても起動
できる。

4検出を選択
ネットワーク上でこのパソコンを検出できるようにするかどうかを選択すれ
ば、接続設定は完了だ。

1「ネットワーク」アイコンをクリック
タスクバーの「ネットワーク」アイコンをクリックする。なお、有線LANで接続
中の場合はアイコンの形が異なるので注意しよう。

2「接続」をクリックする
接続する端末のSSIDを選択して「接続」をクリックする。

PROPRO

PRO PRO

PRO PRO

PRO

HOMEHOME

HOME HOME

HOME HOME

HOME

URLを直接入力して
Webサイトを表示する

パソコンをネットワークや
インターネットに接続する

環境に合わせてインターネットの
接続設定を行なう Webサイトを検索する

インターネット接続の
問題点を診断する 「Microsoft Edge」を起動する

「戻る」と「進む」ボタンを利用する

　閲覧したいWebサイトのURLがわかっている場合は、検索で
Webサイトを探すよりもURLを直接入力したほうが目的のサイトに
すばやくアクセスできる。アドレスバーにURLを入力して、「Enter」
キーを押せばOKだ。

　有線接続の場合は基本的にモデムやルータとパソコンをLAN
ケーブルで接続すればネットにアクセスできる。無線接続の場合
はタスクバーの「ネットワーク」アイコンから接続設定を行なおう。

　引っ越しなどでパソコンを接続するネットワーク環境が変わった
場合は、「新しい接続またはネットワークのセットアップ」から設定を
やり直そう。

　「Microsoft Edge」では検索ボックスがアドレスバーに併合され
ている。Webサイトを検索する際はアドレスバーに直接キーワード
を入力することで検索ができる。

　これまで通信できていたのに突然接続できなくなったなど、何ら
かの原因でネットワークに問題が発生した場合は、「Windowsネッ
トワーク診断」機能を利用して問題を解決しよう。

　Windows10から新たに搭載されているWebブラウザの「Micro
soft Edge」。この「Microsoft Edge」は「スタート」メニュー、もしく
はタスクバーのアイコンから起動できる。

　Webサイト閲覧中は、前のページに戻りたいということも少なく
ない。その場合はツールバーの「戻る」ボタンをクリックして前の
ページに戻ろう。戻ってきたページへ進みたいときは「進む」ボタン
をクリックすると進むことができる。

アドレスバーをクリックしてURLを入力。「Enter」キーを押すとWebサイト
が表示される。

コントロールパネルの「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共
有センター」で「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリック。
ネットワーク環境に応じた設定を選択し、指示にしたがって設定する。

URL欄にキーワードを入力して「Enter」キーを押すと検索することができ
る。もちろん日本語での検索も可能だ。

「←」ボタンをクリックすると戻る、「→」ボタンをクリックすると進むことがで
きる。ただし、戻るページや進むページがない場合は利用できない。

02930288

0290 0292

0289 0291

0294

3セキュリティキーを入力する
セキュリティキーを入力して「次へ」をクリックする。

ここをクリック

❷ここをクリック

❶セキュリティキーを入力

ここをクリック

❷ここをクリック

❶ここを右クリック

ここをクリック

ここをクリック

ここをクリック

検索したいキーワードを入力

戻る 進む

URLを入力
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2診断結果が表示される
診断結果が表示される。問題がある場合は、指示にしたがって問題を解消し
よう。

1「問題のトラブルシューティング」をクリック
デスクトップ画面でタスクバーの「ネットワーク」アイコンを右クリック。「問題
のトラブルシューティング」をクリックする。 1「スタート」メニューから起動する

「スタート」メニューの「すべてのアプリ」から「Microsoft Edge」をクリック
する。

2タスクバーのアイコンから起動する
タスクバーにある「Microsoft Edge」アイコンをクリックしても起動
できる。

4検出を選択
ネットワーク上でこのパソコンを検出できるようにするかどうかを選択すれ
ば、接続設定は完了だ。

1「ネットワーク」アイコンをクリック
タスクバーの「ネットワーク」アイコンをクリックする。なお、有線LANで接続
中の場合はアイコンの形が異なるので注意しよう。

2「接続」をクリックする
接続する端末のSSIDを選択して「接続」をクリックする。

PROPRO

PRO PRO

PRO PRO

PRO

HOMEHOME

HOME HOME

HOME HOME

HOME

URLを直接入力して
Webサイトを表示する

パソコンをネットワークや
インターネットに接続する

環境に合わせてインターネットの
接続設定を行なう Webサイトを検索する

インターネット接続の
問題点を診断する 「Microsoft Edge」を起動する

「戻る」と「進む」ボタンを利用する

　閲覧したいWebサイトのURLがわかっている場合は、検索で
Webサイトを探すよりもURLを直接入力したほうが目的のサイトに
すばやくアクセスできる。アドレスバーにURLを入力して、「Enter」
キーを押せばOKだ。

　有線接続の場合は基本的にモデムやルータとパソコンをLAN
ケーブルで接続すればネットにアクセスできる。無線接続の場合
はタスクバーの「ネットワーク」アイコンから接続設定を行なおう。

　引っ越しなどでパソコンを接続するネットワーク環境が変わった
場合は、「新しい接続またはネットワークのセットアップ」から設定を
やり直そう。

　「Microsoft Edge」では検索ボックスがアドレスバーに併合され
ている。Webサイトを検索する際はアドレスバーに直接キーワード
を入力することで検索ができる。

　これまで通信できていたのに突然接続できなくなったなど、何ら
かの原因でネットワークに問題が発生した場合は、「Windowsネッ
トワーク診断」機能を利用して問題を解決しよう。

　Windows10から新たに搭載されているWebブラウザの「Micro
soft Edge」。この「Microsoft Edge」は「スタート」メニュー、もしく
はタスクバーのアイコンから起動できる。

　Webサイト閲覧中は、前のページに戻りたいということも少なく
ない。その場合はツールバーの「戻る」ボタンをクリックして前の
ページに戻ろう。戻ってきたページへ進みたいときは「進む」ボタン
をクリックすると進むことができる。

アドレスバーをクリックしてURLを入力。「Enter」キーを押すとWebサイト
が表示される。

コントロールパネルの「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共
有センター」で「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリック。
ネットワーク環境に応じた設定を選択し、指示にしたがって設定する。

URL欄にキーワードを入力して「Enter」キーを押すと検索することができ
る。もちろん日本語での検索も可能だ。

「←」ボタンをクリックすると戻る、「→」ボタンをクリックすると進むことがで
きる。ただし、戻るページや進むページがない場合は利用できない。

02930288

0290 0292

0289 0291

0294

3セキュリティキーを入力する
セキュリティキーを入力して「次へ」をクリックする。

ここをクリック

❷ここをクリック

❶セキュリティキーを入力

ここをクリック

❷ここをクリック

❶ここを右クリック

ここをクリック

ここをクリック

ここをクリック

検索したいキーワードを入力

戻る 進む

URLを入力
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2キーワードを入力
ツールバー下に表示される検索ボックスにキーワードを入力して「Enter」
キーを押すと検索が開始される。

3検索結果が表示される
キーワードと合致する項目がハイライト表示される。検索結果が複数ある
場合は、検索ボックスの右にある「＜」「＞」で表示する検索結果を切り替え
られる。

1「ページ内の検索」をクリック
検索するWebサイトのページを表示した状態でツールバーの「…」をクリッ
ク。表示されたメニューから「ページ内の検索」をクリックする。

PRO PRO PRO

PRO PRO PRO

HOME HOME HOME

HOME HOME HOME

サイト情報を更新する 閲覧中のWebサイトの
URLをコピーする タブを切り替える

表示中のサイトを拡大・縮小する 新しいタブを開く 不要なタブを閉じる

　サイトによっては数分ごとに最新情報を追加するサイトがある。
表示中のサイト情報を取得するには、URL入力欄の右側にある
「最新の情報に更新」ボタンをクリックする。クリックをすると瞬時
に更新され、最新情報を表示することができる。

　「Microsoft Edge」では、閲覧しているWebサイトのURLをコ
ピーすることもできる。WebサイトのURLをコピーするには、アドレ
スバーを右クリックして表示されたメニューから「コピー」を選択す
ればよい。

　タブを切り替えて別のタブを表示するには、画面上部のタブ一
覧から目的のタブをクリックすればよい。なお、タブにはサイト名な
どの情報が表示されているので、複数のタブがあっても目的のも
のがすぐに見つけられるはずだ。

　Webページによっては、細かすぎて読みづらいことがある。その
場合は表示しているページを拡大、または縮小することによって、
読みやすいサイズに調整することができる。ツールバーの「…」をク
リックして画面表示の倍率を調整しよう。

　「Microsoft Edge」はタブブラウジング機能を搭載しており、複
数のWebサイトをタブで切り替えて表示することができる。新しい
タブを開くには、画面上部のタブ一覧の右にある「+」ボタンをク
リックする。作成したタブはタブ一覧の1番右に作成される。

　タブを追加しすぎると、パソコンの動作が鈍くなることがあるの
で、不要になったタブは閉じてスムーズにインターネットを使える状
態を保っておいたほうがよい。タブはタブの右側にある「×」アイコ
ンをクリックすれば閉じることができる。

最新情報を取得するだけではなく、ページを正常に表示できなかった場合に
も活用することができる。 アドレスバーを右クリックして「コピー」を選択すれば、URLをコピーできる。 タブ一覧から目的のタブをクリックすれば、タブを切り替えられる。

ツールバーの「…」をクリックして、「拡大」欄にある「+」、「-」ボタンをクリック
すると、画面表示の倍率を調整することができる。 画面上部のタブ一覧の右にある「+」ボタンをクリックする。

閉じたいタブにマウスカーソルを重ねて、「×」をクリックすれば閉じることが
できる。なお、タブがひとつしかないときに閉じると、Microsoft Edge自体
が終了する。

0295 0298 0300

0296 0299 0301

PROHOME

表示中のページ内を検索する

　表示中のWebサイトをキーワードでページ内検索することがで
きる。項目が多く、目的の項目が見つけづらいときなどに活用する
と便利だ。

0297

ここをクリック

❶ここをクリック

❷倍率を調整

キーワードを入力

ハイライト表示される

❷ここをクリック

❶ここをクリック

❷ここをクリック

❶右クリック

ここをクリック

目的のタブをクリック

ここをクリック

検索結果の切り替え
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2キーワードを入力
ツールバー下に表示される検索ボックスにキーワードを入力して「Enter」
キーを押すと検索が開始される。

3検索結果が表示される
キーワードと合致する項目がハイライト表示される。検索結果が複数ある
場合は、検索ボックスの右にある「＜」「＞」で表示する検索結果を切り替え
られる。

1「ページ内の検索」をクリック
検索するWebサイトのページを表示した状態でツールバーの「…」をクリッ
ク。表示されたメニューから「ページ内の検索」をクリックする。

PRO PRO PRO

PRO PRO PRO

HOME HOME HOME

HOME HOME HOME

サイト情報を更新する 閲覧中のWebサイトの
URLをコピーする タブを切り替える

表示中のサイトを拡大・縮小する 新しいタブを開く 不要なタブを閉じる

　サイトによっては数分ごとに最新情報を追加するサイトがある。
表示中のサイト情報を取得するには、URL入力欄の右側にある
「最新の情報に更新」ボタンをクリックする。クリックをすると瞬時
に更新され、最新情報を表示することができる。

　「Microsoft Edge」では、閲覧しているWebサイトのURLをコ
ピーすることもできる。WebサイトのURLをコピーするには、アドレ
スバーを右クリックして表示されたメニューから「コピー」を選択す
ればよい。

　タブを切り替えて別のタブを表示するには、画面上部のタブ一
覧から目的のタブをクリックすればよい。なお、タブにはサイト名な
どの情報が表示されているので、複数のタブがあっても目的のも
のがすぐに見つけられるはずだ。

　Webページによっては、細かすぎて読みづらいことがある。その
場合は表示しているページを拡大、または縮小することによって、
読みやすいサイズに調整することができる。ツールバーの「…」をク
リックして画面表示の倍率を調整しよう。

　「Microsoft Edge」はタブブラウジング機能を搭載しており、複
数のWebサイトをタブで切り替えて表示することができる。新しい
タブを開くには、画面上部のタブ一覧の右にある「+」ボタンをク
リックする。作成したタブはタブ一覧の1番右に作成される。

　タブを追加しすぎると、パソコンの動作が鈍くなることがあるの
で、不要になったタブは閉じてスムーズにインターネットを使える状
態を保っておいたほうがよい。タブはタブの右側にある「×」アイコ
ンをクリックすれば閉じることができる。

最新情報を取得するだけではなく、ページを正常に表示できなかった場合に
も活用することができる。 アドレスバーを右クリックして「コピー」を選択すれば、URLをコピーできる。 タブ一覧から目的のタブをクリックすれば、タブを切り替えられる。

ツールバーの「…」をクリックして、「拡大」欄にある「+」、「-」ボタンをクリック
すると、画面表示の倍率を調整することができる。 画面上部のタブ一覧の右にある「+」ボタンをクリックする。

閉じたいタブにマウスカーソルを重ねて、「×」をクリックすれば閉じることが
できる。なお、タブがひとつしかないときに閉じると、Microsoft Edge自体
が終了する。

0295 0298 0300

0296 0299 0301

PROHOME

表示中のページ内を検索する

　表示中のWebサイトをキーワードでページ内検索することがで
きる。項目が多く、目的の項目が見つけづらいときなどに活用する
と便利だ。

0297

ここをクリック

❶ここをクリック

❷倍率を調整

キーワードを入力

ハイライト表示される

❷ここをクリック

❶ここをクリック

❷ここをクリック

❶右クリック

ここをクリック

目的のタブをクリック

ここをクリック

検索結果の切り替え
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PROPRO PROPRO

PROPRO PROPRO

HOMEHOME HOMEHOME

HOMEHOME HOMEHOME

リンクを新しいタブで開く新しいウィンドウを開く リンクのURLをコピーするWebサイトを
読み取りビューで閲覧する

新しいウィンドウでリンク先を開くInPrivateウィンドウを開く 表示中のWebサイトをIEで開く読み取りビューの表示を変更する

　Webサイト上のリンクを開くときに、そのままクリックすれば、その
タブでリンク先のページが表示されるが、新しいタブとしてリンク先
のページを開くこともできる。元のページはそのままなので、すぐに
見直したいときに便利だ。

　新しいタブでリンクを開くと簡単にページを切り替えることがで
きて便利だが、同時に複数のページを表示することはできない。だ
が、新しいウィンドウでリンクを開けば、別々のウィンドウでページ
が表示され、複数のページを同時に見比べることが可能だ。

　リンク先のURLをコピーするには、コピーしたいリンクを右クリッ
クをして「リンクのコピー」をクリック。これでURLがクリップボード
にコピーされ、ペーストを実行すればそのURLを貼り付けられるよ
うになる。

　「Microsoft Edge」は、Webサイトを読みやすく表示してくれる
「読み取りビュー」機能を搭載している。Webサイトから記事以外
の情報を取り除いて表示されるので、集中して記事を読むことが
できる。

　新しいウィンドウでリンク先のページを開くこともできる。開きた
いリンクを右クリックして「新しいウィンドウで開く」をクリックする
と、別のウィンドウでリンク先のページが表示される。複数のペー
ジを同時に見比べたいときなどに便利だ。

　「Microsoft Edge」には、「InPrivateウィンドウ」という機能が搭
載されており、閲覧データを残さずにWebサイトを閲覧することが
できる。「InPrivateウィンドウ」を開き、そのウィンドウでサイトを閲
覧すれば、閲覧データが残らない仕組みになっている。

　Windows10には「Microsoft Edge」だけでなく、従来のWindo
wsにも搭載されていた「Internet Explorer（IE）」も搭載されてい
る。「Microsoft Edge」ではうまく表示できない場合やIEの機能を
利用したい場合は、表示中のWebサイトをIEで開き直すとよい。

　「読み取りビュー」の表示は変更することができる。変更するに
は、ツールバーの「…」をクリックして、「設定」をクリック。「読み取
り」欄で読み取りビューのスタイルやフォントサイズを変更すれば
よい。

開きたいリンクを右クリックして「新しいタブで開く」をクリックすると、リンク
先のページのタブが追加され、そこに表示される。

ツールバーの「…」をクリックして、表示されたメニューから「新しいウィンド
ウ」をクリックする。

「リンクのコピー」をクリックすると、URLがクリップボードにコピーされて
ペースト可能な状態になる。

アドレスバーにある本型の「読み取りビュー」アイコンをクリックすると、Web
サイトから余計な情報を取り除かれて表示される。ただし、サイトによっては
利用できない場合もあるので注意。

開きたいリンクを右クリックして「新しいウィンドウで開く」をクリックする。新
しくウィンドウが開くため、タブに比べて時間がかかる場合がある。

ツールバーの「…」をクリックして、表示されたメニューから「新しいInPriva
teウィンドウ」をクリックすると、InPrivateウィンドウが開く。このウィンドウ
では閲覧データを残さずにサイトを閲覧することができる。

ツールバーの「…」をクリックしてメニューから「Internet Explorerで開く」
をクリックすると、表示中のWebサイトがIEで開かれる。

「Microsoft Edge」の「設定」で「読み取りビュー」のスタイルやフォントサ
イズを設定できる。

03060302 03080304

03070303 03090305

❷ここをクリック

❷ここをクリック

❷ここをクリック

❶右クリック ❶右クリック

❶右クリック
❷ここをクリック

❶ここをクリック

❶ここをクリック

❷ここをクリック

❶ここをクリック

❷ここをクリック

表示形式を選択

❶ここをクリック
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PROPRO PROPRO

PROPRO PROPRO

HOMEHOME HOMEHOME

HOMEHOME HOMEHOME

リンクを新しいタブで開く新しいウィンドウを開く リンクのURLをコピーするWebサイトを
読み取りビューで閲覧する

新しいウィンドウでリンク先を開くInPrivateウィンドウを開く 表示中のWebサイトをIEで開く読み取りビューの表示を変更する

　Webサイト上のリンクを開くときに、そのままクリックすれば、その
タブでリンク先のページが表示されるが、新しいタブとしてリンク先
のページを開くこともできる。元のページはそのままなので、すぐに
見直したいときに便利だ。

　新しいタブでリンクを開くと簡単にページを切り替えることがで
きて便利だが、同時に複数のページを表示することはできない。だ
が、新しいウィンドウでリンクを開けば、別々のウィンドウでページ
が表示され、複数のページを同時に見比べることが可能だ。

　リンク先のURLをコピーするには、コピーしたいリンクを右クリッ
クをして「リンクのコピー」をクリック。これでURLがクリップボード
にコピーされ、ペーストを実行すればそのURLを貼り付けられるよ
うになる。

　「Microsoft Edge」は、Webサイトを読みやすく表示してくれる
「読み取りビュー」機能を搭載している。Webサイトから記事以外
の情報を取り除いて表示されるので、集中して記事を読むことが
できる。

　新しいウィンドウでリンク先のページを開くこともできる。開きた
いリンクを右クリックして「新しいウィンドウで開く」をクリックする
と、別のウィンドウでリンク先のページが表示される。複数のペー
ジを同時に見比べたいときなどに便利だ。

　「Microsoft Edge」には、「InPrivateウィンドウ」という機能が搭
載されており、閲覧データを残さずにWebサイトを閲覧することが
できる。「InPrivateウィンドウ」を開き、そのウィンドウでサイトを閲
覧すれば、閲覧データが残らない仕組みになっている。

　Windows10には「Microsoft Edge」だけでなく、従来のWindo
wsにも搭載されていた「Internet Explorer（IE）」も搭載されてい
る。「Microsoft Edge」ではうまく表示できない場合やIEの機能を
利用したい場合は、表示中のWebサイトをIEで開き直すとよい。

　「読み取りビュー」の表示は変更することができる。変更するに
は、ツールバーの「…」をクリックして、「設定」をクリック。「読み取
り」欄で読み取りビューのスタイルやフォントサイズを変更すれば
よい。

開きたいリンクを右クリックして「新しいタブで開く」をクリックすると、リンク
先のページのタブが追加され、そこに表示される。

ツールバーの「…」をクリックして、表示されたメニューから「新しいウィンド
ウ」をクリックする。

「リンクのコピー」をクリックすると、URLがクリップボードにコピーされて
ペースト可能な状態になる。

アドレスバーにある本型の「読み取りビュー」アイコンをクリックすると、Web
サイトから余計な情報を取り除かれて表示される。ただし、サイトによっては
利用できない場合もあるので注意。

開きたいリンクを右クリックして「新しいウィンドウで開く」をクリックする。新
しくウィンドウが開くため、タブに比べて時間がかかる場合がある。

ツールバーの「…」をクリックして、表示されたメニューから「新しいInPriva
teウィンドウ」をクリックすると、InPrivateウィンドウが開く。このウィンドウ
では閲覧データを残さずにサイトを閲覧することができる。

ツールバーの「…」をクリックしてメニューから「Internet Explorerで開く」
をクリックすると、表示中のWebサイトがIEで開かれる。

「Microsoft Edge」の「設定」で「読み取りビュー」のスタイルやフォントサ
イズを設定できる。

03060302 03080304

03070303 03090305

❷ここをクリック

❷ここをクリック

❷ここをクリック

❶右クリック ❶右クリック

❶右クリック
❷ここをクリック

❶ここをクリック

❶ここをクリック

❷ここをクリック

❶ここをクリック

❷ここをクリック

表示形式を選択

❶ここをクリック

P112-134.indd   116-117 2015/08/28   11:46

k-moriyama@katch.ne.jp



119118

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

P a r t

05

1「印刷」をクリック
印刷するWebサイトを表示した状態でツールバーの「…」をクリック。表示さ
れたメニューから「印刷」をクリックする。

2印刷開始
印刷画面が別ウィン
ドウで開かれる。右
側のプレビューを見
ながら、印刷の向き
や印刷するページの
指定などを設定して
「印刷」をクリックす
ると、印刷が開始さ
れる。

Webサイト上の画
像を右クリックして
「画像のコピー」を
クリックすると、画
像がクリップボード
にコピーされる。

2「詳細設定を表示」をクリック
設定が開いたら、「詳細設定を表示」をクリックする。

1「設定」をクリック
ツールバーの「…」をクリックして、表示されたメニューから「設定」をクリック
する。

3「ホーム」ボタンが表示される
「[ホーム]ボタンを表示する」を「オン」にすると「ホーム」ボタンが表示され
る。ここをクリックすれば、「ホーム」に設定してあるサイトへ戻れる。

PRO PROPRO

PRO

PRO PRO

HOME HOMEHOME

HOME

HOME HOME

サイトに表示された画像を保存する 「ホーム」ページを好きなページに
変更する画像をコピーする

Webサイトを印刷する

サイトに表示された画像を
他のアプリケーションと共有する

よく使うサイトを「スタート」メニューに
ピン留めする

　サイトに表示されている画像を保存するには、保存したい画像
上で右クリックをして「名前を付けて画像を保存」をクリックする。
なお、サイトによっては画像が保存できない場合がある。右クリック
が表示できない場合やFLASH画像は基本的に保存できない。

　「ホーム」のサイトは自由に変更することができる。「Microsoft 
Edge」の「設定」→「詳細設定」で変更したいサイトのURLを入力
しよう。

　サイトに表示されている画像をコピーするには、画像を右クリック
をして「画像のコピー」をクリックする。これで画像がクリップボード
にコピーされ、その画像を貼り付けられるようになる。

　表示中のWebサイトは印刷することができる。プレビューを見な
がら、印刷の向きや印刷するページの指定、拡大・縮小などを設定
して印刷することが可能だ。

　サイトに表示されている画像は他のアプリケーションと共有して
利用することができる。「メール」と共有して画像をメールに貼り付
けたり、「OneNote」と共有して画像をメモに貼り付けるといった使
い方が可能だ。

　よく閲覧するWebサイトは、「スタート」メニューにピン留めしてお
くと非常に便利。「スタート」メニューからタイルをクリックするだけ
ですばやくサイトを表示できるようになる。ピン留めしたいWebサイ
トを開き、アプリのメニューからピン留めしよう。

「画像の保存」をクリックすると、「画像の保存」画面が表示される。保存先と
ファイル名を設定して「保存」をクリックすると、画像をパソコンに保存するこ
とができる。

ツールバーの「…」をクリックして、「設定」→「詳細設定を表示」をクリック。
「[ホーム]ボタンを表示する」を「オン」にして、「ホーム」に設定するサイトの
URLを入力する。入力後は「保存」をクリックして変更しよう。

Webサイト上の画像を右クリックして「画像の共有」をクリック。デスクトップ
の右端に表示された「共有」から共有したいアプリケーションを選択する。

ピン留めしたいサイトを開いた状態で、ツールバーの「…」をクリックしてメ
ニューから「スタート画面にピン留めする」をクリックすると、「スタート」メ
ニューにタイルが追加される。

0310 03150312

0313

0311 0316

PROHOME

「ホーム」に設定してあるサイトを
表示する

　「ホーム」に設定してあるサイトへは、「ホーム」ボタンをクリック
すればどのページからでもワンクリックで表示できる。ただし、初期
状態では「ホーム」ボタンは非表示になっているので、まずは「Mic
rosoft Edge」の「設定」から「ホーム」ボタンを表示しよう。

0314

❷ここをクリック

❶画像を右クリック

❷ここをクリック

❶ここをクリック

ここをクリック

❶ここをクリック

❷共有するアプリケーションを
クリック

❷URLを入力

❷ここをクリック

❷ここをクリック

❶ここをクリック

❶「オン」にする

❷「ホーム」ボタンが表示される

❶「オン」にする

❸ここをクリック

❶ここをクリック

❷ここをクリック

❸タイルが追加される
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1「印刷」をクリック
印刷するWebサイトを表示した状態でツールバーの「…」をクリック。表示さ
れたメニューから「印刷」をクリックする。

2印刷開始
印刷画面が別ウィン
ドウで開かれる。右
側のプレビューを見
ながら、印刷の向き
や印刷するページの
指定などを設定して
「印刷」をクリックす
ると、印刷が開始さ
れる。

Webサイト上の画
像を右クリックして
「画像のコピー」を
クリックすると、画
像がクリップボード
にコピーされる。

2「詳細設定を表示」をクリック
設定が開いたら、「詳細設定を表示」をクリックする。

1「設定」をクリック
ツールバーの「…」をクリックして、表示されたメニューから「設定」をクリック
する。

3「ホーム」ボタンが表示される
「[ホーム]ボタンを表示する」を「オン」にすると「ホーム」ボタンが表示され
る。ここをクリックすれば、「ホーム」に設定してあるサイトへ戻れる。

PRO PROPRO

PRO

PRO PRO

HOME HOMEHOME

HOME

HOME HOME

サイトに表示された画像を保存する 「ホーム」ページを好きなページに
変更する画像をコピーする

Webサイトを印刷する

サイトに表示された画像を
他のアプリケーションと共有する

よく使うサイトを「スタート」メニューに
ピン留めする

　サイトに表示されている画像を保存するには、保存したい画像
上で右クリックをして「名前を付けて画像を保存」をクリックする。
なお、サイトによっては画像が保存できない場合がある。右クリック
が表示できない場合やFLASH画像は基本的に保存できない。

　「ホーム」のサイトは自由に変更することができる。「Microsoft 
Edge」の「設定」→「詳細設定」で変更したいサイトのURLを入力
しよう。

　サイトに表示されている画像をコピーするには、画像を右クリック
をして「画像のコピー」をクリックする。これで画像がクリップボード
にコピーされ、その画像を貼り付けられるようになる。

　表示中のWebサイトは印刷することができる。プレビューを見な
がら、印刷の向きや印刷するページの指定、拡大・縮小などを設定
して印刷することが可能だ。

　サイトに表示されている画像は他のアプリケーションと共有して
利用することができる。「メール」と共有して画像をメールに貼り付
けたり、「OneNote」と共有して画像をメモに貼り付けるといった使
い方が可能だ。

　よく閲覧するWebサイトは、「スタート」メニューにピン留めしてお
くと非常に便利。「スタート」メニューからタイルをクリックするだけ
ですばやくサイトを表示できるようになる。ピン留めしたいWebサイ
トを開き、アプリのメニューからピン留めしよう。

「画像の保存」をクリックすると、「画像の保存」画面が表示される。保存先と
ファイル名を設定して「保存」をクリックすると、画像をパソコンに保存するこ
とができる。

ツールバーの「…」をクリックして、「設定」→「詳細設定を表示」をクリック。
「[ホーム]ボタンを表示する」を「オン」にして、「ホーム」に設定するサイトの
URLを入力する。入力後は「保存」をクリックして変更しよう。

Webサイト上の画像を右クリックして「画像の共有」をクリック。デスクトップ
の右端に表示された「共有」から共有したいアプリケーションを選択する。

ピン留めしたいサイトを開いた状態で、ツールバーの「…」をクリックしてメ
ニューから「スタート画面にピン留めする」をクリックすると、「スタート」メ
ニューにタイルが追加される。

0310 03150312

0313

0311 0316

PROHOME

「ホーム」に設定してあるサイトを
表示する

　「ホーム」に設定してあるサイトへは、「ホーム」ボタンをクリック
すればどのページからでもワンクリックで表示できる。ただし、初期
状態では「ホーム」ボタンは非表示になっているので、まずは「Mic
rosoft Edge」の「設定」から「ホーム」ボタンを表示しよう。

0314

❷ここをクリック

❶画像を右クリック

❷ここをクリック

❶ここをクリック

ここをクリック

❶ここをクリック

❷共有するアプリケーションを
クリック

❷URLを入力

❷ここをクリック

❷ここをクリック

❶ここをクリック

❶「オン」にする

❷「ホーム」ボタンが表示される

❶「オン」にする

❸ここをクリック

❶ここをクリック

❷ここをクリック

❸タイルが追加される
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PROPRO PROPRO

PROPRO PROPRO

HOMEHOME HOMEHOME

HOMEHOME HOMEHOME

「お気に入り」のサイトをタブで表示よく見るWebサイトを
「お気に入り」に追加する 「お気に入り」のサイトを削除する「お気に入り」を固定表示させる

「お気に入り」のサイトの順番を
入れ替える「お気に入り」のサイトにアクセスする 「お気に入り」のサイトの

表示名を変更する「お気に入り」の固定表示を解除する

　「お気に入り」のサイトをクリックすると、表示中のタブにそのサ
イトが表示されるが、お気に入りのサイトを別のタブで開くこともで
きる。「お気に入り」で開きたいサイトを右クリックして、メニューから
「新しいタブで開く」をクリックしよう。

　アクセス頻度の多いWebサイトを「お気に入り」に追加すると、
次回からは簡単にアクセスすることができる。お気に入りに追加し
たいサイトを表示している状態で、ツールバーの「お気に入り」アイ
コンをクリックして追加しよう。

　「お気に入り」にサイトを追加しすぎると、探しているサイトが見
つけづらくなることがある。不要になったサイトは削除して使いやす
い状態を保とう。「お気に入り」で削除するサイトを右クリックして、
メニューから「削除」をクリックすると削除できる。

　「お気に入り」のウィンドウはサイトをクリックすると消えてしまう
が、常に表示させておくこともできる。「お気に入り」を開く手間が
省けてスムーズになるので、お気に入りを使う頻度が多いのであ
れば、固定表示させたほうが便利だ。

　「お気に入り」のサイトの一覧は表示順序を自由に入れ替えるこ
とができるので、アクセス頻度の高いサイトを上のほうにしておくと
便利になる。順序を変更したいサイトをドラッグ＆ドロップで表示し
たい場所に移動しよう。

　お気入りに追加したサイトにアクセスするには、ツールバーの
「ハブ」アイコンをクリックして「お気に入り」を表示。一覧からア
クセスしたいサイトをクリックする。フォルダーの場合はクリックして
フォルダーを開いてからサイトをクリックすればよい。

　「お気に入り」のサイトの表示名はあとから変更することができ
る。サイトを右クリックして、メニューから「名前の変更」をクリックし
て変更しよう。

　「お気に入り」を固定表示すると、ワンクリックで簡単にサイトへア
クセスができて便利だが、サイトを表示する領域が狭くなる。大きく
画面を使いたい場合は固定表示を解除しよう。解除するには、「お
気に入り」のウィンドウの右上にある「×」ボタンをクリックする。

「お気に入り」にある開きたいサイトを右クリックして、表示されたメニューか
ら「新しいタブで開く」をクリックする。

「お気に入り」で「追加」をクリックすると、お気に入りに追加することができ
る。名前を変更したい場合は名前を入力し、お気に入りをフォルダー分けして
いる場合は追加するフォルダーを選択しよう。

削除したいサイトを右クリックして、表示されたメニューから「削除」をクリッ
クする。

「お気に入り」の一覧ウィンドウの右上にあるピン型のアイコンの「このウィン
ドウをピン留めする」をクリックすると固定表示される。

順序を変更したいサイトをドラッグ＆ドロップすれば、ドロップした場所に移動
できる。

「お気に入り」の一覧から表示したいサイトをクリックすればアクセスできる。
目的のサイトがフォルダーに保存されている場合は、フォルダーをクリックし
て、フォルダー内の一覧からサイトをクリックしよう。

右クリックメニューから「名前の変更」をクリック。好きな名称を入力して「En
ter」キーを押す。

固定表示中の「お気に入り」ウィンドウを閉じるには、右上の「×」ボタンをク
リックする。

03210317 03230319

03220318 03240320

❸ここをクリック

❶ここをクリック

❷ここをクリック

名前の変更やフォルダーを
選択する場合は設定する

❸アクセスしたい
サイトをクリック

❶ここをクリック
❷ここをクリック

ここをクリック

ここをクリック

❶アクセスしたいサイトを
右クリック

❶削除したいサイトを
右クリック

ドラッグ＆ドロップで
表示したい場所に移動

❷ここをクリック

❷ここをクリック

❷ここをクリック

❶表示名を変更するサイトを右クリック

❸名称を入力
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PROPRO PROPRO

PROPRO PROPRO

HOMEHOME HOMEHOME

HOMEHOME HOMEHOME

「お気に入り」のサイトをタブで表示よく見るWebサイトを
「お気に入り」に追加する 「お気に入り」のサイトを削除する「お気に入り」を固定表示させる

「お気に入り」のサイトの順番を
入れ替える「お気に入り」のサイトにアクセスする 「お気に入り」のサイトの

表示名を変更する「お気に入り」の固定表示を解除する

　「お気に入り」のサイトをクリックすると、表示中のタブにそのサ
イトが表示されるが、お気に入りのサイトを別のタブで開くこともで
きる。「お気に入り」で開きたいサイトを右クリックして、メニューから
「新しいタブで開く」をクリックしよう。

　アクセス頻度の多いWebサイトを「お気に入り」に追加すると、
次回からは簡単にアクセスすることができる。お気に入りに追加し
たいサイトを表示している状態で、ツールバーの「お気に入り」アイ
コンをクリックして追加しよう。

　「お気に入り」にサイトを追加しすぎると、探しているサイトが見
つけづらくなることがある。不要になったサイトは削除して使いやす
い状態を保とう。「お気に入り」で削除するサイトを右クリックして、
メニューから「削除」をクリックすると削除できる。

　「お気に入り」のウィンドウはサイトをクリックすると消えてしまう
が、常に表示させておくこともできる。「お気に入り」を開く手間が
省けてスムーズになるので、お気に入りを使う頻度が多いのであ
れば、固定表示させたほうが便利だ。

　「お気に入り」のサイトの一覧は表示順序を自由に入れ替えるこ
とができるので、アクセス頻度の高いサイトを上のほうにしておくと
便利になる。順序を変更したいサイトをドラッグ＆ドロップで表示し
たい場所に移動しよう。

　お気入りに追加したサイトにアクセスするには、ツールバーの
「ハブ」アイコンをクリックして「お気に入り」を表示。一覧からア
クセスしたいサイトをクリックする。フォルダーの場合はクリックして
フォルダーを開いてからサイトをクリックすればよい。

　「お気に入り」のサイトの表示名はあとから変更することができ
る。サイトを右クリックして、メニューから「名前の変更」をクリックし
て変更しよう。

　「お気に入り」を固定表示すると、ワンクリックで簡単にサイトへア
クセスができて便利だが、サイトを表示する領域が狭くなる。大きく
画面を使いたい場合は固定表示を解除しよう。解除するには、「お
気に入り」のウィンドウの右上にある「×」ボタンをクリックする。

「お気に入り」にある開きたいサイトを右クリックして、表示されたメニューか
ら「新しいタブで開く」をクリックする。

「お気に入り」で「追加」をクリックすると、お気に入りに追加することができ
る。名前を変更したい場合は名前を入力し、お気に入りをフォルダー分けして
いる場合は追加するフォルダーを選択しよう。

削除したいサイトを右クリックして、表示されたメニューから「削除」をクリッ
クする。

「お気に入り」の一覧ウィンドウの右上にあるピン型のアイコンの「このウィン
ドウをピン留めする」をクリックすると固定表示される。

順序を変更したいサイトをドラッグ＆ドロップすれば、ドロップした場所に移動
できる。

「お気に入り」の一覧から表示したいサイトをクリックすればアクセスできる。
目的のサイトがフォルダーに保存されている場合は、フォルダーをクリックし
て、フォルダー内の一覧からサイトをクリックしよう。

右クリックメニューから「名前の変更」をクリック。好きな名称を入力して「En
ter」キーを押す。

固定表示中の「お気に入り」ウィンドウを閉じるには、右上の「×」ボタンをク
リックする。

03210317 03230319

03220318 03240320

❸ここをクリック

❶ここをクリック

❷ここをクリック

名前の変更やフォルダーを
選択する場合は設定する

❸アクセスしたい
サイトをクリック

❶ここをクリック
❷ここをクリック

ここをクリック

ここをクリック

❶アクセスしたいサイトを
右クリック

❶削除したいサイトを
右クリック

ドラッグ＆ドロップで
表示したい場所に移動

❷ここをクリック

❷ここをクリック

❷ここをクリック

❶表示名を変更するサイトを右クリック

❸名称を入力
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3インポート完了
インポートが完了し、「お気に入り」にサイトが登録される。

2フォルダーが作成される
フォルダーが作成されるので、好きな名称を入力して「Enter」キーを押す。

1「新しいフォルダーの作成」をクリック
「お気に入り」で任意のサイトを右クリックし、表示されたメニューから「新し
いフォルダーの作成」をクリックする。

3フォルダーにドラッグ＆ドロップ
収納するサイトをフォルダーにドラッグ＆ドロップして整理しよう。

1「お気に入りのインポート」をクリック
「お気に入り」を開いて、「お気に入りのインポート」をクリックする。

❸表示したいサイトをクリック

PRO PRO

PRO PRO

HOME HOME

HOME HOME

Webサイトを
リーディングリストに登録する

リーディングリストに登録したサイトを
削除する

リーディングリストを開く 過去に閲覧したサイトを開く

　「リーディングリスト」機能を利用すれば、オフライン状態でも
Webサイトが閲覧できる。Webサイトをオフライン状態で閲覧する
には、あらかじめ「リーディングリスト」に追加しておく必要があるの
で、オンラインの状態で追加しておこう。

　リーディングリストに登録したサイトを削除するには、リーディング
リストで削除したいサイトを右クリック。表示された「削除」をクリッ
クするとリーディングリストから削除される。

　リーディングリストに追加したサイトを表示するにはツールバーの
「ハブ」アイコンをクリックして「リーディングリスト」を表示。あとは
表示したいサイトをクリックすればよい。

　過去にアクセスしたサイトは履歴として保存され、履歴をチェッ
クすれば再び同じサイトへ簡単にアクセスすることができる。前に
サイトへアクセスしたものの、内容が思い出せない場合などに活
用しよう。

アドレスバーの星形の「お気に入りに追加」をクリックして、「リーディングリス
ト」をクリック。名前を変更したい場合は名前を入力し、「追加」をクリックする。

削除したいサイトを右クリックして、表示されたメニューから「削除」をクリッ
クする。

リーディングリストの一覧から表示したいサイトをクリックすれば表示でき
る。オフラインの状態でも表示できるので便利だ。

ツールバーの「ハブ」アイコンをクリックして、「履歴」ボタンをクリック。URL
をクリックするとサイトにアクセスすることができる。なお、履歴は期間ごと
にフォルダー分けされている。

0327 0329

0328 0330

PROPRO HOMEHOME

別のブラウザから
「お気に入り」をインポートする

「お気に入り」のサイトを
フォルダーで分ける

　「インポート」機能を利用すれば、別のブラウザで使用している
「お気に入り」（ブラウザによっては「ブックマーク」）を読み込むこ
とができる。

　「お気に入り」が増えて見づらいが削除はしたくない場合は、ジャ
ンルや用途別にフォルダー分けしておくとよい。サイトをフォルダー
にドラッグ＆ドロップすれば、フォルダーに収納できる。

03260325

2インポート開始
インポート元のブラウザにチェックを入れて「インポート」をクリックするとイ
ンポートが開始される。

フォルダー名を入力

❶任意のサイトを
右クリック

❷ここをクリック

ドラッグ＆ドロップで
フォルダーに収納

ここをクリック

❶ここをクリック

❷ここをクリック

❸ここをクリック

❶ここをクリック

❷ここをクリック

名前を変更する場合は変更する

❶ここをクリック

❷ここをクリック

❶削除したいサイトを
右クリック

❷ここをクリック

❷ここをクリック

❶インポート元の
ブラウザにチェックを入れる
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3インポート完了
インポートが完了し、「お気に入り」にサイトが登録される。

2フォルダーが作成される
フォルダーが作成されるので、好きな名称を入力して「Enter」キーを押す。

1「新しいフォルダーの作成」をクリック
「お気に入り」で任意のサイトを右クリックし、表示されたメニューから「新し
いフォルダーの作成」をクリックする。

3フォルダーにドラッグ＆ドロップ
収納するサイトをフォルダーにドラッグ＆ドロップして整理しよう。

1「お気に入りのインポート」をクリック
「お気に入り」を開いて、「お気に入りのインポート」をクリックする。

❸表示したいサイトをクリック

PRO PRO

PRO PRO

HOME HOME

HOME HOME

Webサイトを
リーディングリストに登録する

リーディングリストに登録したサイトを
削除する

リーディングリストを開く 過去に閲覧したサイトを開く

　「リーディングリスト」機能を利用すれば、オフライン状態でも
Webサイトが閲覧できる。Webサイトをオフライン状態で閲覧する
には、あらかじめ「リーディングリスト」に追加しておく必要があるの
で、オンラインの状態で追加しておこう。

　リーディングリストに登録したサイトを削除するには、リーディング
リストで削除したいサイトを右クリック。表示された「削除」をクリッ
クするとリーディングリストから削除される。

　リーディングリストに追加したサイトを表示するにはツールバーの
「ハブ」アイコンをクリックして「リーディングリスト」を表示。あとは
表示したいサイトをクリックすればよい。

　過去にアクセスしたサイトは履歴として保存され、履歴をチェッ
クすれば再び同じサイトへ簡単にアクセスすることができる。前に
サイトへアクセスしたものの、内容が思い出せない場合などに活
用しよう。

アドレスバーの星形の「お気に入りに追加」をクリックして、「リーディングリス
ト」をクリック。名前を変更したい場合は名前を入力し、「追加」をクリックする。

削除したいサイトを右クリックして、表示されたメニューから「削除」をクリッ
クする。

リーディングリストの一覧から表示したいサイトをクリックすれば表示でき
る。オフラインの状態でも表示できるので便利だ。

ツールバーの「ハブ」アイコンをクリックして、「履歴」ボタンをクリック。URL
をクリックするとサイトにアクセスすることができる。なお、履歴は期間ごと
にフォルダー分けされている。

0327 0329

0328 0330

PROPRO HOMEHOME

別のブラウザから
「お気に入り」をインポートする

「お気に入り」のサイトを
フォルダーで分ける

　「インポート」機能を利用すれば、別のブラウザで使用している
「お気に入り」（ブラウザによっては「ブックマーク」）を読み込むこ
とができる。

　「お気に入り」が増えて見づらいが削除はしたくない場合は、ジャ
ンルや用途別にフォルダー分けしておくとよい。サイトをフォルダー
にドラッグ＆ドロップすれば、フォルダーに収納できる。

03260325

2インポート開始
インポート元のブラウザにチェックを入れて「インポート」をクリックするとイ
ンポートが開始される。

フォルダー名を入力

❶任意のサイトを
右クリック

❷ここをクリック

ドラッグ＆ドロップで
フォルダーに収納

ここをクリック

❶ここをクリック

❷ここをクリック

❸ここをクリック

❶ここをクリック

❷ここをクリック

名前を変更する場合は変更する

❶ここをクリック

❷ここをクリック

❶削除したいサイトを
右クリック

❷ここをクリック

❷ここをクリック

❶インポート元の
ブラウザにチェックを入れる
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3保存する
「保存」をクリックすれば、OneNoteやリーディングリストに保存できる。

2メモなどを書き込む
「ペン」や「ハイライト」などのツールを選択して、Webページ上にメモやイラ
スト、ハイライトなどを直接書き込む。

1「Webノートの作成」アイコンをクリック
書き込みたいWebページを表示した状態で、「Webノートの作成」アイコン
をクリックする。

PROHOME

Webページ上にメモを書き込む

　「Webノート」を利用すれば、Webページ上にメモやイラスト、ハ
イライトなどを直接書き込むことができる。書き込みたいWebペー
ジを表示して「Webノートの作成」アイコンをクリックしよう。

0335 PROPROPRO

PROPROPRO

HOMEHOMEHOME

HOMEHOMEHOME

表示しているサイトのソースを
確認するダウンロード履歴を削除するサイトの閲覧履歴を削除する

テーマを変更するダウンロードフォルダを開くダウンロード履歴を表示する

　Webページは「HTML」という言語で作成され、その記述内容を
「ソース」と呼ぶ。「ソース」を直接確認するには、Webサイト上を
右クリックして「ソースの表示」をクリックする。別ウィンドウが表示
されて「ソース」を表示することができる。

　ダウンロードしたファイルの履歴は削除することができる。サイト
の閲覧履歴と同じように個別に削除したり、すべての履歴をまとめ
て削除したりすることが可能だ。

　アクセスしたサイトの履歴は削除することができるので、他人に
アクセスしたサイトの履歴を見られたくない場合は、削除しておくと
よいだろう。履歴は、個別に削除するだけでなく、まとめて削除する
ことも可能だ。

　「Microsoft Edge」には、複数のテーマが用意されており、テー
マを変えることでウィンドウのデザインを変えることができる。「Mic
rosoft Edge」の「設定」で「テーマの選択」から好みのテーマを選
択しよう。

　「Microsoft Edge」の初期状態では、Webサイトからダウンロー
ドしたファイルは「ダウンロード」フォルダーに保存されるようになっ
ている。この「ダウンロード」フォルダーにアクセスするには「ダウン
ロード」を表示して「フォルダーを開く」をクリックすればよい。

　Webサイトの閲覧と同じ様に、Webサイトからダウンロードした
ファイルの履歴も保存されており、一覧でチェックすることができ
る。また、一覧からファイル名をクリックすればそのファイルをすぐ
に実行できる。

ソースを確認したいページを開いた状態で右クリックし、「ソースの表示」を
クリックすると、そのページのソースが表示される。レイアウト方法などを確
認するときに活用しよう。

ダウンロード履歴を表示して、削除したいものの「×」アイコンをクリックして
削除する。「すべてクリア」をクリックすれば、すべてのダウンロード履歴をま
とめて削除することも可能だ。

テクニック0330の手順で「履歴」を表示して、削除したいものの「×」アイコ
ンをクリックして削除する。「すべての履歴をクリア」をクリックすれば、すべ
ての履歴をまとめて削除することも可能だ。

ツールバーの「…」をクリックして、表示されたメニューから「設定」をクリック。
「テーマの選択」から好みのテーマを選択する。

ダウンロード履歴を表示して「フォルダーを開く」をクリックすれば、「ダウン
ロード」フォルダーにアクセスできる。

ダウンロードしたファイルの履歴は一覧で確認可能。一覧からファイル名を
クリックすればそのファイルを実行できる。

033603330331

033703340332

すべて削除する場合はここをクリックすべて削除する場合はここをクリック

ここをクリックして削除
ここをクリックして削除

❶ここをクリック
❷ここをクリック

❸実行したいファイルをクリック

ここをクリック

ここをクリックして保存

❷書き込む

❶ツールを選択

ここをクリック

❷ここをクリック
❶右クリック

テーマを選択
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3保存する
「保存」をクリックすれば、OneNoteやリーディングリストに保存できる。

2メモなどを書き込む
「ペン」や「ハイライト」などのツールを選択して、Webページ上にメモやイラ
スト、ハイライトなどを直接書き込む。

1「Webノートの作成」アイコンをクリック
書き込みたいWebページを表示した状態で、「Webノートの作成」アイコン
をクリックする。

PROHOME

Webページ上にメモを書き込む

　「Webノート」を利用すれば、Webページ上にメモやイラスト、ハ
イライトなどを直接書き込むことができる。書き込みたいWebペー
ジを表示して「Webノートの作成」アイコンをクリックしよう。

0335 PROPROPRO

PROPROPRO

HOMEHOMEHOME

HOMEHOMEHOME

表示しているサイトのソースを
確認するダウンロード履歴を削除するサイトの閲覧履歴を削除する

テーマを変更するダウンロードフォルダを開くダウンロード履歴を表示する

　Webページは「HTML」という言語で作成され、その記述内容を
「ソース」と呼ぶ。「ソース」を直接確認するには、Webサイト上を
右クリックして「ソースの表示」をクリックする。別ウィンドウが表示
されて「ソース」を表示することができる。

　ダウンロードしたファイルの履歴は削除することができる。サイト
の閲覧履歴と同じように個別に削除したり、すべての履歴をまとめ
て削除したりすることが可能だ。

　アクセスしたサイトの履歴は削除することができるので、他人に
アクセスしたサイトの履歴を見られたくない場合は、削除しておくと
よいだろう。履歴は、個別に削除するだけでなく、まとめて削除する
ことも可能だ。

　「Microsoft Edge」には、複数のテーマが用意されており、テー
マを変えることでウィンドウのデザインを変えることができる。「Mic
rosoft Edge」の「設定」で「テーマの選択」から好みのテーマを選
択しよう。

　「Microsoft Edge」の初期状態では、Webサイトからダウンロー
ドしたファイルは「ダウンロード」フォルダーに保存されるようになっ
ている。この「ダウンロード」フォルダーにアクセスするには「ダウン
ロード」を表示して「フォルダーを開く」をクリックすればよい。

　Webサイトの閲覧と同じ様に、Webサイトからダウンロードした
ファイルの履歴も保存されており、一覧でチェックすることができ
る。また、一覧からファイル名をクリックすればそのファイルをすぐ
に実行できる。

ソースを確認したいページを開いた状態で右クリックし、「ソースの表示」を
クリックすると、そのページのソースが表示される。レイアウト方法などを確
認するときに活用しよう。

ダウンロード履歴を表示して、削除したいものの「×」アイコンをクリックして
削除する。「すべてクリア」をクリックすれば、すべてのダウンロード履歴をま
とめて削除することも可能だ。

テクニック0330の手順で「履歴」を表示して、削除したいものの「×」アイコ
ンをクリックして削除する。「すべての履歴をクリア」をクリックすれば、すべ
ての履歴をまとめて削除することも可能だ。

ツールバーの「…」をクリックして、表示されたメニューから「設定」をクリック。
「テーマの選択」から好みのテーマを選択する。

ダウンロード履歴を表示して「フォルダーを開く」をクリックすれば、「ダウン
ロード」フォルダーにアクセスできる。

ダウンロードしたファイルの履歴は一覧で確認可能。一覧からファイル名を
クリックすればそのファイルを実行できる。

033603330331

033703340332

すべて削除する場合はここをクリックすべて削除する場合はここをクリック

ここをクリックして削除
ここをクリックして削除

❶ここをクリック
❷ここをクリック

❸実行したいファイルをクリック

ここをクリック

ここをクリックして保存

❷書き込む

❶ツールを選択

ここをクリック

❷ここをクリック
❶右クリック

テーマを選択
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ツールバーの「…」をクリックして
「設定」→「詳細設定を表示」をク
リック。「入力時に検索候補を表
示する」を「オフ」にする。

1「新規追加」をクリック
Googleを表示した状態でツールバーの「…」をクリック。「設定」→「詳細設
定を表示」をクリックし、「アドレスバーでの～」欄で「新規追加」を選択する。

2Googleを追加
「追加」をクリックすると、アドレスバーにGoogle検索を追加、「規定に追加」
をクリックすると常にGoogleで検索されるようになる。どちらか好きなほう
を選択しよう。

PRO

PRO

HOME

HOME

検索候補を表示しないようにする

アドレスバーに
Google検索を追加する

　アドレスバーなどにキーワードを入力し始めると、先読み予測し
て検索候補を表示してくれる。キーワードをすべて打ち込む手間
が省けて便利だが、個人情報流出の危険もある。予防策としてこ
の機能を無効にすることが可能だ。

　初期状態ではアドレスバーで検索を行なうと、Bingで検索され
るが、Googleで検索することもできる。Google検索を行なうには
「詳細設定」でGoogleを追加しよう。

0339

0338 PROPROPRO

PROPROPRO

HOMEHOMEHOME

HOMEHOMEHOME

IEでタブを追加するInternet Explorerを起動する悪意のあるサイトから保護する

IEのタブ機能をカスタマイズして使うIEにメニューバーを表示するポップアップブロックの
有効・無効を変更する

　Internet Explorerもタブブラウジングに対応しており、ひとつの
ウィンドウ内に複数のサイトを表示できる。タブの右側にある「新し
いタブ」ボタンをクリックすれば新しいタブを追加可能だ。

　Windows10は「Microsoft Edge」だけでなく、従来同様の「In
ternet Explorer（IE）」も搭載しており、「スタート」メニューから起
動できる。操作方法や使い勝手も従来同様なので、使い慣れたブ
ラウザのほうがよいという場合にはこちらを利用しよう。

　正規のWebサイトを装って個人情報を盗み取る「フィッシングサ
イト」など、悪質なWebサイトも存在する。これらのサイトからパソコ
ンを保護するには、「詳細設定」で「SmartScreen フィルター」を
利用するようにしよう。

　IEのタブの動作を使いやすくカスタマイズできる。タブを追加し
たときに表示するページを変更することも可能だ。設定変更する
には「ツール」の「インターネットオプション」の「全般」タブを開いて
「タブ」をクリックする。

　初期状態のInternet Explorerでは「ファイル」や「編集」といっ
た項目は表示されない。使いたい場合は手動で表示させる必要が
ある。キーボードの「Alt」キーを押せば一時的にメニューバーを表
示できるが、常に表示させることも可能だ。

　Webサイトの中には、ウィンドウが勝手に開いて別のサイトへア
クセスする「ポップアップ」表示と呼ばれものがある。初期設定で
はブロックするように設定されているが、サイトによって正しく表示
されないことがある。その場合は「オン」・「オフ」を切り替えよう。

タブの右側にある「新しいタブ」ボタンをクリックすると追加される。「ツー
ル」→「インターネットオプション」→「タブ」で設定を行なうと、表示するサイ
トなどをカスタマイズすることが可能だ。

「スタート」メニューで「すべてのアプリ」を開き、「Windowsアクセサリ」フォ
ルダーから「Internet Explorer」をクリックする。

ツールバーの「…」をクリックして「設定」→「詳細設定を表示」をクリック。
「SmartScreen フィルターを使って～」を「オン」にすれば、「SmartScre
en フィルター」で悪意のあるサイトから保護できる。

タブを追加したときに表示するページや、タブグループの設定を変更するこ
とができる。使いやすいようにカスタマイズしよう。

常にメニューバーを表示させておきたい場合は、タブの上部を右クリックして
「メニューバー」にチェックを入れる。

「ツール」→「ポップアップブロック」をクリックすると、ブロックの有効・無効を
切り替えることができる。

034403420340

034503430341

新規追加を選択

どちらかをクリック

「オン」にする

「オン」・「オフ」を切り替える

「オフ」にする

❷メニューバーが
常に表示される

❶チェックを入れる

ここをクリック

ここをクリック
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ツールバーの「…」をクリックして
「設定」→「詳細設定を表示」をク
リック。「入力時に検索候補を表
示する」を「オフ」にする。

1「新規追加」をクリック
Googleを表示した状態でツールバーの「…」をクリック。「設定」→「詳細設
定を表示」をクリックし、「アドレスバーでの～」欄で「新規追加」を選択する。

2Googleを追加
「追加」をクリックすると、アドレスバーにGoogle検索を追加、「規定に追加」
をクリックすると常にGoogleで検索されるようになる。どちらか好きなほう
を選択しよう。

PRO

PRO

HOME

HOME

検索候補を表示しないようにする

アドレスバーに
Google検索を追加する

　アドレスバーなどにキーワードを入力し始めると、先読み予測し
て検索候補を表示してくれる。キーワードをすべて打ち込む手間
が省けて便利だが、個人情報流出の危険もある。予防策としてこ
の機能を無効にすることが可能だ。

　初期状態ではアドレスバーで検索を行なうと、Bingで検索され
るが、Googleで検索することもできる。Google検索を行なうには
「詳細設定」でGoogleを追加しよう。

0339

0338 PROPROPRO

PROPROPRO

HOMEHOMEHOME

HOMEHOMEHOME

IEでタブを追加するInternet Explorerを起動する悪意のあるサイトから保護する

IEのタブ機能をカスタマイズして使うIEにメニューバーを表示するポップアップブロックの
有効・無効を変更する

　Internet Explorerもタブブラウジングに対応しており、ひとつの
ウィンドウ内に複数のサイトを表示できる。タブの右側にある「新し
いタブ」ボタンをクリックすれば新しいタブを追加可能だ。

　Windows10は「Microsoft Edge」だけでなく、従来同様の「In
ternet Explorer（IE）」も搭載しており、「スタート」メニューから起
動できる。操作方法や使い勝手も従来同様なので、使い慣れたブ
ラウザのほうがよいという場合にはこちらを利用しよう。

　正規のWebサイトを装って個人情報を盗み取る「フィッシングサ
イト」など、悪質なWebサイトも存在する。これらのサイトからパソコ
ンを保護するには、「詳細設定」で「SmartScreen フィルター」を
利用するようにしよう。

　IEのタブの動作を使いやすくカスタマイズできる。タブを追加し
たときに表示するページを変更することも可能だ。設定変更する
には「ツール」の「インターネットオプション」の「全般」タブを開いて
「タブ」をクリックする。

　初期状態のInternet Explorerでは「ファイル」や「編集」といっ
た項目は表示されない。使いたい場合は手動で表示させる必要が
ある。キーボードの「Alt」キーを押せば一時的にメニューバーを表
示できるが、常に表示させることも可能だ。

　Webサイトの中には、ウィンドウが勝手に開いて別のサイトへア
クセスする「ポップアップ」表示と呼ばれものがある。初期設定で
はブロックするように設定されているが、サイトによって正しく表示
されないことがある。その場合は「オン」・「オフ」を切り替えよう。

タブの右側にある「新しいタブ」ボタンをクリックすると追加される。「ツー
ル」→「インターネットオプション」→「タブ」で設定を行なうと、表示するサイ
トなどをカスタマイズすることが可能だ。

「スタート」メニューで「すべてのアプリ」を開き、「Windowsアクセサリ」フォ
ルダーから「Internet Explorer」をクリックする。

ツールバーの「…」をクリックして「設定」→「詳細設定を表示」をクリック。
「SmartScreen フィルターを使って～」を「オン」にすれば、「SmartScre
en フィルター」で悪意のあるサイトから保護できる。

タブを追加したときに表示するページや、タブグループの設定を変更するこ
とができる。使いやすいようにカスタマイズしよう。

常にメニューバーを表示させておきたい場合は、タブの上部を右クリックして
「メニューバー」にチェックを入れる。

「ツール」→「ポップアップブロック」をクリックすると、ブロックの有効・無効を
切り替えることができる。

034403420340

034503430341

新規追加を選択

どちらかをクリック

「オン」にする

「オン」・「オフ」を切り替える

「オフ」にする

❷メニューバーが
常に表示される

❶チェックを入れる

ここをクリック

ここをクリック

P112-134.indd   126-127 2015/08/28   11:47

k-moriyama@katch.ne.jp



129128

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

P a r t

05

3ツールバーを非表示にする
「ツール」→「ツールバー」で「メニューバー」などのチェックをすべてはずせ
ば、ツールバーを非表示にすることもできる。

1設定画面
コマンドバーの「ツール」を開いて、「ツールバー」→「カスタマイズ」をクリッ
クする。

2機能を追加する
「利用できるツールバーボタン」のなかから機能を選択して「追加」をクリック
する。

PROHOME

IEのツールバーを
カスタマイズして使う

　操作や設定などを行なう「ツールバー」をカスタマイズすること
ができる。使う頻度の多い機能をツールバーに表示して、使いや
すいように配置しよう。

0350 PROPROPRO

PROPROPRO

HOMEHOMEHOME

HOMEHOMEHOME

IEのツールバーをアイコンのみの
表示にするIEで表示中のサイトを拡大・縮小するIEにコマンドバーを表示する

IEでWebページ上のデータを
丸ごとパソコンに保存する

IEでサイトに表示されている文字を
拡大・縮小する

IEでWebサイトを
全画面で表示させる

　ツールバーのアイコンは通常アイコンとテキストが表示されてい
る。しかし、この表示のテキストを非表示にしてアイコンのみにする
ことも可能。アイコンのみにすればすっきりした印象になる。

　Webページによっては、細かすぎて読みづらいことがある。その
場合は表示しているページを拡大、または縮小することによって、
読みやすいサイズに調整することができる。コマンドバーの「ペー
ジ」→「拡大」で画面表示の倍率を調整しよう。

　初期状態のInternet Explorerでは「ホーム」ボタンや「印刷」
ボタン、「ページ」、「ツール」といった項目が表示される「コマンド
バー」が表示されていない。コマンドバーを使いたい場合はタブの
上部を右クリックして表示しておこう。

　表示中のページを丸ごと保存することができる。保存したい
ページを表示している状態で、ツールバーの「ページ」→「名前を
付けて保存」をクリックする。保存する種類を「Webページ、完全」
に選択して、保存先を指定して「保存」ボタンをクリックする。

　サイトの文字が読みづらい場合は、文字を拡大、または縮小をし
て表示すればよい。ツールバーの「ページ」をクリックして、「文字
のサイズ」にマウスカーソルを重ねると、5段階の文字サイズが表
示される。読みやすい文字サイズに変更しよう。

　大画面でサイトを見たいときは、画面全体で表示することができ
る。コマンドバーの「ツール」をクリックして、「全画面表示」をクリッ
クする。

タブの上部を右クリックして、「カスタマイズ」→「アイコンのみ」を選択。これ
でツールバーがアイコンのみの表示になる。

コマンドバーの「ページ」→「拡大」で画面表示の倍率を調整できる。なお、
画面表示の倍率は画面下部のステータスバーにある「▼」からも調整可能だ
（ステータスバーが表示されていない場合は、タブの上部を右クリックして
「ステータスバー」にチェックを入れる）。

コマンドバーを表示するには、タブの上部を右クリックして「コマンドバー」に
チェックを入れる。

「ファイル名」を任意で変更しておくと見つけやすくなる。なお、ページによっ
ては保存できない場合があるので注意が必要だ。

ニュースサイトなどの文字が多いページで文字サイズを変更すると読みや
すくなる。なお、文字を拡大しすぎるとページのレイアウトが崩れてしまうこ
とがあるので注意。

全画面表示にするとツールバーなどの操作パネルも消える。マウスカーソル
を画面上端に移動すると、ツールバーが表示できる。

035103480346

035203490347

❷ここをクリック

❶ここをクリック

❸画面倍率を選択

❸文字のサイズを
選択

❷ここをクリック

❶ここをクリック

❷コマンドバーが
表示される

❶チェックを入れる
❷ここをクリック

❶ここをクリック

❸ここをクリック

❶ここをクリック

❷ここをクリック

❷ここをクリック

❶追加するボタン
を選択

❸チェックを入れる

❷ここをクリック

❶右クリック

ここをクリック
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3ツールバーを非表示にする
「ツール」→「ツールバー」で「メニューバー」などのチェックをすべてはずせ
ば、ツールバーを非表示にすることもできる。

1設定画面
コマンドバーの「ツール」を開いて、「ツールバー」→「カスタマイズ」をクリッ
クする。

2機能を追加する
「利用できるツールバーボタン」のなかから機能を選択して「追加」をクリック
する。

PROHOME

IEのツールバーを
カスタマイズして使う

　操作や設定などを行なう「ツールバー」をカスタマイズすること
ができる。使う頻度の多い機能をツールバーに表示して、使いや
すいように配置しよう。

0350 PROPROPRO

PROPROPRO

HOMEHOMEHOME

HOMEHOMEHOME

IEのツールバーをアイコンのみの
表示にするIEで表示中のサイトを拡大・縮小するIEにコマンドバーを表示する

IEでWebページ上のデータを
丸ごとパソコンに保存する

IEでサイトに表示されている文字を
拡大・縮小する

IEでWebサイトを
全画面で表示させる

　ツールバーのアイコンは通常アイコンとテキストが表示されてい
る。しかし、この表示のテキストを非表示にしてアイコンのみにする
ことも可能。アイコンのみにすればすっきりした印象になる。

　Webページによっては、細かすぎて読みづらいことがある。その
場合は表示しているページを拡大、または縮小することによって、
読みやすいサイズに調整することができる。コマンドバーの「ペー
ジ」→「拡大」で画面表示の倍率を調整しよう。

　初期状態のInternet Explorerでは「ホーム」ボタンや「印刷」
ボタン、「ページ」、「ツール」といった項目が表示される「コマンド
バー」が表示されていない。コマンドバーを使いたい場合はタブの
上部を右クリックして表示しておこう。

　表示中のページを丸ごと保存することができる。保存したい
ページを表示している状態で、ツールバーの「ページ」→「名前を
付けて保存」をクリックする。保存する種類を「Webページ、完全」
に選択して、保存先を指定して「保存」ボタンをクリックする。

　サイトの文字が読みづらい場合は、文字を拡大、または縮小をし
て表示すればよい。ツールバーの「ページ」をクリックして、「文字
のサイズ」にマウスカーソルを重ねると、5段階の文字サイズが表
示される。読みやすい文字サイズに変更しよう。

　大画面でサイトを見たいときは、画面全体で表示することができ
る。コマンドバーの「ツール」をクリックして、「全画面表示」をクリッ
クする。

タブの上部を右クリックして、「カスタマイズ」→「アイコンのみ」を選択。これ
でツールバーがアイコンのみの表示になる。

コマンドバーの「ページ」→「拡大」で画面表示の倍率を調整できる。なお、
画面表示の倍率は画面下部のステータスバーにある「▼」からも調整可能だ
（ステータスバーが表示されていない場合は、タブの上部を右クリックして
「ステータスバー」にチェックを入れる）。

コマンドバーを表示するには、タブの上部を右クリックして「コマンドバー」に
チェックを入れる。

「ファイル名」を任意で変更しておくと見つけやすくなる。なお、ページによっ
ては保存できない場合があるので注意が必要だ。

ニュースサイトなどの文字が多いページで文字サイズを変更すると読みや
すくなる。なお、文字を拡大しすぎるとページのレイアウトが崩れてしまうこ
とがあるので注意。

全画面表示にするとツールバーなどの操作パネルも消える。マウスカーソル
を画面上端に移動すると、ツールバーが表示できる。

035103480346

035203490347

❷ここをクリック

❶ここをクリック

❸画面倍率を選択

❸文字のサイズを
選択

❷ここをクリック

❶ここをクリック

❷コマンドバーが
表示される

❶チェックを入れる
❷ここをクリック

❶ここをクリック

❸ここをクリック

❶ここをクリック

❷ここをクリック

❷ここをクリック

❶追加するボタン
を選択

❸チェックを入れる

❷ここをクリック

❶右クリック

ここをクリック
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3インポート情報を選択
「参照」をクリックしてインポート情報が保存されているファイルを選択す
る。外部メディアに保存している場合は外部メディアを選択しよう。

1インポート画面を開く
「お気に入り」を開いて、「お気に入りに追加」ボタン横の「▼」をクリックする。
「インポートとエクスポート」を選択する。

2インポート画面
「ファイルからインポートする」を選択して「次へ」をクリックする。次の画面で
インポートする内容の選択欄から「お気に入り」を選択する。

PROHOME

IEでほかのパソコンの「お気に入り」を
インポートする

　「インポート」機能を利用すれば、ほかのパソコンで使っている
お気に入り情報を読み込むことができる。パソコンを買い替えたと
きなどに活用しよう。

0359PRO PROPRO

PRO PROPRO

HOME HOMEHOME

HOME HOMEHOME

IEの「お気に入りセンター」を
固定表示させる

IEの「お気に入り」で
フォルダー内のサイトをまとめて開く

よく見るWebサイトを
IEの「お気に入り」に追加する

IEのタブで表示中の複数サイトを
「お気に入り」に追加 増えすぎた「お気に入り」を整理するIEの「お気に入り」を使ってサイトに

アクセスする

　「お気に入り」をInternet Explorerの画面右端に固定表示する
ことができる。閲覧する画面は小さくなるが、お気に入りを開く手間
が省けてスムーズにアクセスできる。お気に入りを使う頻度が多い
のであれば、固定表示をさせたほうが便利だ。

　「お気に入り」でフォルダーにまとめたサイトを一気に開くことが
できる。マウスカーソルを開きたいフォルダーに重ね、右側に表示
される「→」ボタンをクリックする。フォルダー内のサイトがまとめて
タブ表示される。

　アクセス頻度の多いWebサイトを「お気に入り」に追加すると、
次回からは簡単にアクセスすることができる。お気に入りに追加し
たいサイトを表示している状態で、ツールバーの「お気に入り」を
開き、「お気に入りに追加」をクリックすると追加できる。

　タブで表示している複数のサイトを、お気に入りにまとめて追加
することができる。まとめて追加すると、お気に入り内のフォルダー
にグループとしてまとめられる。関連している内容のサイトを同時
にお気に入りへ追加したいときに便利な機能だ。

　よく使うサイトは「お気に入り」に追加しておくと、すばやくアク
セスできるので便利だが、お気に入りが増えてくると逆に不便にな
ることもある。「お気に入りに追加」ボタン横の「▼」をクリックして、
「お気に入りの整理」からお気に入りを整理しておこう。

　アクセスすることの多いサイトを「お気入り」に追加しておくと、
次回からスムーズにアクセスすることができる。お気に入りに追加
したサイトへアクセスするには、ツールバーの「お気に入り」ボタン
をクリックして、一覧の中からアクセスしたいサイトをクリックする。

「お気に入りセンターをピン留め」ボタンをクリックすると固定表示される。
「お気に入りに追加」ボタンも固定表示され、新たに「お気に入り」へ追加す
る際も簡単に行なえる。

多くのサイトを入れてあるフォルダーを一気に表示しようとすると、パソコン
の動作が遅くなることがあるので注意が必要だ。

「お気に入りに追加」画面で「追加」をクリックすると、お気に入りに追加する
ことができる。名前を変更したい場合は名前を入力し、お気に入りをフォル
ダー分けしている場合は追加するフォルダーを選択しよう。

「お気に入り」を開いて「お気に入りに追加」ボタン横にある「▼」をクリックす
る。「現在のすべてのタブをお気に入りに追加」をクリックして、グループ名を
入力すれば追加される。

「新しいフォルダー」をクリックして、ジャンルごとにフォルダー分けしておく
と便利。また、「名前の変更」でお気に入りの名前を変えることができる。

お気に入りに追加したサイトの名前をわかりやすく変更しておくと便利だ。名
前を変更するのは、サイトを右クリック→「名前の変更」をクリックして任意の
名前を入力する。

0355 03570353

0356 03580354

❸ここをクリック

ここをクリック

❷アクセスしたい
サイトをクリック

❶ここをクリック
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❶チェックを入れる

❷ここをクリック

❶ここをクリック
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3インポート情報を選択
「参照」をクリックしてインポート情報が保存されているファイルを選択す
る。外部メディアに保存している場合は外部メディアを選択しよう。

1インポート画面を開く
「お気に入り」を開いて、「お気に入りに追加」ボタン横の「▼」をクリックする。
「インポートとエクスポート」を選択する。

2インポート画面
「ファイルからインポートする」を選択して「次へ」をクリックする。次の画面で
インポートする内容の選択欄から「お気に入り」を選択する。

PROHOME

IEでほかのパソコンの「お気に入り」を
インポートする

　「インポート」機能を利用すれば、ほかのパソコンで使っている
お気に入り情報を読み込むことができる。パソコンを買い替えたと
きなどに活用しよう。

0359PRO PROPRO

PRO PROPRO

HOME HOMEHOME

HOME HOMEHOME

IEの「お気に入りセンター」を
固定表示させる

IEの「お気に入り」で
フォルダー内のサイトをまとめて開く

よく見るWebサイトを
IEの「お気に入り」に追加する

IEのタブで表示中の複数サイトを
「お気に入り」に追加 増えすぎた「お気に入り」を整理するIEの「お気に入り」を使ってサイトに

アクセスする

　「お気に入り」をInternet Explorerの画面右端に固定表示する
ことができる。閲覧する画面は小さくなるが、お気に入りを開く手間
が省けてスムーズにアクセスできる。お気に入りを使う頻度が多い
のであれば、固定表示をさせたほうが便利だ。

　「お気に入り」でフォルダーにまとめたサイトを一気に開くことが
できる。マウスカーソルを開きたいフォルダーに重ね、右側に表示
される「→」ボタンをクリックする。フォルダー内のサイトがまとめて
タブ表示される。

　アクセス頻度の多いWebサイトを「お気に入り」に追加すると、
次回からは簡単にアクセスすることができる。お気に入りに追加し
たいサイトを表示している状態で、ツールバーの「お気に入り」を
開き、「お気に入りに追加」をクリックすると追加できる。

　タブで表示している複数のサイトを、お気に入りにまとめて追加
することができる。まとめて追加すると、お気に入り内のフォルダー
にグループとしてまとめられる。関連している内容のサイトを同時
にお気に入りへ追加したいときに便利な機能だ。

　よく使うサイトは「お気に入り」に追加しておくと、すばやくアク
セスできるので便利だが、お気に入りが増えてくると逆に不便にな
ることもある。「お気に入りに追加」ボタン横の「▼」をクリックして、
「お気に入りの整理」からお気に入りを整理しておこう。

　アクセスすることの多いサイトを「お気入り」に追加しておくと、
次回からスムーズにアクセスすることができる。お気に入りに追加
したサイトへアクセスするには、ツールバーの「お気に入り」ボタン
をクリックして、一覧の中からアクセスしたいサイトをクリックする。

「お気に入りセンターをピン留め」ボタンをクリックすると固定表示される。
「お気に入りに追加」ボタンも固定表示され、新たに「お気に入り」へ追加す
る際も簡単に行なえる。

多くのサイトを入れてあるフォルダーを一気に表示しようとすると、パソコン
の動作が遅くなることがあるので注意が必要だ。

「お気に入りに追加」画面で「追加」をクリックすると、お気に入りに追加する
ことができる。名前を変更したい場合は名前を入力し、お気に入りをフォル
ダー分けしている場合は追加するフォルダーを選択しよう。

「お気に入り」を開いて「お気に入りに追加」ボタン横にある「▼」をクリックす
る。「現在のすべてのタブをお気に入りに追加」をクリックして、グループ名を
入力すれば追加される。

「新しいフォルダー」をクリックして、ジャンルごとにフォルダー分けしておく
と便利。また、「名前の変更」でお気に入りの名前を変えることができる。

お気に入りに追加したサイトの名前をわかりやすく変更しておくと便利だ。名
前を変更するのは、サイトを右クリック→「名前の変更」をクリックして任意の
名前を入力する。
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❷アクセスしたい
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1「RSS」ボタンをクリック
ツールバーにある「RSS」ボタンがオレンジ色に表示されている状態で
「RSS」ボタンをクリックする。

2「このフィードを受信登録する」をクリック
画面が切り替わったら「このフィードを受信登録する」をクリックする。

3インポート情報を選択
「このフィードの受信登録」画面で、「受信登録」をクリックすれば登録は完
了。なお、この画面では名前の変更や作成先の指定もできる。

3エクスポート先を指定
「参照」をクリックして、エクスポートデータを保存する場所を指定する。ほか
のパソコンに移す場合は外部メディアなどを選択しよう。

1エクスポートを選択
「お気に入りに追加」ボタン横の「▼」をクリックして、「インポートとエクス
ポート」を選択する。「ファイルにエクスポートする」を選択して「次へ」をク
リックする。

2エクスポート開始
「お気に入り」にチェックを入れて「次へ」をクリック。次の画面でエクスポート
する「お気に入り」のあるフォルダーを選択する。

PRO PROHOME HOME

IEで使用している
「お気に入り」情報をエクスポートする IEに新しいフィードを追加する

　使用中の「お気に入り」をほかのパソコンに移したり、バックアッ
プするときは「エクスポート」機能を利用しよう。「お気に入り」を簡
単に移すことができる。

　RSSに対応しているサイトなら、自由にフィード情報を追加する
ことができる。RSS対応のサイトにアクセスすると、ツールバーにあ
る「RSS」ボタンがオレンジ色に表示される。「RSS」ボタンをクリッ
クすることで、追加することが可能だ。

0360 0365PRO PRO

PRO PRO

HOME HOME

HOME HOME

IEで過去に閲覧したサイトを開く IEの閲覧履歴からサイトを検索する

IEの閲覧履歴を並び替える IEの履歴情報を削除する

　過去にアクセスしたサイトが「履歴」として保存され、初期設定
では過去20日分の履歴をさかのぼれる。履歴をチェックすれば再
び同じサイトへ簡単にアクセスすることができる。前にサイトへアク
セスしたものの、内容が思い出せない場合などに活用しよう。

　履歴が大量に保存されてしまっていると、探しているサイトを見
つけ出すのは難しい。その場合は履歴の検索機能を活用して目
的のサイトを探し出そう。

　これまでにアクセスしたことのあるサイトの履歴は並べ替えて表
示することも可能だ。履歴画面の上部にある「日付順に表示」をク
リックして並べ替えの順序を選択しよう。

　他人にアクセスしたサイトの履歴を見られたくない場合は、履歴
を削除することができる。削除するには「インターネットオプション」
の「閲覧の履歴」から行なう。プライバシーの観点からも、他人に
履歴を見られる可能性がある場合は削除することをオススメする。

ツールバーにある星マークの「お気に入り」をクリックして、「履歴」タブをク
リックすると、履歴が期間ごとにフォルダー分けされている。URLをクリック
するとサイトにアクセスすることができる。

「履歴の検索」を選択すると、サイトの履歴をキーワード検索することができ
る。「検索内容」にキーワードを入力して「今すぐ検索」をクリックすれば検索
が行なえる。

履歴画面の上部にある「日付順に表示」をクリックすると、サイトの名前順や
アクセス回数順に並び替えることができる。

「ツール」→「インターネットオプション」→「閲覧の履歴」欄の「削除」をクリッ
ク。次の画面で「履歴」にチェックを入れて、「削除」をクリックすると、保存さ
れている履歴を削除することができる。

0361 0363

0362 0364

ここをクリック

❶ここをクリック

❷ここをクリック

❷並び順を選択

❶ここをクリック

❷キーワードを入力

❶「履歴の検索」を選択

❶チェックを入れる

❷ここをクリック ここをクリック

ここをクリック

❶チェックを入れる
❷ここをクリック

❶ファイルを選択

❷ここをクリック

ここをクリック

P112-134.indd   132-133 2015/08/28   11:47

k-moriyama@katch.ne.jp



133132

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

P a r t

05

1「RSS」ボタンをクリック
ツールバーにある「RSS」ボタンがオレンジ色に表示されている状態で
「RSS」ボタンをクリックする。

2「このフィードを受信登録する」をクリック
画面が切り替わったら「このフィードを受信登録する」をクリックする。

3インポート情報を選択
「このフィードの受信登録」画面で、「受信登録」をクリックすれば登録は完
了。なお、この画面では名前の変更や作成先の指定もできる。

3エクスポート先を指定
「参照」をクリックして、エクスポートデータを保存する場所を指定する。ほか
のパソコンに移す場合は外部メディアなどを選択しよう。

1エクスポートを選択
「お気に入りに追加」ボタン横の「▼」をクリックして、「インポートとエクス
ポート」を選択する。「ファイルにエクスポートする」を選択して「次へ」をク
リックする。

2エクスポート開始
「お気に入り」にチェックを入れて「次へ」をクリック。次の画面でエクスポート
する「お気に入り」のあるフォルダーを選択する。
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IEで使用している
「お気に入り」情報をエクスポートする IEに新しいフィードを追加する

　使用中の「お気に入り」をほかのパソコンに移したり、バックアッ
プするときは「エクスポート」機能を利用しよう。「お気に入り」を簡
単に移すことができる。

　RSSに対応しているサイトなら、自由にフィード情報を追加する
ことができる。RSS対応のサイトにアクセスすると、ツールバーにあ
る「RSS」ボタンがオレンジ色に表示される。「RSS」ボタンをクリッ
クすることで、追加することが可能だ。
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IEで過去に閲覧したサイトを開く IEの閲覧履歴からサイトを検索する

IEの閲覧履歴を並び替える IEの履歴情報を削除する

　過去にアクセスしたサイトが「履歴」として保存され、初期設定
では過去20日分の履歴をさかのぼれる。履歴をチェックすれば再
び同じサイトへ簡単にアクセスすることができる。前にサイトへアク
セスしたものの、内容が思い出せない場合などに活用しよう。

　履歴が大量に保存されてしまっていると、探しているサイトを見
つけ出すのは難しい。その場合は履歴の検索機能を活用して目
的のサイトを探し出そう。

　これまでにアクセスしたことのあるサイトの履歴は並べ替えて表
示することも可能だ。履歴画面の上部にある「日付順に表示」をク
リックして並べ替えの順序を選択しよう。

　他人にアクセスしたサイトの履歴を見られたくない場合は、履歴
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リックすると、履歴が期間ごとにフォルダー分けされている。URLをクリック
するとサイトにアクセスすることができる。

「履歴の検索」を選択すると、サイトの履歴をキーワード検索することができ
る。「検索内容」にキーワードを入力して「今すぐ検索」をクリックすれば検索
が行なえる。

履歴画面の上部にある「日付順に表示」をクリックすると、サイトの名前順や
アクセス回数順に並び替えることができる。
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1追加画面
コマンドバーの「ツール」→「アドオンの管理」→「追加のツールバーと拡張機
能を検索」をクリックする。

2追加するアドオンを選択
「アドオン」タブを開いて、追加したいアドオンを選択してクリックする。

3アドオンをインストールする
「Internet Explorerに追加」をクリックする。表示される注意事項を確認し
てから「追加」をクリックするとインストールされる。

PROHOME

IEにアドオンプログラムを追加する

　「アドオン」とは操作や機能の拡張ができるプログラムのこと。
好みのアドオンを追加することによって、使いやすいようにIEをカ
スタマイズすることができる。

0366 PRO

PRO

HOME

HOME

アドオンを無効化する

アドオンの既定を削除する

　操作や機能を拡張できる便利なアドオンだが、インストールしす
ぎると不安定になることがある。その場合は、使っていないアドオン
を無効化するのが有効だ。コマンドバーの「ツール」→「アドオン
の管理」→「アクセラレータ」を開いて設定を行なえる。

　アドオンの管理画面で「状態」が「既定」になっているものの
「既定」を削除するには、「既定の削除」をクリックする。これでそ
のアドオンは「既定」ではなくなる。

無効にしたいアドオンを一覧から選択して「無効にする」をクリックする。再び
クリックすると「有効」に戻すことができる。

既定を削除したいアドオンを一覧から選択して「既定を削除」をクリックす
る。再びクリックすると「既定」に戻すことができる。

0367

0368

ここをクリック

❶ここをクリック

❷追加したいアドオンを選択

ここをクリック

❷ここをクリック

❷ここをクリック

❶無効にしたいアドオンを選択

❶既定を削除したいアドオンを選択
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PRO PROPRO PRO

PRO PROPRO PRO

HOME HOMEHOME HOME

HOME HOMEHOME HOME

「メール」アプリを起動する メッセージを返信する新規メッセージを作成する メッセージにファイルを添付する

メールを設定する 添付ファイルを保存するメッセージを受信する メッセージを削除する

　「メール」アプリを起動するには、「スタート」メニューの「メール」
タイルをクリックする。タイルが表示されていない場合は「すべて
のアプリ」から「メール」をクリックすれば起動させることができる。

　メッセージを受け取った相手に返信するには、受信メールを開
き、画面右上にある「返信」、もしくは「全員に返信」ボタンをクリッ
クしよう。これで、宛先が入力された状態でメッセージの作成画面
が表示される。あとは、件名や本文を入力すればよい。

　新規メールを作成するには画面左上ある「+ 新規メール」をク
リック。新規メッセージ作成画面が表示されるので、宛先や件名、
メッセージ本文を入力しよう。入力が完了したら、最後に「送信」ボ
タンをクリックするとメールが送信される。

　写真やデータを添付してメッセージを送信することができる。新
規メール画面上部の「挿入」タブから「ファイルの添付」をクリック
しよう。次のファイル指定画面で添付するファイルを選択し、「開
く」ボタンをクリックすると、メッセージにファイルを添付できる。

　メールを利用するには、初回起動時に初期設定が必要になる。
セットアップ画面が表示されたら、利用したいアカウントの情報を
入力しよう。Webメールなどのアカウントなど、複数のアカウントの
メールを一元管理することもできるので、その都度サービスを切り
替える必要がなくなるのがメリットだ。

　メッセージに添付されたファイルは、ファイルを開いただけでは
保存されない。パソコン内に残す場合には手動で保存しよう。添付
ファイルを右クリックして「保存」を選択。あとは、保存先を指定し
て、ファイル名を入力すれば完了となる。 

　設定していればメールは自動的に受信されるのだが、手動操作
で受信することも可能になっている。ウィンドウ上部に配置された

「このビューを同期」ボタンをクリックすることで、任意のタイミン
グで新着メッセージの確認ができるのだ。常に最新のメッセージを
確認したいという人は覚えておくとよいだろう。

　削除したいメッセージを開いた状態で、画面右上にある「削除」ボ
タンをクリックすればよい。ただし、メッセージを削除しても「ごみ箱」
フォルダーに移動するだけで完全に消去されるわけではない。間違
えて削除した場合には「ごみ箱」フォルダーから戻せばOKだ。

「スタート」メニューから「メール」をクリックすると、「メール」アプリが起動す
る。

「返信」と「全員に返信」のふたつ方法が利用できる。目的に合ったものを間
違えないように選択しよう。

新規メッセージ作成画面で、宛先や件名、メッセージを入力して「送信」ボタ
ンをクリックして送信する。初見でも操作に戸惑うことはないだろう。

添付したいファイルがある場所を指定して、目的のファイルを指定する。間
違えないように慎重に作業しよう。

メールアドレスとパスワードを入力する。あとはウィザードの指示にしたがっ
てメールをセットアップしよう。

添付ファイルの保存後は、メールを開くことなくファイルへ直接アクセスす
ることができる。

回線が一時的に切断されたときなどはメールが自動受信されないことがあ
るが、「このビューを同期」をクリックすると新着メールが受信できる。

「削除」ボタンをクリックしても完全に削除されることはないが、再確認ウィン
ドウが表示されずにワンクリックで「ごみ箱」に移動してしまうので要注意。

0369 03730371 0375

0370 03740372 0376

メールアドレスとパスワードを入力

ここをクリック

❹ここをクリックして送信

❶ここをクリック

❷宛先やCCを設定

❸件名とメッセージを入力

ここをクリック

ここをクリック

ここから選択

❶右クリック

❷ここをクリック

❶ここをクリック

❷ここをクリックして
添付ファイルを指定
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「メール」アプリを起動する メッセージを返信する新規メッセージを作成する メッセージにファイルを添付する

メールを設定する 添付ファイルを保存するメッセージを受信する メッセージを削除する

　「メール」アプリを起動するには、「スタート」メニューの「メール」
タイルをクリックする。タイルが表示されていない場合は「すべて
のアプリ」から「メール」をクリックすれば起動させることができる。

　メッセージを受け取った相手に返信するには、受信メールを開
き、画面右上にある「返信」、もしくは「全員に返信」ボタンをクリッ
クしよう。これで、宛先が入力された状態でメッセージの作成画面
が表示される。あとは、件名や本文を入力すればよい。

　新規メールを作成するには画面左上ある「+ 新規メール」をク
リック。新規メッセージ作成画面が表示されるので、宛先や件名、
メッセージ本文を入力しよう。入力が完了したら、最後に「送信」ボ
タンをクリックするとメールが送信される。

　写真やデータを添付してメッセージを送信することができる。新
規メール画面上部の「挿入」タブから「ファイルの添付」をクリック
しよう。次のファイル指定画面で添付するファイルを選択し、「開
く」ボタンをクリックすると、メッセージにファイルを添付できる。

　メールを利用するには、初回起動時に初期設定が必要になる。
セットアップ画面が表示されたら、利用したいアカウントの情報を
入力しよう。Webメールなどのアカウントなど、複数のアカウントの
メールを一元管理することもできるので、その都度サービスを切り
替える必要がなくなるのがメリットだ。

　メッセージに添付されたファイルは、ファイルを開いただけでは
保存されない。パソコン内に残す場合には手動で保存しよう。添付
ファイルを右クリックして「保存」を選択。あとは、保存先を指定し
て、ファイル名を入力すれば完了となる。 

　設定していればメールは自動的に受信されるのだが、手動操作
で受信することも可能になっている。ウィンドウ上部に配置された

「このビューを同期」ボタンをクリックすることで、任意のタイミン
グで新着メッセージの確認ができるのだ。常に最新のメッセージを
確認したいという人は覚えておくとよいだろう。

　削除したいメッセージを開いた状態で、画面右上にある「削除」ボ
タンをクリックすればよい。ただし、メッセージを削除しても「ごみ箱」
フォルダーに移動するだけで完全に消去されるわけではない。間違
えて削除した場合には「ごみ箱」フォルダーから戻せばOKだ。

「スタート」メニューから「メール」をクリックすると、「メール」アプリが起動す
る。

「返信」と「全員に返信」のふたつ方法が利用できる。目的に合ったものを間
違えないように選択しよう。

新規メッセージ作成画面で、宛先や件名、メッセージを入力して「送信」ボタ
ンをクリックして送信する。初見でも操作に戸惑うことはないだろう。

添付したいファイルがある場所を指定して、目的のファイルを指定する。間
違えないように慎重に作業しよう。

メールアドレスとパスワードを入力する。あとはウィザードの指示にしたがっ
てメールをセットアップしよう。

添付ファイルの保存後は、メールを開くことなくファイルへ直接アクセスす
ることができる。

回線が一時的に切断されたときなどはメールが自動受信されないことがあ
るが、「このビューを同期」をクリックすると新着メールが受信できる。

「削除」ボタンをクリックしても完全に削除されることはないが、再確認ウィン
ドウが表示されずにワンクリックで「ごみ箱」に移動してしまうので要注意。

0369 03730371 0375

0370 03740372 0376

メールアドレスとパスワードを入力

ここをクリック

❹ここをクリックして送信

❶ここをクリック

❷宛先やCCを設定

❸件名とメッセージを入力

ここをクリック

ここをクリック

ここから選択

❶右クリック

❷ここをクリック

❶ここをクリック

❷ここをクリックして
添付ファイルを指定
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メールアカウントを登録する「Windows Live Mail」をインストールする アカウントをインポートする

メッセージをインポートする

　「Windows Live Mail」を使い始める前にメールアカウントの登
録が必要になる。初回起動時に表示されるアカウント登録画面で
利用するメールアドレスとパスワードを入力しよう。

　「Windows Live Mail」は標準でインストールされている「メー
ル」と比べると多様な使い方ができるのが特徴となっている。標準
搭載されているメールの機能では物足りない場合にオススメだ。

　このWindows Live Mailを利用するには、手動でダウンロード
とインストールをする必要がある。まずは複数のアプリを内包して
いる「Windows Essentials 2012」をダウンロードしよう。

　過去に使っていたメールソフトのアカウント情報を「IAF」ファイ
ルとしてエクスポートしているなら、そのアカウント情報を引き継ぐ
ことができる。「ファイル」→「オプション」→「電子メールアカウン
ト」をクリックして、「IAF」ファイルをインポートしよう。

　アカウント情報と同じように、個別のメッセージも他のメールソフ
トから引き継ぐことが可能だ。過去に使っていたメールソフトで事
前にメッセージをエクスポートしておき、「ファイル」→「メッセージの
インポート」を選択して引き継ぎを完了させる。

03780377 0379

0380

ここをクリック

1ダウンロードする
Microsoftの公式ホームページ（http://windows.microsoft.com/ja-jp/
windows-live/essentials）から「Windows Essentials 2012」をダウン
ロードする。

「インポート」をクリックして「IAF」ファイルの保存個所を指定する。読み込み
が完了すれば、アカウント情報を引き継ぐことができる。

インポートはウィザード形式で進められるので、画面の指示にしたがって、
メールソフトやファイルの場所などを指定していけばよい。

❶チェックを入れる

❷ここをクリック

4ソフトウェアの選択
「メール」にチェックを入れて「インストール」をクリック。ほかのソフトをイン
ストールしたい場合も同様の手順でインストールできる。

ここをクリック

5インストール完了
インストールが無事終了すると、上記の画面が表示される。「閉じる」をクリッ
クしてデスクトップに戻ろう。

アプリケーションを確認する

6アプリケーションを確認
「スタート」メニューの「すべてのアプリ」に「Windows Live Mail」が登録さ
れる。ここをクリックしてWindows Live Mailを起動しよう。

ここをクリック

2インストールの準備
インストールの際にほかのソフトウェアが必要になる場合があるので、必要
に応じてそれらもインストールしよう。

ここをクリック

3インストール方法の選択
Windows EssentialsはMicrosoftが提供するソフトウェアパックなので、
Windows Live Mail以外も含まれている。すべてインストールしてもかま
わないが、ここではソフトウェアを指定してインストールしていく。

3登録完了
Windows Live Mailの登録が完了し、メールが送受信できるようになる。

ここをクリック

選択する

1メールアカウントを登録
メールアドレスとパスワードを入力し、「次へ」をクリック。なお、プロバイダが
提供するメールなどの場合は、メールアドレスとパスワードを入力後、「手動
でサーバー〜」にチェックを入れてから、「次へ」をクリックしよう。

❷プロバイダが提供するメールアドレ
スを登録する場合はチェックを入れる

❶メールアドレスとパスワードを入力

2サーバーの設定
受信サーバー／送信サーバーの情報を入力して「次へ」をクリックする。なお、

「HotMail」や「Gmail」などのWebメールを登録する場合、この画面は表
示されずにスキップされることになる。

サーバー情報を設定
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メールアカウントを登録する「Windows Live Mail」をインストールする アカウントをインポートする

メッセージをインポートする

　「Windows Live Mail」を使い始める前にメールアカウントの登
録が必要になる。初回起動時に表示されるアカウント登録画面で
利用するメールアドレスとパスワードを入力しよう。

　「Windows Live Mail」は標準でインストールされている「メー
ル」と比べると多様な使い方ができるのが特徴となっている。標準
搭載されているメールの機能では物足りない場合にオススメだ。

　このWindows Live Mailを利用するには、手動でダウンロード
とインストールをする必要がある。まずは複数のアプリを内包して
いる「Windows Essentials 2012」をダウンロードしよう。

　過去に使っていたメールソフトのアカウント情報を「IAF」ファイ
ルとしてエクスポートしているなら、そのアカウント情報を引き継ぐ
ことができる。「ファイル」→「オプション」→「電子メールアカウン
ト」をクリックして、「IAF」ファイルをインポートしよう。

　アカウント情報と同じように、個別のメッセージも他のメールソフ
トから引き継ぐことが可能だ。過去に使っていたメールソフトで事
前にメッセージをエクスポートしておき、「ファイル」→「メッセージの
インポート」を選択して引き継ぎを完了させる。

03780377 0379

0380

ここをクリック

1ダウンロードする
Microsoftの公式ホームページ（http://windows.microsoft.com/ja-jp/
windows-live/essentials）から「Windows Essentials 2012」をダウン
ロードする。

「インポート」をクリックして「IAF」ファイルの保存個所を指定する。読み込み
が完了すれば、アカウント情報を引き継ぐことができる。

インポートはウィザード形式で進められるので、画面の指示にしたがって、
メールソフトやファイルの場所などを指定していけばよい。

❶チェックを入れる

❷ここをクリック

4ソフトウェアの選択
「メール」にチェックを入れて「インストール」をクリック。ほかのソフトをイン
ストールしたい場合も同様の手順でインストールできる。

ここをクリック

5インストール完了
インストールが無事終了すると、上記の画面が表示される。「閉じる」をクリッ
クしてデスクトップに戻ろう。

アプリケーションを確認する

6アプリケーションを確認
「スタート」メニューの「すべてのアプリ」に「Windows Live Mail」が登録さ
れる。ここをクリックしてWindows Live Mailを起動しよう。

ここをクリック

2インストールの準備
インストールの際にほかのソフトウェアが必要になる場合があるので、必要
に応じてそれらもインストールしよう。

ここをクリック

3インストール方法の選択
Windows EssentialsはMicrosoftが提供するソフトウェアパックなので、
Windows Live Mail以外も含まれている。すべてインストールしてもかま
わないが、ここではソフトウェアを指定してインストールしていく。

3登録完了
Windows Live Mailの登録が完了し、メールが送受信できるようになる。

ここをクリック

選択する

1メールアカウントを登録
メールアドレスとパスワードを入力し、「次へ」をクリック。なお、プロバイダが
提供するメールなどの場合は、メールアドレスとパスワードを入力後、「手動
でサーバー〜」にチェックを入れてから、「次へ」をクリックしよう。

❷プロバイダが提供するメールアドレ
スを登録する場合はチェックを入れる

❶メールアドレスとパスワードを入力

2サーバーの設定
受信サーバー／送信サーバーの情報を入力して「次へ」をクリックする。なお、

「HotMail」や「Gmail」などのWebメールを登録する場合、この画面は表
示されずにスキップされることになる。

サーバー情報を設定
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ここをクリック

❷チェックをはずす

❶ここをクリック

❸ここをクリック

❷時間を調整

❶ここをクリック

❸ここをクリック

❶ここをクリック

❷ここをクリックして送信

PRO PROPRO PRO

PRO PROPRO PRO

HOME HOMEHOME HOME

HOME HOMEHOME HOME

受信したメールをサーバーから
削除する アドレス帳から宛先を追加する新着メールのチェック間隔を変更する メッセージに重要度を設定する

新着メールを受信する メッセージにファイルを添付する新規メッセージを作成する 開封確認メッセージを要求する

　Windows Live Mailでは、メールを受信してもサーバーにメー
ルが保存される設定になっているが、これを変更することでメール
受信後にサーバーのメールを削除することができる。サーバーにも
保存できる容量に限りがあるので必要に応じて削除するとよい。

　「メッセージの作成」画面にある「宛先」をクリックすることで、ア
ドレス帳から送信先を簡単に選択することができる。メールアドレ
スを直接入力する際のミスと手間が省けて、スムーズにメッセージ
を送信することができるのがメリットだ。なお、アドレス帳を使うには
事前に連絡先を登録しておく必要がある。

　初期設定では10分おきに新着メールをチェックするように設定
されているが、この間隔は自由に設定することができる。「ファイ
ル」→「オプション」→「メール」と選択し、「全般」タブの「新着メッ
セージをチェックする」欄で時間を調整しよう。

　相手に必ず読んでもらいたい重要なメッセージを送る場合に
は、メッセージの「重要度」を設定するとよいだろう。「メッセージ」リ
ボンに配置された項目をクリックすると重要度を設定できる。「重
要度 - 高」を選択して送信すると、メッセージ一覧に重要度フラグ
が付いて相手の目にもとまりやすくなるのだ。

　Windows Live Mailの初期状態では、起動時と10分おきに自
動的に新着メールをチェックするように設定されている。手動で新
着メールをチェックするには、「ホーム」リボンの「送受信」ボタンを
クリック。これですべてのアカウントのメールが手動で受信できる。

　メッセージには文章だけではなく、さまざまなファイルを添付して
送信することもできる。「メッセージの作成」画面内のツールバーに
ある「挿入」→「ファイルの添付」をクリックしよう。表示された「開
く」ウィンドウの中から添付したいファイルを選択すればOKだ。

　新規メッセージを作成するにはツールバーの「電子メールメッ
セージ」をクリック。するとメッセージ作成のウィンドウが表示され
るので、「宛先」・「件名」・「本文」を入力してメッセージを作成しよ
う。作成中に途中で保存するときは「保存」をクリックすればよい。

　送信相手がメールを開いた事を確認したければ、メッセージに
「開封確認メッセージの要求」を設定しておこう。これでメールを
開封した日時が書かれたメールが返信されることになる。しかし、受
信者は返信を拒否することもできるため、確実に確認できるわけで
はないということを頭に入れておこう。

設定するアカウントを選択し、「アカウント」リボンの「プロパティ」をクリック
する。次に「詳細設定」タブを開き、「サーバーにメッセージのコピーを置く」
に入っているチェックをはずせばよい。

「メッセージの作成」画面で「宛先」をクリック。アドレス帳の中から宛先を選
択して「OK」をクリックすれば、宛先欄にメールアドレスが追加される。

「▲」「▼」ボタンをクリックするか数値を直接入力することで、チェックする間
隔を分単位で設定できる。

あくまで送信メッセージを目立たせるだけの機能であり、必ず相手に読んで
もらえるということではない。

急ぎで新着メールを受信したいときにも便利だ。
この後、ファイルを選択して「開く」をクリックするとメールに添付される。た
だし、ファイルのサイズによっては送信できないものもあるので要注意。「送信」ボタンをクリックすれば、すぐに送信することができる。 「メッセージ」リボンにある「開封確認」にチェックを入れる。

0381 03850383 0387

0382 03860384 0388

❷ここをクリック

❶宛先を選択

❶ここをクリック

❷ここをクリックして添付ファイルを選択

ここから選択

ここにチェックを入れる
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ここをクリック

❷チェックをはずす

❶ここをクリック

❸ここをクリック

❷時間を調整

❶ここをクリック

❸ここをクリック

❶ここをクリック

❷ここをクリックして送信

PRO PROPRO PRO

PRO PROPRO PRO

HOME HOMEHOME HOME

HOME HOMEHOME HOME

受信したメールをサーバーから
削除する アドレス帳から宛先を追加する新着メールのチェック間隔を変更する メッセージに重要度を設定する

新着メールを受信する メッセージにファイルを添付する新規メッセージを作成する 開封確認メッセージを要求する

　Windows Live Mailでは、メールを受信してもサーバーにメー
ルが保存される設定になっているが、これを変更することでメール
受信後にサーバーのメールを削除することができる。サーバーにも
保存できる容量に限りがあるので必要に応じて削除するとよい。

　「メッセージの作成」画面にある「宛先」をクリックすることで、ア
ドレス帳から送信先を簡単に選択することができる。メールアドレ
スを直接入力する際のミスと手間が省けて、スムーズにメッセージ
を送信することができるのがメリットだ。なお、アドレス帳を使うには
事前に連絡先を登録しておく必要がある。

　初期設定では10分おきに新着メールをチェックするように設定
されているが、この間隔は自由に設定することができる。「ファイ
ル」→「オプション」→「メール」と選択し、「全般」タブの「新着メッ
セージをチェックする」欄で時間を調整しよう。

　相手に必ず読んでもらいたい重要なメッセージを送る場合に
は、メッセージの「重要度」を設定するとよいだろう。「メッセージ」リ
ボンに配置された項目をクリックすると重要度を設定できる。「重
要度 - 高」を選択して送信すると、メッセージ一覧に重要度フラグ
が付いて相手の目にもとまりやすくなるのだ。

　Windows Live Mailの初期状態では、起動時と10分おきに自
動的に新着メールをチェックするように設定されている。手動で新
着メールをチェックするには、「ホーム」リボンの「送受信」ボタンを
クリック。これですべてのアカウントのメールが手動で受信できる。

　メッセージには文章だけではなく、さまざまなファイルを添付して
送信することもできる。「メッセージの作成」画面内のツールバーに
ある「挿入」→「ファイルの添付」をクリックしよう。表示された「開
く」ウィンドウの中から添付したいファイルを選択すればOKだ。

　新規メッセージを作成するにはツールバーの「電子メールメッ
セージ」をクリック。するとメッセージ作成のウィンドウが表示され
るので、「宛先」・「件名」・「本文」を入力してメッセージを作成しよ
う。作成中に途中で保存するときは「保存」をクリックすればよい。

　送信相手がメールを開いた事を確認したければ、メッセージに
「開封確認メッセージの要求」を設定しておこう。これでメールを
開封した日時が書かれたメールが返信されることになる。しかし、受
信者は返信を拒否することもできるため、確実に確認できるわけで
はないということを頭に入れておこう。

設定するアカウントを選択し、「アカウント」リボンの「プロパティ」をクリック
する。次に「詳細設定」タブを開き、「サーバーにメッセージのコピーを置く」
に入っているチェックをはずせばよい。

「メッセージの作成」画面で「宛先」をクリック。アドレス帳の中から宛先を選
択して「OK」をクリックすれば、宛先欄にメールアドレスが追加される。

「▲」「▼」ボタンをクリックするか数値を直接入力することで、チェックする間
隔を分単位で設定できる。

あくまで送信メッセージを目立たせるだけの機能であり、必ず相手に読んで
もらえるということではない。

急ぎで新着メールを受信したいときにも便利だ。
この後、ファイルを選択して「開く」をクリックするとメールに添付される。た
だし、ファイルのサイズによっては送信できないものもあるので要注意。「送信」ボタンをクリックすれば、すぐに送信することができる。 「メッセージ」リボンにある「開封確認」にチェックを入れる。

0381 03850383 0387

0382 03860384 0388

❷ここをクリック

❶宛先を選択

❶ここをクリック

❷ここをクリックして添付ファイルを選択

ここから選択

ここにチェックを入れる
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テキスト形式でメールを送信する 受信したメールに返信する 元のメッセージを引用せずに返信するメッセージに署名を自動挿入する

常にテキスト形式でメールを送信する 宛先やCCに含まれる全員に返信する 受信したメールをほかの
メールアドレスに転送する

　Windows Live Mailでは、メッセージをHTML形式で作成／送
信するように設定されているが、文字装飾のないテキスト形式を
利用することもできる。「メッセージ作成」画面のツールバーにある

「テキスト形式」をクリックして切り替えよう。

　受信したメッセージを開いたウィンドウから「返信」ボタンをクリッ
クすると、宛先が入力された状態でメッセージ作成のウィンドウが
表示される。また、件名には返信を意味する「Re：」が追加され、本
文中には受信メールの内容が引用されるので用件がわかりやす
くなり、署名を設定している場合は署名も挿入される。あとはメッ
セージを入力して、「送信」ボタンをクリックすれば完了だ。

　初期設定では、返信時に受信したメッセージの内容が引用され
る設定になっている。この引用が不要だという場合には、引用しな
いように設定を変更しておくとよいだろう。「ファイル」→「オプショ
ン」→「メール」と選択し、「送信」タブから設定可能だ。

　「署名」とは、あらかじめ設定した文字列をメッセージに自動挿入
する機能のこと。これを設定をすれば、連絡先や名前などを手動
で打ち込む手間が省けて便利になる。

　常にテキスト形式でメッセージを作成するように設定することも
できる。「ファイル」→「オプション」→「メール」→「送信」と開き、

「メール送信の形式」で「テキスト形式」を選択すればよい。毎回
手動で切り替える手間が省けるので便利だ。

　宛先やCCに複数のメールアドレスが記載されているメールは、
送信者が一斉送信したメールだ。通常の「返信」では送信者のみ
にしか返信できないが、「全員に返信」を利用すれば記載されてい
る全員にまとめて返信することができる。

　受信したメールをそのまま他の相手へ転送したいという場合に
は、「転送」を利用するとよいだろう。メッセージの全内容が引用さ
れた状態で「メッセージの作成」ウィンドウが開くので、宛先に転送
したいメールアドレスを入力して「送信」ボタンをクリックしよう。

HTML形式と比べてテキスト形式のほうが汎用性が高い。他のOSを利用し
ているユーザーとやりとりする場合などに安心だ。

メール閲覧時に「返信」ボタンをクリックすることで、送信者にすばやく返信
することができる。

「返信に元のメッセージを含める」の欄にあるチェックをはずすことで、受信し
たメッセージを引用しないようになる。

❷ここをクリック

❶ここをクリック

1設定画面
「ファイル」→「オプション」→「メール」とクリック。開いたウィンドウの「署名」
タブを開き、「新規作成」をクリックする。

❶チェックを入れる

❸ここをクリック

❷名前や連絡先など入力

2署名を作成
「すべての送信メッセージに署名を追加する」にチェックを入れ、「署名の編
集」のテキストに名前や連絡先など入力する。

ビジネスシーンではHTML形式は敬遠されることが多いので、常にテキスト
形式に設定しておいたほうがよいこともある。

「全員に返信」をクリックすると、宛先欄に全員のメールアドレスが入力され
た状態で返信メッセージの作成画面が開く。

件名の冒頭には転送を示す「Fw:」が追加される。また、本文にメッセージを
追加して転送することも可能だ。

3署名を確認
新規にメッセージを作成すると、自動的に署名が挿入されるようになる。ビジ
ネスシーンなどで特に役立つ機能だ。

0389 0392 03940391

0390 0393 0395

ここをクリック

ここをクリック

❶ここをクリック

❷チェックをはずす

❶ここをクリック

❷件名の冒頭に「Fw:」が追加される
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テキスト形式でメールを送信する 受信したメールに返信する 元のメッセージを引用せずに返信するメッセージに署名を自動挿入する

常にテキスト形式でメールを送信する 宛先やCCに含まれる全員に返信する 受信したメールをほかの
メールアドレスに転送する

　Windows Live Mailでは、メッセージをHTML形式で作成／送
信するように設定されているが、文字装飾のないテキスト形式を
利用することもできる。「メッセージ作成」画面のツールバーにある

「テキスト形式」をクリックして切り替えよう。

　受信したメッセージを開いたウィンドウから「返信」ボタンをクリッ
クすると、宛先が入力された状態でメッセージ作成のウィンドウが
表示される。また、件名には返信を意味する「Re：」が追加され、本
文中には受信メールの内容が引用されるので用件がわかりやす
くなり、署名を設定している場合は署名も挿入される。あとはメッ
セージを入力して、「送信」ボタンをクリックすれば完了だ。

　初期設定では、返信時に受信したメッセージの内容が引用され
る設定になっている。この引用が不要だという場合には、引用しな
いように設定を変更しておくとよいだろう。「ファイル」→「オプショ
ン」→「メール」と選択し、「送信」タブから設定可能だ。

　「署名」とは、あらかじめ設定した文字列をメッセージに自動挿入
する機能のこと。これを設定をすれば、連絡先や名前などを手動
で打ち込む手間が省けて便利になる。

　常にテキスト形式でメッセージを作成するように設定することも
できる。「ファイル」→「オプション」→「メール」→「送信」と開き、

「メール送信の形式」で「テキスト形式」を選択すればよい。毎回
手動で切り替える手間が省けるので便利だ。

　宛先やCCに複数のメールアドレスが記載されているメールは、
送信者が一斉送信したメールだ。通常の「返信」では送信者のみ
にしか返信できないが、「全員に返信」を利用すれば記載されてい
る全員にまとめて返信することができる。

　受信したメールをそのまま他の相手へ転送したいという場合に
は、「転送」を利用するとよいだろう。メッセージの全内容が引用さ
れた状態で「メッセージの作成」ウィンドウが開くので、宛先に転送
したいメールアドレスを入力して「送信」ボタンをクリックしよう。

HTML形式と比べてテキスト形式のほうが汎用性が高い。他のOSを利用し
ているユーザーとやりとりする場合などに安心だ。

メール閲覧時に「返信」ボタンをクリックすることで、送信者にすばやく返信
することができる。

「返信に元のメッセージを含める」の欄にあるチェックをはずすことで、受信し
たメッセージを引用しないようになる。

❷ここをクリック

❶ここをクリック

1設定画面
「ファイル」→「オプション」→「メール」とクリック。開いたウィンドウの「署名」
タブを開き、「新規作成」をクリックする。

❶チェックを入れる

❸ここをクリック

❷名前や連絡先など入力

2署名を作成
「すべての送信メッセージに署名を追加する」にチェックを入れ、「署名の編
集」のテキストに名前や連絡先など入力する。

ビジネスシーンではHTML形式は敬遠されることが多いので、常にテキスト
形式に設定しておいたほうがよいこともある。

「全員に返信」をクリックすると、宛先欄に全員のメールアドレスが入力され
た状態で返信メッセージの作成画面が開く。

件名の冒頭には転送を示す「Fw:」が追加される。また、本文にメッセージを
追加して転送することも可能だ。

3署名を確認
新規にメッセージを作成すると、自動的に署名が挿入されるようになる。ビジ
ネスシーンなどで特に役立つ機能だ。

0389 0392 03940391

0390 0393 0395

ここをクリック

ここをクリック

❶ここをクリック

❷チェックをはずす

❶ここをクリック

❷件名の冒頭に「Fw:」が追加される
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❷ここをクリック

❶ここをクリック

❶右クリック

❷ここをクリック

❶右クリック

❷ここをクリック
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HOME HOMEHOME

受信したメッセージを
添付ファイルとして転送する 添付ファイルを別の場所に保存する「ごみ箱」を空にする メッセージを分類するための

フォルダーを作成する

不要なメッセージを「ごみ箱」に送る メッセージをフォルダーに移動する受信した添付ファイルを直接開く

　受信したメッセージを新規メッセージに添付して転送することも
できる。メッセージの内容を「引用」するのではなく、ひとつの添付
ファイルとして送るので、メールの本文と引用文を別々に送りたい
ときなどに利用するとよいだろう。

　添付ファイルを編集したい場合には、メッセージとは別に保存す
る必要がある。ヘッダーに表示されている添付ファイルを右クリッ
クし、「名前を付けて保存」をクリック。次に、ファイル名と保存先
を決めて、「保存」をクリックしよう。

　受信トレイなどから削除したメッセージは「ごみ箱」フォルダーに
集積される。さらに、「ごみ箱」フォルダーからメッセージを削除する
ことで、メッセージを完全に削除することが可能だ。完全消去する
には「ごみ箱」の右に表示されている「×」をクリックしよう。

　受信したメッセージはすべて「受信トレイ」に保管されるが、メッ
セージをフォルダーに分類して保管することもできる。メッセージを
整理して管理するには便利な方法なので覚えておくとよい。

　不要なメッセージを削除するには、まず「ごみ箱」のファイルへ
移動させる必要がある。メールトレイの一覧から不要なメールを右
クリックしよう。次に「削除」をクリックすると「ごみ箱」フォルダーへ
と移動させることができる。

　移動したいメッセージをドラッグして任意のフォルダーにドロップ
することで、メッセージの保存箇所を変更することができる。また、
メッセージを右クリックして「フォルダーに移動」を選択し、移動す
るフォルダーを指定する方法もある。

　受信したメッセージの添付ファイルを直接開くには、ヘッダーに表
示されている添付ファイルを右クリックして「開く」を選択する。これ
でファイルに応じたソフトが起動してファイルが開かれるのだが、適
したソフトがない場合には開くことができないので注意しよう。

受信メール画面のツールバーにある「転送」ボタン下の「▼」をクリックする
と、「添付ファイルとして転送」が表示されるので、これをクリックする。

よく利用するフォルダーやデスクトップなどのわかりやすい場所に保存する
と見つけやすいのでオススメだ。

「ごみ箱」フォルダーを空にする前に、大事なメッセージが含まれていないか
念のため確認しておくとよい。

不要なメッセージを選択して、キーボードの「Del」キーでごみ箱に送ること
もできるので、こちらも活用しよう。 

キーボードの「Ctrl」キーを押しながら複数のメッセージを選択すれば、まと
めてフォルダーに移動させることもできる。

なお、添付ファイルをダブルクリックで開くこともできる。確認画面が表示さ
れたら、「開く」をクリックしよう。

0396 04000398 0402

0397 04010399

ドラッグ＆ドロップ

2フォルダー名を入力
開いたウィンドウでフォルダー名を入力する。「プライベート」や「仕事用」な
どのわかりやすい名前にしておくとよい。

フォルダー名を入力

❶右クリック

❷ここをクリック 1「フォルダーの作成」を選択
「受信トレイ」を右クリックして、「フォルダーの作成」をクリックする。

❷ここをクリック

❶右クリック

3作成したフォルダーを確認
フォルダーの作成が完了した状態。フォルダー名の部分をクリックすること
で、そのフォルダーを開くことができる。
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❶右クリック

❷ここをクリック

❶右クリック

❷ここをクリック

PRO PROPRO PRO
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HOME HOMEHOME HOME
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受信したメッセージを
添付ファイルとして転送する 添付ファイルを別の場所に保存する「ごみ箱」を空にする メッセージを分類するための

フォルダーを作成する

不要なメッセージを「ごみ箱」に送る メッセージをフォルダーに移動する受信した添付ファイルを直接開く

　受信したメッセージを新規メッセージに添付して転送することも
できる。メッセージの内容を「引用」するのではなく、ひとつの添付
ファイルとして送るので、メールの本文と引用文を別々に送りたい
ときなどに利用するとよいだろう。

　添付ファイルを編集したい場合には、メッセージとは別に保存す
る必要がある。ヘッダーに表示されている添付ファイルを右クリッ
クし、「名前を付けて保存」をクリック。次に、ファイル名と保存先
を決めて、「保存」をクリックしよう。

　受信トレイなどから削除したメッセージは「ごみ箱」フォルダーに
集積される。さらに、「ごみ箱」フォルダーからメッセージを削除する
ことで、メッセージを完全に削除することが可能だ。完全消去する
には「ごみ箱」の右に表示されている「×」をクリックしよう。

　受信したメッセージはすべて「受信トレイ」に保管されるが、メッ
セージをフォルダーに分類して保管することもできる。メッセージを
整理して管理するには便利な方法なので覚えておくとよい。

　不要なメッセージを削除するには、まず「ごみ箱」のファイルへ
移動させる必要がある。メールトレイの一覧から不要なメールを右
クリックしよう。次に「削除」をクリックすると「ごみ箱」フォルダーへ
と移動させることができる。

　移動したいメッセージをドラッグして任意のフォルダーにドロップ
することで、メッセージの保存箇所を変更することができる。また、
メッセージを右クリックして「フォルダーに移動」を選択し、移動す
るフォルダーを指定する方法もある。

　受信したメッセージの添付ファイルを直接開くには、ヘッダーに表
示されている添付ファイルを右クリックして「開く」を選択する。これ
でファイルに応じたソフトが起動してファイルが開かれるのだが、適
したソフトがない場合には開くことができないので注意しよう。

受信メール画面のツールバーにある「転送」ボタン下の「▼」をクリックする
と、「添付ファイルとして転送」が表示されるので、これをクリックする。

よく利用するフォルダーやデスクトップなどのわかりやすい場所に保存する
と見つけやすいのでオススメだ。

「ごみ箱」フォルダーを空にする前に、大事なメッセージが含まれていないか
念のため確認しておくとよい。

不要なメッセージを選択して、キーボードの「Del」キーでごみ箱に送ること
もできるので、こちらも活用しよう。 

キーボードの「Ctrl」キーを押しながら複数のメッセージを選択すれば、まと
めてフォルダーに移動させることもできる。

なお、添付ファイルをダブルクリックで開くこともできる。確認画面が表示さ
れたら、「開く」をクリックしよう。

0396 04000398 0402

0397 04010399

ドラッグ＆ドロップ

2フォルダー名を入力
開いたウィンドウでフォルダー名を入力する。「プライベート」や「仕事用」な
どのわかりやすい名前にしておくとよい。

フォルダー名を入力

❶右クリック

❷ここをクリック 1「フォルダーの作成」を選択
「受信トレイ」を右クリックして、「フォルダーの作成」をクリックする。

❷ここをクリック

❶右クリック

3作成したフォルダーを確認
フォルダーの作成が完了した状態。フォルダー名の部分をクリックすること
で、そのフォルダーを開くことができる。
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メールアドレスを
手動でアドレス帳に追加する 「迷惑メール」フォルダーを空にする開封したメッセージを未開封にする 誤認識されたメッセージを

迷惑メールフォルダーから除外する

迷惑メールの設定を変更する メッセージの差出人を
安全なメールアドレスとして登録する

差出人のメールアドレスを
アドレス帳に追加する

受信トレイの
迷惑メールを手動で隔離する

　手動でメールアドレスを登録するには、「アドレス帳」から操作す
ることになる。「アドレス帳」を開き、ツールバーにある「知り合い」
をクリックすると登録画面が開くので、メールアドレスと名前など
の情報を入力して、「アドレス帳に追加」をクリックすれば完了だ。

　「迷惑メール」フォルダーに振り分けられたメッセージは、容量的
には残ったままとなっている。プレビュー機能は停止されて一応は
安全な状態だが、「ごみ箱」と同様にフォルダーを定期的に空にす
るとよい。ただし、消去前に再度確認するのを忘れずに行なおう。

　未開封のメッセージは認識しやすいように太字で表示されるが、
開封すると通常の太さの文字になってしまう。一度は確認したもの
のあとでまた確認したいという場合のために、未開封に戻すことが
可能だ。右クリックメニューから「未開封にする」を選択しよう。

　迷惑メール対策機能は便利だが、必要なメッセージが迷惑メー
ルと誤認識されることもある。そんな「迷惑メール」フォルダーに紛
れ込んだメッセージは手動で取り出そう。メッセージを選択して「迷
惑メールではないメール」をクリックすればOKだ。

　Windows Live Mailは、受信したメッセージが迷惑メールか否
かを自動的に判別している。メッセージの内容から推測し、迷惑
メール専用のフォルダーに隔離してくれているわけだ。この判別の
処理レベルは調整できるので、必要に応じて設定するとよい。

　信頼できる相手からのメッセージは迷惑メールと誤認識しない
ようにセーフリストに登録しておくとよい。メッセージ一覧から送信
者のメッセージを右クリックし「迷惑メール」→「差出人を[差出人
セーフリスト]に追加」をクリック。これでその相手からのメールは迷
惑メールに誤認識されることがなくなる。

　受信メッセージの差出人欄にある「アドレス帳に追加」をクリッ
クすると、差出人を簡単にアドレス帳に追加することができる。作
成したアドレス帳はほかのアプリケーションとの共有も可能なの
で、積極的に利用したいところだ。

　迷惑メールがうまく認識されずに「受信トレイ」に残っているとい
う場合は、手動で「迷惑メール」フォルダーに隔離しよう。メッセー
ジ一覧で迷惑メールを選択し、ツールバーにある「迷惑メール」を
クリックするだけで簡単に隔離できる。

ほかのアプリケーションからメールアドレスをコピー＆ペーストで追加する場
合も、「アドレス帳」から登録することになる。

「迷惑メール」フォルダーの横に配置された「×」ボタンをクリックすると、迷惑
メールを完全に削除することができる。

受信トレイの一覧から未開封にしたいメールを右クリックして、「未開封にす
る」をクリックするだけでよい。

「迷惑メール」フォルダーに必要なメッセージが紛れ込んでいないか、定期的
に確認することをオススメする。

「ファイル」→「オプション」→「セキュリティのオプション」と進む。「オプショ
ン」タブから「迷惑メールの処理レベル」を調整できる。

「差出人セーフリスト」に追加することによって、迷惑メールだと誤認識され
ることがなくなる。

受信メッセージの差出人欄にある「アドレス帳に追加」をクリックすると、名前
などの情報を入力するためのウィンドウが開く。ここに必要な情報を入力して

「アドレス帳に追加」をクリックすると、登録は完了となる。
ツールバーの「迷惑メール」をクリックすると、「迷惑メール」フォルダーへボ
タンひとつで隔離できる。

0405 04090403 0407

0406 04100404 0408

❷ここをクリック

❶情報を入力

❷ここをクリック

❶ここをクリック

❶右クリック

❷ここをクリック

❷レベルを選択

❶ここをクリック

ここをクリック

ここをクリック

ここをクリック

❶右クリック

❷ここをクリック

❸ここをクリック
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メールアドレスを
手動でアドレス帳に追加する 「迷惑メール」フォルダーを空にする開封したメッセージを未開封にする 誤認識されたメッセージを

迷惑メールフォルダーから除外する

迷惑メールの設定を変更する メッセージの差出人を
安全なメールアドレスとして登録する

差出人のメールアドレスを
アドレス帳に追加する

受信トレイの
迷惑メールを手動で隔離する

　手動でメールアドレスを登録するには、「アドレス帳」から操作す
ることになる。「アドレス帳」を開き、ツールバーにある「知り合い」
をクリックすると登録画面が開くので、メールアドレスと名前など
の情報を入力して、「アドレス帳に追加」をクリックすれば完了だ。

　「迷惑メール」フォルダーに振り分けられたメッセージは、容量的
には残ったままとなっている。プレビュー機能は停止されて一応は
安全な状態だが、「ごみ箱」と同様にフォルダーを定期的に空にす
るとよい。ただし、消去前に再度確認するのを忘れずに行なおう。

　未開封のメッセージは認識しやすいように太字で表示されるが、
開封すると通常の太さの文字になってしまう。一度は確認したもの
のあとでまた確認したいという場合のために、未開封に戻すことが
可能だ。右クリックメニューから「未開封にする」を選択しよう。

　迷惑メール対策機能は便利だが、必要なメッセージが迷惑メー
ルと誤認識されることもある。そんな「迷惑メール」フォルダーに紛
れ込んだメッセージは手動で取り出そう。メッセージを選択して「迷
惑メールではないメール」をクリックすればOKだ。

　Windows Live Mailは、受信したメッセージが迷惑メールか否
かを自動的に判別している。メッセージの内容から推測し、迷惑
メール専用のフォルダーに隔離してくれているわけだ。この判別の
処理レベルは調整できるので、必要に応じて設定するとよい。

　信頼できる相手からのメッセージは迷惑メールと誤認識しない
ようにセーフリストに登録しておくとよい。メッセージ一覧から送信
者のメッセージを右クリックし「迷惑メール」→「差出人を[差出人
セーフリスト]に追加」をクリック。これでその相手からのメールは迷
惑メールに誤認識されることがなくなる。

　受信メッセージの差出人欄にある「アドレス帳に追加」をクリッ
クすると、差出人を簡単にアドレス帳に追加することができる。作
成したアドレス帳はほかのアプリケーションとの共有も可能なの
で、積極的に利用したいところだ。

　迷惑メールがうまく認識されずに「受信トレイ」に残っているとい
う場合は、手動で「迷惑メール」フォルダーに隔離しよう。メッセー
ジ一覧で迷惑メールを選択し、ツールバーにある「迷惑メール」を
クリックするだけで簡単に隔離できる。

ほかのアプリケーションからメールアドレスをコピー＆ペーストで追加する場
合も、「アドレス帳」から登録することになる。

「迷惑メール」フォルダーの横に配置された「×」ボタンをクリックすると、迷惑
メールを完全に削除することができる。

受信トレイの一覧から未開封にしたいメールを右クリックして、「未開封にす
る」をクリックするだけでよい。

「迷惑メール」フォルダーに必要なメッセージが紛れ込んでいないか、定期的
に確認することをオススメする。

「ファイル」→「オプション」→「セキュリティのオプション」と進む。「オプショ
ン」タブから「迷惑メールの処理レベル」を調整できる。

「差出人セーフリスト」に追加することによって、迷惑メールだと誤認識され
ることがなくなる。

受信メッセージの差出人欄にある「アドレス帳に追加」をクリックすると、名前
などの情報を入力するためのウィンドウが開く。ここに必要な情報を入力して

「アドレス帳に追加」をクリックすると、登録は完了となる。
ツールバーの「迷惑メール」をクリックすると、「迷惑メール」フォルダーへボ
タンひとつで隔離できる。

0405 04090403 0407

0406 04100404 0408

❷ここをクリック

❶情報を入力

❷ここをクリック

❶ここをクリック

❶右クリック

❷ここをクリック

❷レベルを選択

❶ここをクリック

ここをクリック

ここをクリック

ここをクリック

❶右クリック

❷ここをクリック

❸ここをクリック
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「差出人セーフリスト」を編集する 海外からのメールをブロックする迷惑メールの送信者を
「受信拒否リスト」に追加する

ウイルスメール対策に関する
設定を確認する

「受信拒否リスト」を編集する ブロックされた画像を表示する

　「差出人セーフリスト」に登録したメールアドレスを削除したり、
メールアドレスを変更したいということもあるだろう。そのようなとき
は、「ファイル」→「オプション」→「セキュリティのオプション」と選
択して、「差出人セーフリスト」から登録内容を編集すればよい。

　国や地域、言語を指定してメールをブロックすることもできる。
海外から送られてくる迷惑メールを受信拒否するのに有効な手段
なので、悩まされている人は積極的に設定しておきたいところだ。

　迷惑メールが自動認識されずに除外されないことがある。そんな
場合には手動で「受信拒否リスト」に登録しよう。受信トレイの一
覧から、拒否したいメッセージを右クリックして「迷惑メール」→「差
出人を[受信拒否リスト]に追加」をクリックすると登録完了だ。

　ウイルスメール対策に関する設定を確認するには、「ファイル」→
「セキュリティのオプション」とクリック。開いたウィンドウの「セキュ
リティ」タブにある「ウイルス防止」欄で詳細をチェックできる。ま
た、ウイルス対策に関する設定の変更も可能だ。

　「受信拒否リスト」に登録しているメールアドレスを削除・編集し
たい場合には「ファイル」→「オプション」→「セキュリティのオプ
ション」と進み、「受信拒否リスト」タブで変更するとよい。メールア
ドレスごとに修正することができるので細やかな対応が可能だ。

　受信したHTMLメールに貼られている画像は、セキュリティ機能
により基本的に表示されないようにブロックされている。安全なメッ
セージの画像を表示したい場合は、メッセージのヘッダ部分に表
示される「画像の表示」をクリックして表示するとよい。

「受信拒否リスト」にメールアドレスを追加すれば、その送信者からのメール
は常に迷惑メールとして認識されるようになる。

安全なメッセージに添付されたファイルがウイルスメール対策に引っかかっ
て開けない場合、一時的に「ウイルスの可能性が〜」のチェックをはずしてお
くと、開くことができるので覚えておくとよい。

「追加」ボタンからは、手動入力で「受信拒否リスト」に追加することができ
る。状況に合わせて使い分けていこう。

「画像の表示」をクリックすると、HTMLメールに貼られている画像を表示し
てくれる。

0411 04160412 0414

0413 0415

1「セキュリティのオプション」を開く
「ファイル」→「オプション」→「セキュリティのオプション」をクリックする。

❶ここをクリック

❷ここをクリック

❸ここをクリック

2「差出人セーフリ
スト」タブを開く

「差出人セーフリスト」タ
ブをクリックして開こう。

ここをクリック

3「差出人セーフリ
スト」を編集
アドレスを選択して、「編
集」や「削除」をクリック
して修正を加えよう。

❶アドレスを選択

❷操作を選択

❶右クリック

❷ここをクリック

❸ここをクリック

❶アドレスを選択
❷操作を選択

ここをクリック

2国または地域でブロックする
ドメインから送信国を判別してブロックする場合はこちらを利用しよう。ブ
ロックしたい国、または地域を選択して、「OK」をクリックすればよい。

選択する

3言語でブロックする
言語エンコードを選択してブロックすることもできる。手順1で紹介した「受
信拒否エンコードリスト」をクリックして設定しよう。

選択する

1設定画面
「ファイル」→「オプション」→「セキュリティのオプション」と進む。「インター
ナショナル」タブの「受信拒否トップレベル ドメインリスト」をクリックしよう。

❶ここをクリック

国や地域でブロック

言語でブロック

❶ここをクリック

❷チェックをはずす
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「差出人セーフリスト」を編集する 海外からのメールをブロックする迷惑メールの送信者を
「受信拒否リスト」に追加する

ウイルスメール対策に関する
設定を確認する

「受信拒否リスト」を編集する ブロックされた画像を表示する

　「差出人セーフリスト」に登録したメールアドレスを削除したり、
メールアドレスを変更したいということもあるだろう。そのようなとき
は、「ファイル」→「オプション」→「セキュリティのオプション」と選
択して、「差出人セーフリスト」から登録内容を編集すればよい。

　国や地域、言語を指定してメールをブロックすることもできる。
海外から送られてくる迷惑メールを受信拒否するのに有効な手段
なので、悩まされている人は積極的に設定しておきたいところだ。

　迷惑メールが自動認識されずに除外されないことがある。そんな
場合には手動で「受信拒否リスト」に登録しよう。受信トレイの一
覧から、拒否したいメッセージを右クリックして「迷惑メール」→「差
出人を[受信拒否リスト]に追加」をクリックすると登録完了だ。

　ウイルスメール対策に関する設定を確認するには、「ファイル」→
「セキュリティのオプション」とクリック。開いたウィンドウの「セキュ
リティ」タブにある「ウイルス防止」欄で詳細をチェックできる。ま
た、ウイルス対策に関する設定の変更も可能だ。

　「受信拒否リスト」に登録しているメールアドレスを削除・編集し
たい場合には「ファイル」→「オプション」→「セキュリティのオプ
ション」と進み、「受信拒否リスト」タブで変更するとよい。メールア
ドレスごとに修正することができるので細やかな対応が可能だ。

　受信したHTMLメールに貼られている画像は、セキュリティ機能
により基本的に表示されないようにブロックされている。安全なメッ
セージの画像を表示したい場合は、メッセージのヘッダ部分に表
示される「画像の表示」をクリックして表示するとよい。

「受信拒否リスト」にメールアドレスを追加すれば、その送信者からのメール
は常に迷惑メールとして認識されるようになる。

安全なメッセージに添付されたファイルがウイルスメール対策に引っかかっ
て開けない場合、一時的に「ウイルスの可能性が〜」のチェックをはずしてお
くと、開くことができるので覚えておくとよい。

「追加」ボタンからは、手動入力で「受信拒否リスト」に追加することができ
る。状況に合わせて使い分けていこう。

「画像の表示」をクリックすると、HTMLメールに貼られている画像を表示し
てくれる。

0411 04160412 0414

0413 0415

1「セキュリティのオプション」を開く
「ファイル」→「オプション」→「セキュリティのオプション」をクリックする。

❶ここをクリック

❷ここをクリック

❸ここをクリック

2「差出人セーフリ
スト」タブを開く

「差出人セーフリスト」タ
ブをクリックして開こう。

ここをクリック

3「差出人セーフリ
スト」を編集
アドレスを選択して、「編
集」や「削除」をクリック
して修正を加えよう。

❶アドレスを選択

❷操作を選択

❶右クリック

❷ここをクリック

❸ここをクリック

❶アドレスを選択
❷操作を選択

ここをクリック

2国または地域でブロックする
ドメインから送信国を判別してブロックする場合はこちらを利用しよう。ブ
ロックしたい国、または地域を選択して、「OK」をクリックすればよい。

選択する

3言語でブロックする
言語エンコードを選択してブロックすることもできる。手順1で紹介した「受
信拒否エンコードリスト」をクリックして設定しよう。

選択する

1設定画面
「ファイル」→「オプション」→「セキュリティのオプション」と進む。「インター
ナショナル」タブの「受信拒否トップレベル ドメインリスト」をクリックしよう。

❶ここをクリック

国や地域でブロック

言語でブロック

❶ここをクリック

❷チェックをはずす
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ここをクリック

❷チェックを入れる

❶ここをクリック

PRO PROPRO PRO

PRO PRO
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「メッセージルール」で
メールを自動的に振り分ける

Windows Live Mailの
レイアウトを変更する

フィッシング詐欺メールの
処理設定を変更する

検索機能で
必要なメッセージを見つけ出す

メールにフラグを設定して目立たせる 「クイック分類」で
新着メールをチェック

　あらかじめ設定したルールにしたがって、自動的に受信メールを
フォルダ等に振り分けることもできる。メッセージを差出人や件名
別に仕分けする際に重宝する機能だ。

　Windows Live Mailの初期状態では3つのペインが横に並ぶ
レイアウトになっているが、このレイアウトは変更することができる。
自分の使いやすいようにカスタマイズしてみよう。

　Windows Live Mailは、安全なサイトを装う「フィッシング詐欺
メール」の対策機能も搭載している。「セキュリティのオプション」
の「フィッシング」タブで、フィッシング詐欺メールを「迷惑メール」
フォルダーに隔離するように設定しておこう。

　受信トレイに保管されている膨大なメッセージから、目的のメッ
セージを見つけ出すのは大変な作業だ。しかし、検索機能を利用
すれば、キーワードが含まれるメッセージだけを表示してくれる。受
信トレイ上部の検索ボックスにキーワードを入力して検索しよう。

　「フラグ」を設定することによって、特定のメールを目立たせるこ
とができる。目立たせたいメールの日付横にあるマークをクリックす
ると、赤いフラグへと変化するのだ。重要なメールなどに利用する
ことでスケジュール管理などにも応用できるだろう。

　新着メールや未開封メールなどの条件に沿ったものを表示する
のが「クイック分類」。全アカウントのメッセージを一箇所で確認す
ることができるのがポイントだ。条件に適合するメッセージはフォル
ダーウィンドウの「クイック分類」フォルダーに表示される。

❷ここをクリック

❶ルールを選択

1ルールの条件を選択
ウィンドウ上部のタブから「フォルダー」を選択し、「メッセージルール」をク
リック。開いたウィンドウでルールやアクションを設定していこう。

2条件の詳細を入力
指定した条件によっては条件の詳細を設定する必要がある。手順1の画面で

「この説明を編集するには〜」の欄に表示される下線部分をクリックすると、
詳細を設定することができる。

「フィッシング詐欺メールを〜」にチェックを入れておけば、フィッシング詐欺
メールが「迷惑メール」フォルダーに隔離されるようになる。

件名や本文中に含まれている文字や差出人の名前を入力すれば、検索結果
として表示されるので使い勝手がよい。

❷ここをクリック

❶選択する

3アクションを選択
設定した条件のアクションを選択する。条件の選択と同様に下線部分をク
リックしてアクションの詳細を選択しよう。

再度フラグをクリックすると解除されるので気軽に利用できる。並び替えを
利用すれば、フラグ付きのメッセージだけを集めることも可能だ。

「表示」タブから「クイック分類」をクリックすると上のウィンドウが開く。チェッ
クボックスで条件を設定していこう。

0419 04220417 0420

0418 0421

2レイアウトの変更を確認
ボタンをクリックするたびに表示形式が変更されるのでわかりやすい。

キーワードを入力

選択する

1レイアウトを選択
「表示」リボンで、レイアウト形式をクリックしてオン／オフを切り替える。

❷レイアウトを選択

❶ここをクリック

3アカウントの色を変更
メールアドレスのアカウントごとにテーマ色を設定することもできる。色で分
類することによって、ひと目でアカウントを判断できるので便利だ。

色を選択する
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ここをクリック

❷チェックを入れる

❶ここをクリック

PRO PROPRO PRO

PRO PRO

HOME HOMEHOME HOME

HOME HOME

「メッセージルール」で
メールを自動的に振り分ける

Windows Live Mailの
レイアウトを変更する

フィッシング詐欺メールの
処理設定を変更する

検索機能で
必要なメッセージを見つけ出す

メールにフラグを設定して目立たせる 「クイック分類」で
新着メールをチェック

　あらかじめ設定したルールにしたがって、自動的に受信メールを
フォルダ等に振り分けることもできる。メッセージを差出人や件名
別に仕分けする際に重宝する機能だ。

　Windows Live Mailの初期状態では3つのペインが横に並ぶ
レイアウトになっているが、このレイアウトは変更することができる。
自分の使いやすいようにカスタマイズしてみよう。

　Windows Live Mailは、安全なサイトを装う「フィッシング詐欺
メール」の対策機能も搭載している。「セキュリティのオプション」
の「フィッシング」タブで、フィッシング詐欺メールを「迷惑メール」
フォルダーに隔離するように設定しておこう。

　受信トレイに保管されている膨大なメッセージから、目的のメッ
セージを見つけ出すのは大変な作業だ。しかし、検索機能を利用
すれば、キーワードが含まれるメッセージだけを表示してくれる。受
信トレイ上部の検索ボックスにキーワードを入力して検索しよう。

　「フラグ」を設定することによって、特定のメールを目立たせるこ
とができる。目立たせたいメールの日付横にあるマークをクリックす
ると、赤いフラグへと変化するのだ。重要なメールなどに利用する
ことでスケジュール管理などにも応用できるだろう。

　新着メールや未開封メールなどの条件に沿ったものを表示する
のが「クイック分類」。全アカウントのメッセージを一箇所で確認す
ることができるのがポイントだ。条件に適合するメッセージはフォル
ダーウィンドウの「クイック分類」フォルダーに表示される。

❷ここをクリック

❶ルールを選択

1ルールの条件を選択
ウィンドウ上部のタブから「フォルダー」を選択し、「メッセージルール」をク
リック。開いたウィンドウでルールやアクションを設定していこう。

2条件の詳細を入力
指定した条件によっては条件の詳細を設定する必要がある。手順1の画面で

「この説明を編集するには〜」の欄に表示される下線部分をクリックすると、
詳細を設定することができる。

「フィッシング詐欺メールを〜」にチェックを入れておけば、フィッシング詐欺
メールが「迷惑メール」フォルダーに隔離されるようになる。

件名や本文中に含まれている文字や差出人の名前を入力すれば、検索結果
として表示されるので使い勝手がよい。

❷ここをクリック

❶選択する

3アクションを選択
設定した条件のアクションを選択する。条件の選択と同様に下線部分をク
リックしてアクションの詳細を選択しよう。

再度フラグをクリックすると解除されるので気軽に利用できる。並び替えを
利用すれば、フラグ付きのメッセージだけを集めることも可能だ。

「表示」タブから「クイック分類」をクリックすると上のウィンドウが開く。チェッ
クボックスで条件を設定していこう。

0419 04220417 0420

0418 0421

2レイアウトの変更を確認
ボタンをクリックするたびに表示形式が変更されるのでわかりやすい。

キーワードを入力

選択する

1レイアウトを選択
「表示」リボンで、レイアウト形式をクリックしてオン／オフを切り替える。

❷レイアウトを選択

❶ここをクリック

3アカウントの色を変更
メールアドレスのアカウントごとにテーマ色を設定することもできる。色で分
類することによって、ひと目でアカウントを判断できるので便利だ。

色を選択する
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ここをクリック

❶ここをクリック

❷ここをクリック

❸URLを入力

PRO PRO

PRO PRO

HOME HOME

HOME HOME

同じ件名でやりとりする
メールをチェックする 「カレンダー」をチェックする

メールの内容を「カレンダー」に登録 ブログやニュースサイトの
最新情報をチェック

　同じ件名の返信を繰り返してやりとりする場合は、「ウォッチ」
マークを付けておくと便利だ。メッセージを選択して「ウォッチ」マー
クを付けると、以後の返信されたメッセージにも自動的にマークが
付き、メッセージをまとめて閲覧することができる。 

　Windows LiveカレンダーはWindows Live Mail上からでも閲
覧可能だ。メイン画面左下にある「カレンダー」をクリックすること
で表示される。また、オンラインと同期すれば、スケジュールを共有
するといったこともできるので活用したい。

　Windows Live Mailは、Webサービスの「Windows Liveカレ
ンダー」と連携できるため、受信したメッセージをカレンダーに表示
してスケジュール管理に役立たせることが可能だ。メールを右ク
リックして、メニューから「カレンダーに追加」を選択しよう。

　Windows Live Mailには「RSSリーダ」機能も搭載されている。
ブログやニュースサイトなどで公開されている「RSSフィード」を登
録すれば、その最新情報を簡単に確認することができる。画面左
下の「フィード」をクリックして表示を切り替えよう。

メッセージを選択して、ツールバーの「ウォッチ」をクリックすると、受信トレイ
のメッセージが赤色に強調されるようになる。

Windows Live Mailでカレンダーを表示したところ。カレンダーに追加した
メールが表示されている。

「開始」と「終了」欄に日時を設定する。「場所」などの情報も入力可能だ。最
後に「保存して終了」をクリックすれば登録が完了する。

RSSリーダを利用するにはURLの登録が必要になる。当然ながら、ソースと
なるサイトがRSSに対応しているのが前提だ。

0423 0425

0424 0426

ここをクリック

❶ここをクリック

❷場所や日時を
設定

❸ここをクリック
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Peopleアプリは「スター
ト」メニューの「People」
タイルをクリックして起動
する。タイルが表示されて
いない場合は、「すべての
アプリ」から起動しよう。

クリックして起動

2連絡先の作成
氏名やメールアドレス、電話番号などの情報を入力。必要に応じて写真を追
加し、「保存」ボタンをクリックする。

❷ここをクリックすると
写真を追加できる

❶情報を入力

1「+」ボタンをクリック
Peopleアプリを起動し、画面左上にある「+」ボタンをクリックする。

ここをクリック

1「編集」ボタンをクリック
編集したい連絡先を開き、「編集」ボタンをクリックする。

❶編集する
連絡先を選択

❷ここをクリック

3サービスに接続
画面の指示にしたがってログインや認証などを行なってサービスに接続。最
後に「完了」をクリックする。

1画像を選択
画像を追加したい連絡先の編集画面を開き、「写真を追加します」をクリッ
ク。表示されたウィンドウで追加したい画像を選択する。

追加したい画像をクリック

2範囲を指定
表示する範囲を指定し、「✓」をクリックすれば画像の追加は完了だ。

ここをクリックして確定

ここをドラッグして
範囲を拡大・縮小

ここをドラッグして範囲を移動

連絡先の画像を右クリッ
クし、表示された「写真を
削除」をクリックする。

❶写真を右クリック

❷ここをクリック

1「設定」をクリック
「People」アプリを開き、「…」→「設定」をクリックしよう。

❶ここをクリック

❷ここをクリック

2アカウントの選択
次の画面で、「アカウントを追加」をクリックし、追加したいアカウントの種類
を選択する。

❶ここをクリック

❷アカウントの種類を選択

PROHOME

「People」アプリを起動

　連絡先を管理する「People」アプリは、「スタート」メニューから
起動できる。初期状態では「スタート」メニューにタイルが表示され
ているので、このタイルをクリックして起動すればよい。

0427 PROHOME

連絡先に画像を追加する

　「People」アプリの連絡先には、画像を追加することもできる。
顔写真やアバターの画像などを登録しておけば、連絡先が見つけ
やすくなるので、ぜひ活用しよう。

0431

PROHOME

連絡先の画像を削除する

　連絡先に登録された画像は簡単に削除可能。画像を右クリック
して表示された「写真を削除」をクリックするだけでOKだ。不要に
なった画像は削除しておこう。

0432

PROHOME

連絡先を追加する

　Peopleアプリで連絡先を新たに追加したい場合は、「+」をク
リック。「新しい連絡先」画面が開くので、名前や電話番号、メー
ルアドレスなどを入力して、連絡先を登録していこう。

0428

PROHOME

連絡先情報を削除する

　連絡先を削除したい場合は、あらかじめ削除したい連絡先を開
き、画面右上の「…」をクリック。表示されたメニューから「削除」を
クリックすればよい。

0429 PROHOME

連絡先をインポートする

　「People」アプリでは、OutlookやGoogle、iCloudなどから連
絡先をインポートすることができる。「People」アプリの「…」→「設
定」から連絡先をインポートしたいアカウントを登録しよう。

0433

PROHOME

連絡先を編集する

　Peopleアプリに登録済みの連絡先は編集することも可能だ。
「編集」ボタンをクリックして編集可能な状態にし、各項目を編集
していこう。

0430

削除したい連絡先を開き、メニューから「削除」をクリックする。

❷ここをクリック

❸ここをクリック
❶削除する
連絡先を選択

2情報を編集
編集画面が表示されるので、必要な情報を編集して、「保存」ボタンをクリッ
クする。

❶情報を編集

❷クリックして保存
❸クリックして保存
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Peopleアプリは「スター
ト」メニューの「People」
タイルをクリックして起動
する。タイルが表示されて
いない場合は、「すべての
アプリ」から起動しよう。

クリックして起動

2連絡先の作成
氏名やメールアドレス、電話番号などの情報を入力。必要に応じて写真を追
加し、「保存」ボタンをクリックする。

❷ここをクリックすると
写真を追加できる

❶情報を入力

1「+」ボタンをクリック
Peopleアプリを起動し、画面左上にある「+」ボタンをクリックする。

ここをクリック

1「編集」ボタンをクリック
編集したい連絡先を開き、「編集」ボタンをクリックする。

❶編集する
連絡先を選択

❷ここをクリック

3サービスに接続
画面の指示にしたがってログインや認証などを行なってサービスに接続。最
後に「完了」をクリックする。

1画像を選択
画像を追加したい連絡先の編集画面を開き、「写真を追加します」をクリッ
ク。表示されたウィンドウで追加したい画像を選択する。

追加したい画像をクリック

2範囲を指定
表示する範囲を指定し、「✓」をクリックすれば画像の追加は完了だ。

ここをクリックして確定

ここをドラッグして
範囲を拡大・縮小

ここをドラッグして範囲を移動

連絡先の画像を右クリッ
クし、表示された「写真を
削除」をクリックする。

❶写真を右クリック

❷ここをクリック

1「設定」をクリック
「People」アプリを開き、「…」→「設定」をクリックしよう。

❶ここをクリック

❷ここをクリック

2アカウントの選択
次の画面で、「アカウントを追加」をクリックし、追加したいアカウントの種類
を選択する。

❶ここをクリック

❷アカウントの種類を選択

PROHOME

「People」アプリを起動

　連絡先を管理する「People」アプリは、「スタート」メニューから
起動できる。初期状態では「スタート」メニューにタイルが表示され
ているので、このタイルをクリックして起動すればよい。

0427 PROHOME

連絡先に画像を追加する

　「People」アプリの連絡先には、画像を追加することもできる。
顔写真やアバターの画像などを登録しておけば、連絡先が見つけ
やすくなるので、ぜひ活用しよう。

0431

PROHOME

連絡先の画像を削除する

　連絡先に登録された画像は簡単に削除可能。画像を右クリック
して表示された「写真を削除」をクリックするだけでOKだ。不要に
なった画像は削除しておこう。

0432

PROHOME

連絡先を追加する

　Peopleアプリで連絡先を新たに追加したい場合は、「+」をク
リック。「新しい連絡先」画面が開くので、名前や電話番号、メー
ルアドレスなどを入力して、連絡先を登録していこう。

0428

PROHOME

連絡先情報を削除する

　連絡先を削除したい場合は、あらかじめ削除したい連絡先を開
き、画面右上の「…」をクリック。表示されたメニューから「削除」を
クリックすればよい。

0429 PROHOME

連絡先をインポートする

　「People」アプリでは、OutlookやGoogle、iCloudなどから連
絡先をインポートすることができる。「People」アプリの「…」→「設
定」から連絡先をインポートしたいアカウントを登録しよう。

0433

PROHOME

連絡先を編集する

　Peopleアプリに登録済みの連絡先は編集することも可能だ。
「編集」ボタンをクリックして編集可能な状態にし、各項目を編集
していこう。

0430

削除したい連絡先を開き、メニューから「削除」をクリックする。

❷ここをクリック

❸ここをクリック
❶削除する
連絡先を選択

2情報を編集
編集画面が表示されるので、必要な情報を編集して、「保存」ボタンをクリッ
クする。

❶情報を編集

❷クリックして保存
❸クリックして保存
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「スタート」メニュー→「す
べてのアプリ」から「デスク
トップ用Skype」をクリッ
クする。デスクトップなど
にショートカットがある場
合は、そちらをダブルク
リックしてもよい。

ここをクリック

検索ボックスに名前を入
力すると、その名前に合致
する連絡先がリストアップ
される。フルネームはもち
ろん、名字や名前だけでも
検索可能だ。

名前を入力

1「Microsoftアカウント」をクリック
SkypeはMicrosoftアカウントでサインインするのが一般的。「Microsoft
アカウント」をクリックしよう。

ここをクリック

1「リンク」ボタンをクリック
「People」アプリを開き、連絡先をまとめたい友だちの名前を選択し、「リン
ク」ボタンをクリックする。

ここをクリック

3連絡先がリンクされる
手順2で選択した連絡先がリンクされ、両方の情報が統合される。

2リンクする連絡先を選択
「リンクする連絡先の選択」をクリック。連絡先が一覧表示されるので、リンク
したい連絡先をクリックして追加する。

❷クリックして追加

❶ここをクリック

1「リンク」ボタンをクリック
リンクを解除したい連絡先を選択し、「リンク」ボタンをクリックする。

ここをクリック

2リンクを解除
リンクを解除したい連絡先をクリックして、「リンク解除」ボタンをクリックす
る。

❷ここをクリック

❶リンクを解除する連絡先をクリック

4インストール開始
インストーラーが起動したら、画面の指示にしたがってインストールしよう。

3インストーラーを起動
ダウンロードが完了したら、「実行」をクリックしてインストーラーを起動する
（利用しているブラウザによっては操作が異なる）。

ここをクリック

1「Skypeを手に入れよう」をクリック
「スタート」メニューの「すべてのアプリ」から、「Skypeを手に入れよう」をク
リックする。

ここをクリック

2「Skypeをダウンロード」をクリック
アプリケーションが起動したら「Skypeをダウンロード」をクリックしてダウン
ロードを開始する。

ここをクリック

PROHOME

重複する連絡先をリンクする

　同じ知り合いが、電話番号やメールアドレスごとに複数の連絡
先に登録されてしまっているという場合は、「リンク」メニューを使っ
てひとつの連絡先としてまとめてみよう。

0434 PROHOME

「Skype」をインストールする

　Windows10にはメッセージや音声通話、ビデオ通話などができ
る「Skype」を簡単に入手できるアプリケーションが標準で用意さ
れている。このアプリケーションを利用してインストールしよう。

0437PROHOME

連絡先のリンクを解除する

　テクニック0434で紹介した連絡先のリンクは簡単に解除でき
る。リンクを解除したい連絡先を選択し、「リンク」ボタンからリンク
を解除しよう。

0435 PROHOME

「Skype」を起動する

　インストールが完了したら、「Skype」を起動してみよう。「スター
ト」メニューの「すべてのアプリ」から「デスクトップ用Skype」をク
リックすれば起動できる。

0438

PROHOME

Skypeにサインインする

　Skypeを使うにはサインインが必要になる。Microsoftアカウント
でサインインするのが基本的だが、Skype名やFacebookアカウン
トでサインインすることも可能だ。

0439

PROHOME

連絡先を検索する

　たくさんの連絡先が登録されていると目的の連絡先を見つける
のも一苦労。検索機能を活用して目的の連絡先をスムーズに見
つけよう。

0436

2Microsoftアカウントとパスワードを入力
Microsoftアカウントとパスワードを入力。「サインイン」をクリックしてサイ
ンインを行なう。

❷ここをクリック

❶アカウントとパスワードを入力
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「スタート」メニュー→「す
べてのアプリ」から「デスク
トップ用Skype」をクリッ
クする。デスクトップなど
にショートカットがある場
合は、そちらをダブルク
リックしてもよい。

ここをクリック

検索ボックスに名前を入
力すると、その名前に合致
する連絡先がリストアップ
される。フルネームはもち
ろん、名字や名前だけでも
検索可能だ。

名前を入力

1「Microsoftアカウント」をクリック
SkypeはMicrosoftアカウントでサインインするのが一般的。「Microsoft
アカウント」をクリックしよう。

ここをクリック

1「リンク」ボタンをクリック
「People」アプリを開き、連絡先をまとめたい友だちの名前を選択し、「リン
ク」ボタンをクリックする。

ここをクリック

3連絡先がリンクされる
手順2で選択した連絡先がリンクされ、両方の情報が統合される。

2リンクする連絡先を選択
「リンクする連絡先の選択」をクリック。連絡先が一覧表示されるので、リンク
したい連絡先をクリックして追加する。

❷クリックして追加

❶ここをクリック

1「リンク」ボタンをクリック
リンクを解除したい連絡先を選択し、「リンク」ボタンをクリックする。

ここをクリック

2リンクを解除
リンクを解除したい連絡先をクリックして、「リンク解除」ボタンをクリックす
る。

❷ここをクリック

❶リンクを解除する連絡先をクリック

4インストール開始
インストーラーが起動したら、画面の指示にしたがってインストールしよう。

3インストーラーを起動
ダウンロードが完了したら、「実行」をクリックしてインストーラーを起動する
（利用しているブラウザによっては操作が異なる）。

ここをクリック

1「Skypeを手に入れよう」をクリック
「スタート」メニューの「すべてのアプリ」から、「Skypeを手に入れよう」をク
リックする。

ここをクリック

2「Skypeをダウンロード」をクリック
アプリケーションが起動したら「Skypeをダウンロード」をクリックしてダウン
ロードを開始する。

ここをクリック

PROHOME

重複する連絡先をリンクする

　同じ知り合いが、電話番号やメールアドレスごとに複数の連絡
先に登録されてしまっているという場合は、「リンク」メニューを使っ
てひとつの連絡先としてまとめてみよう。

0434 PROHOME

「Skype」をインストールする

　Windows10にはメッセージや音声通話、ビデオ通話などができ
る「Skype」を簡単に入手できるアプリケーションが標準で用意さ
れている。このアプリケーションを利用してインストールしよう。

0437PROHOME

連絡先のリンクを解除する

　テクニック0434で紹介した連絡先のリンクは簡単に解除でき
る。リンクを解除したい連絡先を選択し、「リンク」ボタンからリンク
を解除しよう。

0435 PROHOME

「Skype」を起動する

　インストールが完了したら、「Skype」を起動してみよう。「スター
ト」メニューの「すべてのアプリ」から「デスクトップ用Skype」をク
リックすれば起動できる。

0438

PROHOME

Skypeにサインインする

　Skypeを使うにはサインインが必要になる。Microsoftアカウント
でサインインするのが基本的だが、Skype名やFacebookアカウン
トでサインインすることも可能だ。

0439

PROHOME

連絡先を検索する

　たくさんの連絡先が登録されていると目的の連絡先を見つける
のも一苦労。検索機能を活用して目的の連絡先をスムーズに見
つけよう。

0436

2Microsoftアカウントとパスワードを入力
Microsoftアカウントとパスワードを入力。「サインイン」をクリックしてサイ
ンインを行なう。

❷ここをクリック

❶アカウントとパスワードを入力
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3連絡先に追加される
手順２で選択したユーザーが連絡先に追加される。

1検索開始
検索ボックスに名前やSkype名を入力し、「Skypeを検索」をクリックする。

❶名前やSkype名を入力

❷ここをクリック

1名前をクリック
自分の名前をクリックして、プロフィールを表示。プロフィールの名前部分を
クリックする。

❶ここをクリック ❷ここをクリック

連絡先で削除する相手
を右クリック。メニューで
「リストから削除」をク
リックする。

❶削除する相手を
右クリック

❷ここをクリック

2連絡先を追加
ユーザーがリストアップされるので、目的のユーザーをクリックし、「連絡先リ
ストに追加」をクリックする。

❶目的のユーザーをクリック

❷ここをクリック

2名前を変更する
名前を変更して「✓」ボタンをクリックすれば名前が変更される。

❶名前を変更

❷ここをクリック

「お気に入り」に登録する相手を右クリック。メニューで「お気に入りに追加」
をクリックする。

❶「お気に入り」に登録
する相手を右クリック

❷ここをクリック

メンバーを右クリックし「プロフィールの表示」をクリックすると、プロフィー
ルを確認できる。

❶プロフィールを確認したい相手を右クリック

❷ここをクリック

右クリックメニューの「表示名を変更」をクリックして好きな名前を入力しよ
う。

❶表示名を変更したい相手を右クリック

❷ここをクリック

❸名前を入力

ブロックしたいメンバーを右クリックして、メニューで「このユーザをブロッ
ク」をクリック。「このユーザをブロックする」画面で「ブロック」をクリックす
る。

❶ブロックしたい相手を右クリック

❷ここをクリック

❸ここをクリック

　Skypeでメッセージや通話を行なうには、メンバーを連絡先に登
録する必要がある。検索ボックスに名前やSkype名などを入力し
て友だちを探して連絡先に登録しておこう。

　頻繁にやりとりするメンバーは「お気に入り」に登録しよう。「お
気に入り」に登録したメンバーは連絡先の上部に表示されるように
なる。連絡先に登録したメンバーが増えてもアクセスしやすくなる
ので便利だ。

　メンバーのプロフィールを確認したい場合は、Skypeの連絡先
でメンバーを右クリックし、「プロフィールの表示」をクリック。メン
バーのプロフィールが別ウィンドウで表示されるので、ここから確認
しよう。

　ほかのメンバーに表示される名前は変更することができる。必要
に応じて名前を変更しておこう。なお、この名前は本名でなく、ニッ
クネームなどでもOKだ。

　連絡先からメンバーを削除したい場合は、右クリックメニューに
ある「リストから削除」を選択しよう。

　連絡先に表示されるメンバーの名前は変更することができる。
表示名を変更したいメンバーを右クリックして、「表示名を変更」を
クリック。名前が変更可能になるので好きな名前を入力しよう。

　一定期間距離を置きたいときなど、連絡先からは消したくない
が、メッセージや通話は受けたくないメンバーは「ブロック」しておく
とよい。ブロックしたいメンバーを右クリックして、「このユーザをブ
ロック」からブロックしよう。

PROHOME

メンバーを連絡先に追加する

0440 PROHOME

メンバーを
お気に入りにまとめる

0443

PROHOME

メンバーのプロフィールを見る

0444

PROHOME

ほかのメンバーに
公開する名前を変更する

0442

PROHOME

メンバーを削除する

0441 PROHOME

メンバーの表示名を編集する

0445

PROHOME

メンバーをブロックする

0446

連絡先に追加される
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3連絡先に追加される
手順２で選択したユーザーが連絡先に追加される。

1検索開始
検索ボックスに名前やSkype名を入力し、「Skypeを検索」をクリックする。

❶名前やSkype名を入力

❷ここをクリック

1名前をクリック
自分の名前をクリックして、プロフィールを表示。プロフィールの名前部分を
クリックする。

❶ここをクリック ❷ここをクリック

連絡先で削除する相手
を右クリック。メニューで
「リストから削除」をク
リックする。

❶削除する相手を
右クリック

❷ここをクリック

2連絡先を追加
ユーザーがリストアップされるので、目的のユーザーをクリックし、「連絡先リ
ストに追加」をクリックする。

❶目的のユーザーをクリック

❷ここをクリック

2名前を変更する
名前を変更して「✓」ボタンをクリックすれば名前が変更される。

❶名前を変更

❷ここをクリック

「お気に入り」に登録する相手を右クリック。メニューで「お気に入りに追加」
をクリックする。

❶「お気に入り」に登録
する相手を右クリック

❷ここをクリック

メンバーを右クリックし「プロフィールの表示」をクリックすると、プロフィー
ルを確認できる。

❶プロフィールを確認したい相手を右クリック

❷ここをクリック

右クリックメニューの「表示名を変更」をクリックして好きな名前を入力しよ
う。

❶表示名を変更したい相手を右クリック

❷ここをクリック

❸名前を入力

ブロックしたいメンバーを右クリックして、メニューで「このユーザをブロッ
ク」をクリック。「このユーザをブロックする」画面で「ブロック」をクリックす
る。

❶ブロックしたい相手を右クリック

❷ここをクリック

❸ここをクリック

　Skypeでメッセージや通話を行なうには、メンバーを連絡先に登
録する必要がある。検索ボックスに名前やSkype名などを入力し
て友だちを探して連絡先に登録しておこう。

　頻繁にやりとりするメンバーは「お気に入り」に登録しよう。「お
気に入り」に登録したメンバーは連絡先の上部に表示されるように
なる。連絡先に登録したメンバーが増えてもアクセスしやすくなる
ので便利だ。

　メンバーのプロフィールを確認したい場合は、Skypeの連絡先
でメンバーを右クリックし、「プロフィールの表示」をクリック。メン
バーのプロフィールが別ウィンドウで表示されるので、ここから確認
しよう。

　ほかのメンバーに表示される名前は変更することができる。必要
に応じて名前を変更しておこう。なお、この名前は本名でなく、ニッ
クネームなどでもOKだ。

　連絡先からメンバーを削除したい場合は、右クリックメニューに
ある「リストから削除」を選択しよう。

　連絡先に表示されるメンバーの名前は変更することができる。
表示名を変更したいメンバーを右クリックして、「表示名を変更」を
クリック。名前が変更可能になるので好きな名前を入力しよう。

　一定期間距離を置きたいときなど、連絡先からは消したくない
が、メッセージや通話は受けたくないメンバーは「ブロック」しておく
とよい。ブロックしたいメンバーを右クリックして、「このユーザをブ
ロック」からブロックしよう。

PROHOME

メンバーを連絡先に追加する

0440 PROHOME

メンバーを
お気に入りにまとめる

0443

PROHOME

メンバーのプロフィールを見る

0444

PROHOME

ほかのメンバーに
公開する名前を変更する

0442

PROHOME

メンバーを削除する

0441 PROHOME

メンバーの表示名を編集する

0445

PROHOME

メンバーをブロックする

0446

連絡先に追加される
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2相手の応答を待つ
「通話」ボタンをクリックしたら相手の応答を待つ。相手が応答したら音声通
話を行なえる。

1「通話」ボタンをクリック
「連絡先」から音声通話したい相手を選択し、「通話」ボタンをクリックする。

ここをクリック

 ビデオ通話を発信する場合
「連絡先」からビデオ通話したい相手を選択し、「ビデオ通話」ボタンをクリッ
クする。

ここをクリック

2ファイルを選択
メンバーに送信したいファイルを選択して「送信」ボタンをクリックすれば、
ファイルを送信できる。

「拒否」ボタンをクリックすると音声通話への応答を拒否できる。

ここをクリック

2メッセージを入力
画面下部のテキストボックスにメッセージを入力し、「送信」ボタンをクリック
するとメッセージを送信できる。

❶メッセージを入力

❷ここをクリックして送信

1送信先を選択
「連絡先」からメッセージを送信する相手を選択する。

送信相手をクリック

2絵文字を入力
絵文字を入力したい場合はメッセージボックスの右にある絵文字アイコンを
クリック。入力したい絵文字を選択しよう。

❷入力したい絵文字をクリック

❶ここをクリック

1「ファイルを送信」をクリック
クリップ型のアイコンの「連絡先とメディアを送信」ボタンをクリック。メ
ニューから「ファイルを送信」をクリックする。

❶ここをクリック

❷ここをクリック

 ビデオ通話に応答する場合
着信の通知画面で「ビデオ通話」ボタンをクリックすると応答してビデオ通話
を行なえる。

ここをクリック

「参加者を追加」をクリックして
参加者を選択。「追加」ボタン
で追加すればOK。あとは通常
どおり、メッセージや通話を開
始すればよい。

❶ここをクリック

❷参加者を選択

❸ここをクリック

PROHOME

メッセージを送信する

　友だちにメッセージを送りたい場合は、「連絡先」から送信先を
選べばよい。メッセージはリアルタイムでのやりとりが可能で、絵
文字に対応している。

0447 PROHOME

音声通話の着信を拒否する

　音声通話の着信があると画面上に着信通話の通知が表示され
るが、忙しかったりして応答できないこともあるだろう。そんなときは、
「拒否」ボタンをクリックして音声通話への応答を拒否しよう。

0450

PROHOME

Skypeでファイルを送付する

　Skypeではメディアファイルやビジネス文書などをメンバーに送
信することができる。連絡先ページを開いてクリップ型のアイコンの
「連絡先とメディアを送信」ボタンをクリックしよう。

0451

PROHOME

3人以上で会話する

　「Skype」は3人以上のグループチャットも可能で、テキストでの
メッセージはもちろん、ビデオ通話や音声通話もできる。「参加者
を追加」をクリックして参加者を追加しよう。

0453

PROHOME

音声通話を発信する

　音声通話をしたい場合は、相手を選択してメッセージウィンドウ
が開いた状態で「通話」ボタンをクリックしよう。相手が応じれば、
音声通話が始まる。

0448 PROHOME

ビデオ通話を行なう

　ビデオ通話を発信したい場合は、「ビデオ通話」をクリック。相手
が応じれば、ビデオ通話が始まる。また、ビデオ通話の着信があっ
た場合は通知の「ビデオ通話」ボタンをクリックすればよい。

0452

「応答」ボタンをクリックすると応答して音声通話を行なえる。

ここをクリック

PROHOME

音声通話に応答する

　音声通話の着信があると画面上に着信通話の通知が表示され
る。緑色の「応答」ボタンをクリックすると着信に応答して音声通
話を行なえる。

0449
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2相手の応答を待つ
「通話」ボタンをクリックしたら相手の応答を待つ。相手が応答したら音声通
話を行なえる。

1「通話」ボタンをクリック
「連絡先」から音声通話したい相手を選択し、「通話」ボタンをクリックする。

ここをクリック

 ビデオ通話を発信する場合
「連絡先」からビデオ通話したい相手を選択し、「ビデオ通話」ボタンをクリッ
クする。

ここをクリック

2ファイルを選択
メンバーに送信したいファイルを選択して「送信」ボタンをクリックすれば、
ファイルを送信できる。

「拒否」ボタンをクリックすると音声通話への応答を拒否できる。

ここをクリック

2メッセージを入力
画面下部のテキストボックスにメッセージを入力し、「送信」ボタンをクリック
するとメッセージを送信できる。

❶メッセージを入力

❷ここをクリックして送信

1送信先を選択
「連絡先」からメッセージを送信する相手を選択する。

送信相手をクリック

2絵文字を入力
絵文字を入力したい場合はメッセージボックスの右にある絵文字アイコンを
クリック。入力したい絵文字を選択しよう。

❷入力したい絵文字をクリック

❶ここをクリック

1「ファイルを送信」をクリック
クリップ型のアイコンの「連絡先とメディアを送信」ボタンをクリック。メ
ニューから「ファイルを送信」をクリックする。

❶ここをクリック

❷ここをクリック

 ビデオ通話に応答する場合
着信の通知画面で「ビデオ通話」ボタンをクリックすると応答してビデオ通話
を行なえる。

ここをクリック

「参加者を追加」をクリックして
参加者を選択。「追加」ボタン
で追加すればOK。あとは通常
どおり、メッセージや通話を開
始すればよい。

❶ここをクリック

❷参加者を選択

❸ここをクリック

PROHOME

メッセージを送信する

　友だちにメッセージを送りたい場合は、「連絡先」から送信先を
選べばよい。メッセージはリアルタイムでのやりとりが可能で、絵
文字に対応している。

0447 PROHOME

音声通話の着信を拒否する

　音声通話の着信があると画面上に着信通話の通知が表示され
るが、忙しかったりして応答できないこともあるだろう。そんなときは、
「拒否」ボタンをクリックして音声通話への応答を拒否しよう。

0450

PROHOME

Skypeでファイルを送付する

　Skypeではメディアファイルやビジネス文書などをメンバーに送
信することができる。連絡先ページを開いてクリップ型のアイコンの
「連絡先とメディアを送信」ボタンをクリックしよう。

0451

PROHOME

3人以上で会話する

　「Skype」は3人以上のグループチャットも可能で、テキストでの
メッセージはもちろん、ビデオ通話や音声通話もできる。「参加者
を追加」をクリックして参加者を追加しよう。

0453

PROHOME

音声通話を発信する

　音声通話をしたい場合は、相手を選択してメッセージウィンドウ
が開いた状態で「通話」ボタンをクリックしよう。相手が応じれば、
音声通話が始まる。

0448 PROHOME

ビデオ通話を行なう

　ビデオ通話を発信したい場合は、「ビデオ通話」をクリック。相手
が応じれば、ビデオ通話が始まる。また、ビデオ通話の着信があっ
た場合は通知の「ビデオ通話」ボタンをクリックすればよい。

0452

「応答」ボタンをクリックすると応答して音声通話を行なえる。

ここをクリック

PROHOME

音声通話に応答する

　音声通話の着信があると画面上に着信通話の通知が表示され
る。緑色の「応答」ボタンをクリックすると着信に応答して音声通
話を行なえる。

0449
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自分のプロフィールを表示し、「ムード」のテキストボックスに直接状態を入
力。入力が終わったら「✓」ボタンをクリックする。

❶状態を変更

❷ここをクリック

画面左上の「Skype」→「ログアウト」をクリックすると、Skypeからログアウ
トできる。

❶ここをクリック

❷ここをクリック

画面左上の「Skype」→「ログイン状態」から状態を選ぶことができる。「オン
ライン」や「退席中」など5種類から選択可能だ。

❸好きな状態を選ぶ

❶ここをクリック

❷ここをクリック

タスクバーの「Skype」アイコンを右クリックして、「Skypeを終了する」をク
リックすると、Skypeを終了できる。

❶アイコンを右クリック

❷ここをクリック

PROHOME

Skypeの利用状態を変更する

　Skypeで相手に話しかけられたくない場合は、状態を「ログイン
状態を隠す」に変更してみよう。これでログインしたまま、相手には
ログインしていないように見せることができる。状態は画面左上の
「Skype」から変更可能だ。

0454

PROHOME

自分の状態を入力する

　Skypeでは、テクニック0456で紹介した5種類の状態の他にも
「ゲームしてます」や「ヒマしてます」など、任意の状態を表示する
こともできる。自分のプロフィールで「ムード」のテキストボックスに
直接状態を入力すればOKだ。

0455

PROHOME

Skypeを終了する

　Skypeは「×」ボタンでは終了できない。ウィンドウが消えて終
了したように見えるが、バックグラウンドで起動したままの状態だ。
Skypeを終了したい場合は、タスクバーのSkypeアイコンを右ク
リックメニューして、「Skypeを終了する」から終了しよう。

0456

PROHOME

Skypeからログアウトする

　別のアカウントを利用したいときなど、Skypeからログアウトした
い場合は、画面左上の「Skype」→「ログアウト」をクリックすれば
よい。なお、ログアウトすると、次の利用時には再度サインインが
必要になる。

0457
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2アダプターのプロパティを表示
表示されたアダプターを右クリックして「プロパティ」をクリックする。

❷ここをクリック

1「アダプターの設定の変更」をクリック
コントロールパネルで「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共
有センター」をクリック。「アダプターの設定の変更」をクリックする。

4  
「追加」を 
クリックする
「クライアント」を選択し
て「追加」をクリック。「Cl
ient for Microsoft Ne
tworks」をインストール
する。

❷ここをクリック

❶ここをクリック

3「インストール」をクリック
「ネットワーク」タブを開いて「インス
トール」をクリックする。

ここをクリック

❶ここをクリック

❷ここをクリック

2アダプターのプロパティを表示
表示されたアダプターを右クリックして「プロパティ」をクリックする。

❷ここをクリック
❶右クリック❶右クリック

1「アダプターの設定の変更」をクリック
コントロールパネルで「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共
有センター」の順に選択。「アダプターの設定の変更」をクリックする。

ここをクリック

コントロールパネルで「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共有
センター」の順に選択。ネットワーク名とネットワークの場所が表示される。

コントロールパネルで「ネットワークと
インターネット」→「ネットワークと共
有センター」の順に選択。「接続」欄の
ネットワーク名をクリックして、「～の状
態」ウィンドウで「詳細」をクリックする。
「ネットワーク接続の詳細」が表示され
たら、「物理アドレス」欄を確認しよう。

1ネットワーク名をクリックする
コントロールパネルで「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共
有センター」をクリック。「接続」欄の「イーサネット」、もしくは「Wi-Fi」をク
リックする。

ここをクリック

1  
「インストール」を 
クリック
コントロールパネルで「ネッ
トワークとインターネット」
→「ネットワークと共有セ
ンター」の順に選択。「アダ
プターの設定の変更」をク
リックして表示されたアダ
プターを右クリックして「プ
ロパティ」をクリック。「ネット
ワーク」タブを開いて「イン
ストール」をクリックする。

❷ここをクリック

2「追加」をクリックする
「プロトコル」を選択して「追加」をクリック。「Reliable Multicast Protoc
ol」をインストールする。

❷ここをクリック

❶ここをクリック

2  
ネットワークの 
状態が表示される
ネットワークの状態が表示
され、動作状況を確認でき
る。

❶ここをクリック

ネットワークの
状態が表示される

物理アドレスが表示される

4  
「追加」を 
クリックする
「サービス」を選択し
て「追加」をクリック。
「Fi le and Pr inter 
Sharing for Microso
ft Networks」をインス
トールする。

❷ここをクリック

❶ここをクリック

3  
「インストール」をクリック
「ネットワーク」タブを開いて「インス
トール」をクリックする。

❷ここをクリック

❶ここをクリック

PROPRO PRO

PRO

PROHOMEHOME HOME

HOME

HOME

ネットワークプロトコルを
新規でインストールする

ネットワーククライアントを
新規インストールする

ネットワークサービスを
新規インストールする

ネットワークアダプターの
物理アドレスを表示する

ネットワークの動作状況を表示する

　インターネットを利用するには、「ネットワークプロトコル」が必
須。インストールされていなければ、新たにインストールする必要が
ある。

　ネットワーク上のほかのパソコンに接続するには、「Microsoft
ネットワーク用クライアント」が必須。インストールされていなけれ
ば、新たにインストールする必要がある。

　ファイル共有やプリンタ共有を行なうには、「Microsoftネット
ワーク用ファイルとプリンター共有」が必須。インストールされてい
なければ、新たにインストールする必要がある。

　パソコンのネットワークアダプタはすべて固有の物理アドレスを
持っている。ルータの設定で物理アドレスが必要なこともあるので
確認しておこう。

　ネットワークの動作状況を確認するには、コントロールパネルで
「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共有センター」の
順に選択。「接続」欄をクリックする。

04600458 0459

0463

0462

PROHOME

ネットワーク名と
ネットワークの場所を確認する

　接続しているネットワーク名や場所を確認するには、コントロー
ルパネルで「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共有セ
ンター」の順に選択する。

0461
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2アダプターのプロパティを表示
表示されたアダプターを右クリックして「プロパティ」をクリックする。

❷ここをクリック

1「アダプターの設定の変更」をクリック
コントロールパネルで「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共
有センター」をクリック。「アダプターの設定の変更」をクリックする。

4  
「追加」を 
クリックする
「クライアント」を選択し
て「追加」をクリック。「Cl
ient for Microsoft Ne
tworks」をインストール
する。

❷ここをクリック

❶ここをクリック

3「インストール」をクリック
「ネットワーク」タブを開いて「インス
トール」をクリックする。

ここをクリック

❶ここをクリック

❷ここをクリック

2アダプターのプロパティを表示
表示されたアダプターを右クリックして「プロパティ」をクリックする。

❷ここをクリック
❶右クリック❶右クリック

1「アダプターの設定の変更」をクリック
コントロールパネルで「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共
有センター」の順に選択。「アダプターの設定の変更」をクリックする。

ここをクリック

コントロールパネルで「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共有
センター」の順に選択。ネットワーク名とネットワークの場所が表示される。

コントロールパネルで「ネットワークと
インターネット」→「ネットワークと共
有センター」の順に選択。「接続」欄の
ネットワーク名をクリックして、「～の状
態」ウィンドウで「詳細」をクリックする。
「ネットワーク接続の詳細」が表示され
たら、「物理アドレス」欄を確認しよう。

1ネットワーク名をクリックする
コントロールパネルで「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共
有センター」をクリック。「接続」欄の「イーサネット」、もしくは「Wi-Fi」をク
リックする。

ここをクリック

1  
「インストール」を 
クリック
コントロールパネルで「ネッ
トワークとインターネット」
→「ネットワークと共有セ
ンター」の順に選択。「アダ
プターの設定の変更」をク
リックして表示されたアダ
プターを右クリックして「プ
ロパティ」をクリック。「ネット
ワーク」タブを開いて「イン
ストール」をクリックする。

❷ここをクリック

2「追加」をクリックする
「プロトコル」を選択して「追加」をクリック。「Reliable Multicast Protoc
ol」をインストールする。

❷ここをクリック

❶ここをクリック

2  
ネットワークの 
状態が表示される
ネットワークの状態が表示
され、動作状況を確認でき
る。

❶ここをクリック

ネットワークの
状態が表示される

物理アドレスが表示される

4  
「追加」を 
クリックする
「サービス」を選択し
て「追加」をクリック。
「Fi le and Pr inter 
Sharing for Microso
ft Networks」をインス
トールする。

❷ここをクリック

❶ここをクリック

3  
「インストール」をクリック
「ネットワーク」タブを開いて「インス
トール」をクリックする。

❷ここをクリック

❶ここをクリック

PROPRO PRO

PRO

PROHOMEHOME HOME

HOME

HOME

ネットワークプロトコルを
新規でインストールする

ネットワーククライアントを
新規インストールする

ネットワークサービスを
新規インストールする

ネットワークアダプターの
物理アドレスを表示する

ネットワークの動作状況を表示する

　インターネットを利用するには、「ネットワークプロトコル」が必
須。インストールされていなければ、新たにインストールする必要が
ある。

　ネットワーク上のほかのパソコンに接続するには、「Microsoft
ネットワーク用クライアント」が必須。インストールされていなけれ
ば、新たにインストールする必要がある。

　ファイル共有やプリンタ共有を行なうには、「Microsoftネット
ワーク用ファイルとプリンター共有」が必須。インストールされてい
なければ、新たにインストールする必要がある。

　パソコンのネットワークアダプタはすべて固有の物理アドレスを
持っている。ルータの設定で物理アドレスが必要なこともあるので
確認しておこう。

　ネットワークの動作状況を確認するには、コントロールパネルで
「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共有センター」の
順に選択。「接続」欄をクリックする。

04600458 0459

0463

0462

PROHOME

ネットワーク名と
ネットワークの場所を確認する

　接続しているネットワーク名や場所を確認するには、コントロー
ルパネルで「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共有セ
ンター」の順に選択する。
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1「アダプターの設定の変更」をクリック
コントロールパネルで「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共
有センター」の順に選択し、「アダプターの設定の変更」をクリックする。

ここをクリック

2「名前の変更」をクリック
名前を変更したいネットワーク接続を右クリックして「名前の変更」を選択す
る。

❷ここをクリック

3名前を変更する
新しい名称を直接入力して、キーボードの「Enter」キーを押せば名前の変更
は完了だ。

名前を入力

1「アダプターの設定の変更」を選択
コントロールパネルで「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共
有センター」の順に選択し、「アダプターの設定の変更」をクリックする。

ここをクリック

2一覧が表示される
設定しているネットワーク接続が表示され、それぞれの接続状況がわかる。
なお、右クリックメニューから詳細な状態を表示できる。

❷ここをクリック

3
プロパティが 
表示される
手順2で「状態」を選択
すると、ネットワークア
ダプターの状態が表示
され、より詳細な情報を
確認できる。

コントロールパネル
から「ネットワーク
とインターネット」→
「ネットワークと共
有センター」を開い
て「アダプターの設
定の変更」をクリッ
ク。ネットワーク接
続を右クリックして
「無効にする」を選
択する。

❷ここをクリック

2診断が行なわれる
「Windowsネットワーク診断」が起動して診断が行なわれる。診断結果にし
たがって問題を解決しよう。

1
「診断」を 
クリックする
コントロールパネルで
「ネットワークとインター
ネット」→「ネットワークと
共有センター」の順に選択
して「アダプターの設定の
変更」をクリック。診断した
いネットワークの状態を表
示し、「診断」をクリックす
る。

コントロールパネル
から「ネットワーク
とインターネット」→
「ネットワークと共
有センター」を開い
て「アダプターの設
定の変更」をクリッ
ク。ネットワークを
右クリックして「有
効にする」を選択す
る。

❷ここをクリック

❶右クリック

ここをクリック

PRO PRO PROHOME HOME HOME

利用中のネットワーク接続状況を
表示する ネットワーク接続の名称を変更する ネットワークアダプターを有効にする

　利用中のネットワーク接続状況を表示するには、「ネットワーク
と共有センター」で「アダプターの設定の変更」をクリック。これで
ネットワークアダプターとその接続状況が確認できる。各アダプ
ターを右クリックして「プロパティ」をクリックすると、より詳細な情
報を確認可能だ。

　ネットワーク接続の名称を変更するには、「ネットワーク接続」に
表示された一覧から名称を変更したいネットワーク接続を右クリッ
クして「名前の変更」を選択する。

　無効になっているネットワークアダプターを有効化するには、
「ネットワーク接続」の一覧から有効化したいネットワーク接続を
右クリックして「有効にする」を選択する。

0464 0465 0468PRO

PRO

HOME

HOME

ネットワークアダプターを無効にする

ネットワークエラーを診断して
接続を修復する

　ネットワークアダプターが複数あり、使用しない接続がある場合
は、Windowsの安定動作やセキュリティの観点から、無効にして
おくほうがよいだろう。

　何らかのトラブルでネットワークが利用できなくなった場合は、
「Windowsネットワーク診断」で診断するとよい。診断が完了した
ら、表示された解決策にしたがって問題を修復しよう。

0466

0469

❶右クリック

❶右クリック

❶右クリック

1「状態」を選択
コントロールパネルで「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共
有センター」の順に選択し、「アダプターの設定の変更」をクリック。無効にし
たいアダプタを右クリックして「状態」を選択する。

2  
「無効にする」を 
クリック
手順1で選択したアダプ
ターの詳細な状態が表示
されるので、「無効にする」
をクリックする。

❷ここをクリック

ここをクリック

PROHOME

ネットワークアダプターを「状態」から
無効にする

　ネットワークアダプターは「状態」からも無効にできる。「ネット
ワーク接続」の一覧から無効にしたいネットワーク接続を右クリック
して「状態」を選択して設定する。

0467

❶右クリック
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1「アダプターの設定の変更」をクリック
コントロールパネルで「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共
有センター」の順に選択し、「アダプターの設定の変更」をクリックする。

ここをクリック

2「名前の変更」をクリック
名前を変更したいネットワーク接続を右クリックして「名前の変更」を選択す
る。

❷ここをクリック

3名前を変更する
新しい名称を直接入力して、キーボードの「Enter」キーを押せば名前の変更
は完了だ。

名前を入力

1「アダプターの設定の変更」を選択
コントロールパネルで「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共
有センター」の順に選択し、「アダプターの設定の変更」をクリックする。

ここをクリック

2一覧が表示される
設定しているネットワーク接続が表示され、それぞれの接続状況がわかる。
なお、右クリックメニューから詳細な状態を表示できる。

❷ここをクリック

3
プロパティが 
表示される
手順2で「状態」を選択
すると、ネットワークア
ダプターの状態が表示
され、より詳細な情報を
確認できる。

コントロールパネル
から「ネットワーク
とインターネット」→
「ネットワークと共
有センター」を開い
て「アダプターの設
定の変更」をクリッ
ク。ネットワーク接
続を右クリックして
「無効にする」を選
択する。

❷ここをクリック

2診断が行なわれる
「Windowsネットワーク診断」が起動して診断が行なわれる。診断結果にし
たがって問題を解決しよう。

1
「診断」を 
クリックする
コントロールパネルで
「ネットワークとインター
ネット」→「ネットワークと
共有センター」の順に選択
して「アダプターの設定の
変更」をクリック。診断した
いネットワークの状態を表
示し、「診断」をクリックす
る。

コントロールパネル
から「ネットワーク
とインターネット」→
「ネットワークと共
有センター」を開い
て「アダプターの設
定の変更」をクリッ
ク。ネットワークを
右クリックして「有
効にする」を選択す
る。

❷ここをクリック

❶右クリック

ここをクリック

PRO PRO PROHOME HOME HOME

利用中のネットワーク接続状況を
表示する ネットワーク接続の名称を変更する ネットワークアダプターを有効にする

　利用中のネットワーク接続状況を表示するには、「ネットワーク
と共有センター」で「アダプターの設定の変更」をクリック。これで
ネットワークアダプターとその接続状況が確認できる。各アダプ
ターを右クリックして「プロパティ」をクリックすると、より詳細な情
報を確認可能だ。

　ネットワーク接続の名称を変更するには、「ネットワーク接続」に
表示された一覧から名称を変更したいネットワーク接続を右クリッ
クして「名前の変更」を選択する。

　無効になっているネットワークアダプターを有効化するには、
「ネットワーク接続」の一覧から有効化したいネットワーク接続を
右クリックして「有効にする」を選択する。

0464 0465 0468PRO

PRO

HOME

HOME

ネットワークアダプターを無効にする

ネットワークエラーを診断して
接続を修復する

　ネットワークアダプターが複数あり、使用しない接続がある場合
は、Windowsの安定動作やセキュリティの観点から、無効にして
おくほうがよいだろう。

　何らかのトラブルでネットワークが利用できなくなった場合は、
「Windowsネットワーク診断」で診断するとよい。診断が完了した
ら、表示された解決策にしたがって問題を修復しよう。

0466

0469

❶右クリック

❶右クリック

❶右クリック

1「状態」を選択
コントロールパネルで「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共
有センター」の順に選択し、「アダプターの設定の変更」をクリック。無効にし
たいアダプタを右クリックして「状態」を選択する。

2  
「無効にする」を 
クリック
手順1で選択したアダプ
ターの詳細な状態が表示
されるので、「無効にする」
をクリックする。

❷ここをクリック

ここをクリック

PROHOME

ネットワークアダプターを「状態」から
無効にする

　ネットワークアダプターは「状態」からも無効にできる。「ネット
ワーク接続」の一覧から無効にしたいネットワーク接続を右クリック
して「状態」を選択して設定する。

0467

❶右クリック
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1「アダプターの設定の変更」をクリック
コントロールパネルで「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共
有センター」の順に選択。「アダプターの設定の変更」をクリックする。

1「アダプターの設定の変更」をクリック
コントロールパネルで「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共
有センター」の順に選択。「アダプターの設定の変更」をクリックする。

2アダプターのプロパティを表示
表示されたアダプターを右クリックして「プロパティ」をクリックする。

3  
「削除」をクリック
「ネットワーク」タブを
開き、削除するサービ
ス、またはプロトコル
を選択して「削除」をク
リックする。

❷ここをクリック

ここをクリックここをクリック

❶ここをクリック

❸ここをクリック

❷サービスや
プロトコルを選択

2まとめて選択
表示されたアダプターからブリッジしたいネットワークをまとめて選択する。

3「ブリッッジ接続」をクリック
ブリッジしたいネットワークをまとめて選択した状態で右クリックし、メニュー
から「ブリッジ接続」を選択する。

選択する

❷ここをクリック

1  
「プロパティ」を 
クリック
「ネットワークと共有セン
ター」から「アダプターの
設定の変更」を開き、ネット
ワークを右クリックして「プ
ロパティ」を選択。「TCP/
IPv6」を選択して「プロパ
ティ」をクリックする。

2TCP/IPv6の詳細を確認
TCP/IPv6のプロパティが表示されるので詳細を確認する。

1「問題のトラブルシューティング」をクリック
「コントロールパネル」から「ネットワークと共有センター」を開き、「問題のト
ラブルシューティング」をクリックする。

2問題の種類を選択
解決したい問題のジャンルを選択する。

「ネットワークと共有センター」から「アダプ
ターの設定の変更」を開き、ネットワークを
右クリックして「プロパティ」を選択。「TCP/
IPv4」を選択して「プロパティ」をクリックす
る。

「コントロールパネ
ル」から「ネットワーク
と共有センター」を開
き、「問題のトラブル
シューティング」をク
リック。「ネットワーク
アダプター」を選択す
る。

ここをクリック

❶クリックして選択

❶クリックして選択

❷ここをクリック

❷ここをクリック

ここをクリック

PRO PRO

PRO

PRO PRO

PRO

HOME HOME

HOME

HOME HOME

HOME

異なるネットワークを
ブリッジ接続して利用する TCP/IPv6の詳細を表示する

TCP/IPv4の詳細を表示する

使わないサービスや
プロトコルを削除する

ネットワークエラーを
トラブルシューティングで解決

ネットワークアダプターのエラーを 
トラブルシューティングで解決

　パソコンに複数のネットワークアダプターが搭載されていれば、
「ネットワークと共有センター」からブリッジ接続することでパソコ
ンをルータのように利用できる。

　ネットワークを利用する際に使われる新しいプロトコル「TCP/
IPv6」の現在の設定は、ネットワークのプロパティから確認するこ
とができる。

　「TCP/IPv6」と同じくネットワークを利用する際に使われるプロ
トコル「TCP/IPv4」の設定も、ネットワークのプロパティから確認
可能だ。

　サービスやプロトコルは、「アダプターの設定の変更」からネット
ワークのプロパティから削除することが可能。使わないサービスやプ
ロトコルがあれば、ここから削除しておくとよいだろう。

　ネットワークに関する問題は「ネットワークと共有センター」にある
「問題のトラブルシューティング」で解決できることがあるので試
してみよう。

　ネットワークアダプターが原因でネットワークに問題が起こって
いる場合は、「問題のトラブルシューティング」の「ネットワークアダ
プター」で解決してみよう。

0470 0472

0473

0471 0474

0475

❶右クリック

❶右クリック
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1「アダプターの設定の変更」をクリック
コントロールパネルで「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共
有センター」の順に選択。「アダプターの設定の変更」をクリックする。

1「アダプターの設定の変更」をクリック
コントロールパネルで「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共
有センター」の順に選択。「アダプターの設定の変更」をクリックする。

2アダプターのプロパティを表示
表示されたアダプターを右クリックして「プロパティ」をクリックする。

3  
「削除」をクリック
「ネットワーク」タブを
開き、削除するサービ
ス、またはプロトコル
を選択して「削除」をク
リックする。

❷ここをクリック

ここをクリックここをクリック

❶ここをクリック

❸ここをクリック

❷サービスや
プロトコルを選択

2まとめて選択
表示されたアダプターからブリッジしたいネットワークをまとめて選択する。

3「ブリッッジ接続」をクリック
ブリッジしたいネットワークをまとめて選択した状態で右クリックし、メニュー
から「ブリッジ接続」を選択する。

選択する

❷ここをクリック

1  
「プロパティ」を 
クリック
「ネットワークと共有セン
ター」から「アダプターの
設定の変更」を開き、ネット
ワークを右クリックして「プ
ロパティ」を選択。「TCP/
IPv6」を選択して「プロパ
ティ」をクリックする。

2TCP/IPv6の詳細を確認
TCP/IPv6のプロパティが表示されるので詳細を確認する。

1「問題のトラブルシューティング」をクリック
「コントロールパネル」から「ネットワークと共有センター」を開き、「問題のト
ラブルシューティング」をクリックする。

2問題の種類を選択
解決したい問題のジャンルを選択する。

「ネットワークと共有センター」から「アダプ
ターの設定の変更」を開き、ネットワークを
右クリックして「プロパティ」を選択。「TCP/
IPv4」を選択して「プロパティ」をクリックす
る。

「コントロールパネ
ル」から「ネットワーク
と共有センター」を開
き、「問題のトラブル
シューティング」をク
リック。「ネットワーク
アダプター」を選択す
る。

ここをクリック

❶クリックして選択

❶クリックして選択

❷ここをクリック

❷ここをクリック

ここをクリック

PRO PRO

PRO

PRO PRO

PRO

HOME HOME

HOME

HOME HOME

HOME

異なるネットワークを
ブリッジ接続して利用する TCP/IPv6の詳細を表示する

TCP/IPv4の詳細を表示する

使わないサービスや
プロトコルを削除する

ネットワークエラーを
トラブルシューティングで解決

ネットワークアダプターのエラーを 
トラブルシューティングで解決

　パソコンに複数のネットワークアダプターが搭載されていれば、
「ネットワークと共有センター」からブリッジ接続することでパソコ
ンをルータのように利用できる。

　ネットワークを利用する際に使われる新しいプロトコル「TCP/
IPv6」の現在の設定は、ネットワークのプロパティから確認するこ
とができる。

　「TCP/IPv6」と同じくネットワークを利用する際に使われるプロ
トコル「TCP/IPv4」の設定も、ネットワークのプロパティから確認
可能だ。

　サービスやプロトコルは、「アダプターの設定の変更」からネット
ワークのプロパティから削除することが可能。使わないサービスやプ
ロトコルがあれば、ここから削除しておくとよいだろう。

　ネットワークに関する問題は「ネットワークと共有センター」にある
「問題のトラブルシューティング」で解決できることがあるので試
してみよう。

　ネットワークアダプターが原因でネットワークに問題が起こって
いる場合は、「問題のトラブルシューティング」の「ネットワークアダ
プター」で解決してみよう。

0470 0472

0473

0471 0474

0475

❶右クリック

❶右クリック
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1「ネットワーク」アイコンをクリック
タスクバーの「ネットワーク」アイコンをクリックする。なお、有線LANで接続
中の場合はアイコンの形が異なるので注意しよう。

2「接続」をクリックする
接続する端末のSSIDを選択して「接続」をクリックする。

3セキュリティキーを入力する
セキュリティキーを入力して「次へ」をクリックする。

4検出を選択
ネットワーク上でこのパソコンを検出できるようにするかどうかを選択すれ
ば、接続設定は完了だ。

ここをクリック

1「接続」をクリックする
タスクバーの「ネットワーク」アイコンをクリック。設定したいネットワークを
選択して「接続」をクリックする。

2ルーターのボタンを押す
「ルーターのボタンを押して～」と表示されたら無線LANルーターの設定ボ
タンを押す。

ここをクリック

❷ここをクリック

タスクバーの「ネットワーク」アイコンをクリック。接続したいネットワークを
選択して「接続」をクリックする。

1「ネットワークと共有センター」をクリック
コントロールパネルで「ネットワークとインターネット」を選択し、「ネットワー
クと共有センター」をクリックする。

2「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリック
「ネットワークと共有センター」画面が開いたら「新しい接続またはネットワー
クのセットアップ」をクリックする。

3接続オプションを選択する
「ワイヤレスネットワークに手動で接続します」を選択して「次へ」をクリック
する。

4ネットワークの情報を入力する
追加するワイヤレスネットワークの情報を入力して先へ進もう。

❶ここをクリック

❷ここをクリック

ここをクリック

ここをクリック

タスクバーの「ネットワーク」アイコンをクリック。切断したいネットワークを
選択して「関連付けを解除する」をクリックする。

1「ネットワーク」アイコンをクリック
タスクバーの「ネットワーク」アイコンをクリックする。

2接続先を選ぶ
接続先の一覧から接続先を選択し、「接続」をクリックする。

ここをクリック

ここをクリック

❶セキュリティキーを入力

ここをクリック

ここをクリック

ここをクリック

ここをクリック

PROPRO

PROPRO

PROPRO HOMEHOME

HOMEHOME

HOMEHOME

無線LANの接続設定を手動で行なう無線LAN接続に接続する

接続中のワイヤレスネットワークを
切断する

設定済みのワイヤレスネットワークに
接続する

接続先を変更する無線LANの簡易設定機能を利用する

　ステルス機能が有効な無線LANルータを使用していてアクセ
スポイントが表示されないという場合は、手動で無線LANの設定
を行なおう。

　無線LANでインターネットに接続するには接続設定が必要にな
る。タスクバーの「ネットワーク」アイコンをクリックして接続先を選
択し、設定を行なおう。

　接続中のワイヤレスネットワークは、「関連付けを解除する」をク
リックすれば切断できる。

　既に設定を完了しているネットワークへは、一覧からネットワーク
を選択し、「接続」をクリックするだけで簡単に接続できる。

　インターネットへの接続先が複数設定されている場合は、接続
先を切り替えることができる。タスクバーの「ネットワーク」アイコン
をクリックして一覧から接続先を選択しよう。

　Windows10は無線LANの簡易設定機能が搭載されている。
対応した無線LANルーターを使用していれば、ボタンを押すだけ
で簡単に設定できる。

04790476

04810478

04800477
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1「ネットワーク」アイコンをクリック
タスクバーの「ネットワーク」アイコンをクリックする。なお、有線LANで接続
中の場合はアイコンの形が異なるので注意しよう。

2「接続」をクリックする
接続する端末のSSIDを選択して「接続」をクリックする。

3セキュリティキーを入力する
セキュリティキーを入力して「次へ」をクリックする。

4検出を選択
ネットワーク上でこのパソコンを検出できるようにするかどうかを選択すれ
ば、接続設定は完了だ。

ここをクリック

1「接続」をクリックする
タスクバーの「ネットワーク」アイコンをクリック。設定したいネットワークを
選択して「接続」をクリックする。

2ルーターのボタンを押す
「ルーターのボタンを押して～」と表示されたら無線LANルーターの設定ボ
タンを押す。

ここをクリック

❷ここをクリック

タスクバーの「ネットワーク」アイコンをクリック。接続したいネットワークを
選択して「接続」をクリックする。

1「ネットワークと共有センター」をクリック
コントロールパネルで「ネットワークとインターネット」を選択し、「ネットワー
クと共有センター」をクリックする。

2「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリック
「ネットワークと共有センター」画面が開いたら「新しい接続またはネットワー
クのセットアップ」をクリックする。

3接続オプションを選択する
「ワイヤレスネットワークに手動で接続します」を選択して「次へ」をクリック
する。

4ネットワークの情報を入力する
追加するワイヤレスネットワークの情報を入力して先へ進もう。

❶ここをクリック

❷ここをクリック

ここをクリック

ここをクリック

タスクバーの「ネットワーク」アイコンをクリック。切断したいネットワークを
選択して「関連付けを解除する」をクリックする。

1「ネットワーク」アイコンをクリック
タスクバーの「ネットワーク」アイコンをクリックする。

2接続先を選ぶ
接続先の一覧から接続先を選択し、「接続」をクリックする。

ここをクリック

ここをクリック

❶セキュリティキーを入力

ここをクリック

ここをクリック

ここをクリック

ここをクリック

PROPRO

PROPRO

PROPRO HOMEHOME

HOMEHOME

HOMEHOME

無線LANの接続設定を手動で行なう無線LAN接続に接続する

接続中のワイヤレスネットワークを
切断する

設定済みのワイヤレスネットワークに
接続する

接続先を変更する無線LANの簡易設定機能を利用する

　ステルス機能が有効な無線LANルータを使用していてアクセ
スポイントが表示されないという場合は、手動で無線LANの設定
を行なおう。

　無線LANでインターネットに接続するには接続設定が必要にな
る。タスクバーの「ネットワーク」アイコンをクリックして接続先を選
択し、設定を行なおう。

　接続中のワイヤレスネットワークは、「関連付けを解除する」をク
リックすれば切断できる。

　既に設定を完了しているネットワークへは、一覧からネットワーク
を選択し、「接続」をクリックするだけで簡単に接続できる。

　インターネットへの接続先が複数設定されている場合は、接続
先を切り替えることができる。タスクバーの「ネットワーク」アイコン
をクリックして一覧から接続先を選択しよう。

　Windows10は無線LANの簡易設定機能が搭載されている。
対応した無線LANルーターを使用していれば、ボタンを押すだけ
で簡単に設定できる。

04790476

04810478

04800477
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1「ネットワークとインターネット」をクリック
スタートメニューから「設定」を開き、「ネットワークとインターネット」をクリッ
クする。

ここをクリック

2「Wi-Fi設定を管理する」をクリック
「Wi-Fi」を開き、「Wi-Fi設定を管理する」をクリックする。

3削除を実行
「既知のネットワーク」欄で削除するネットワークをクリックし、「削除」をク
リックする。

コントロールパネルで「ネットワークとイ
ンターネット」→「ネットワークと共有セン
ター」をクリック。接続しているネットワーク
名をクリックして「ワイヤレスのプロパティ」
をクリック。「セキュリティ」タブでセキュリ
ティや暗号化の種類を確認できる。

1ネットワーク名をクリックする
コントロールパネルで「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共
有センター」をクリック。「接続」欄のネットワーク名をクリックする。

2  
ネットワークの 
状態が表示される
ネットワークの状態が表
示され、無線LANの接続
情報を確認できる。

ここをクリック

2  
接続時間を 
確認する
ネットワークの状態が表
示され、接続時間を確認
できる。

1「ネットワークとインターネット」をクリック
スタートメニューから「設定」を開き、「ネットワークとインターネット」をクリッ
クする。

2「データ使用状況」をクリック
「データ使用状況」をクリックすると、過去30日間のデータ使用状況を確認
できる。

ここをクリック

「データ使用状況」
で「使用状況の詳
細」をクリックする
と、アプリケーショ
ン別の通信量が表
示される。

「設定」→「ネットワークとインターネット」→「Wi-Fi」→「詳細オプション」をク
リック。「従量制課金接続として設定する」を「オン」にする。

ここをオンにする

1ネットワーク名をクリックする
コントロールパネルで「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共
有センター」をクリック。「接続」欄のネットワーク名をクリックする。

ここをクリック

ここをクリック

❶ここをクリック

❷ここをクリック

セキュリティや暗号化の
種類が表示される

ここをクリック

PRO PROPRO

PRO

PRO

PROPRO

HOME HOMEHOME

HOME

HOME

HOMEHOME

不要なワイヤレスネットワークを
削除する ネットワークの接続時間を確認する無線LANの接続情報を確認する

無線LANで使用している
暗号の種類を確認する

概算データ使用量を表示する

データ使用状況の詳細を確認するワイヤレスネットワークに
通信料金体系を記録する

　解約して使わなくなったり、接続できないなど、不要なネットワー
ク接続があれば、「設定」から削除することができる。

　接続しているネットワークへの接続時間を確認したい場合は、
「ネットワークと共有センター」で接続中のネットワーク名をクリッ
クしてネットワークの状態を表示すればよい。

　「Wi-Fiの状態」画面で無線LANの接続情報を確認できる。
「ネットワークと共有センター」画面で接続しているネットワーク名
をクリックしよう。

　「ネットワークと共有センター」画面から接続しているネットワー
ク名→「ワイヤレスのプロパティ」の順にクリックすればセキュリ
ティや暗号化の種類を確認できる。

　利用している通信プランが従量課金などの場合は、データ使用
量が多くなりすぎないように気をつけながらインターネットを利用し
たい。

　アプリケーションごとのデータ通信量を確認することもできる。
「設定」→「ネットワークとインターネット」→「データ使用状況」を
表示して、「使用状況の詳細」をクリックする。

　ワイヤレスネットワーク接続は「従量制課金接続」か「定額制接
続」かを記録しておける。「設定」→「ネットワークとインターネット」
→「Wi-Fi」から設定を行なおう。

0482 04850483

0484

0487

04880486
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1「ネットワークとインターネット」をクリック
スタートメニューから「設定」を開き、「ネットワークとインターネット」をクリッ
クする。

ここをクリック

2「Wi-Fi設定を管理する」をクリック
「Wi-Fi」を開き、「Wi-Fi設定を管理する」をクリックする。

3削除を実行
「既知のネットワーク」欄で削除するネットワークをクリックし、「削除」をク
リックする。

コントロールパネルで「ネットワークとイ
ンターネット」→「ネットワークと共有セン
ター」をクリック。接続しているネットワーク
名をクリックして「ワイヤレスのプロパティ」
をクリック。「セキュリティ」タブでセキュリ
ティや暗号化の種類を確認できる。

1ネットワーク名をクリックする
コントロールパネルで「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共
有センター」をクリック。「接続」欄のネットワーク名をクリックする。

2  
ネットワークの 
状態が表示される
ネットワークの状態が表
示され、無線LANの接続
情報を確認できる。

ここをクリック

2  
接続時間を 
確認する
ネットワークの状態が表
示され、接続時間を確認
できる。

1「ネットワークとインターネット」をクリック
スタートメニューから「設定」を開き、「ネットワークとインターネット」をクリッ
クする。

2「データ使用状況」をクリック
「データ使用状況」をクリックすると、過去30日間のデータ使用状況を確認
できる。

ここをクリック

「データ使用状況」
で「使用状況の詳
細」をクリックする
と、アプリケーショ
ン別の通信量が表
示される。

「設定」→「ネットワークとインターネット」→「Wi-Fi」→「詳細オプション」をク
リック。「従量制課金接続として設定する」を「オン」にする。

ここをオンにする

1ネットワーク名をクリックする
コントロールパネルで「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共
有センター」をクリック。「接続」欄のネットワーク名をクリックする。

ここをクリック

ここをクリック

❶ここをクリック

❷ここをクリック

セキュリティや暗号化の
種類が表示される

ここをクリック

PRO PROPRO

PRO

PRO

PROPRO

HOME HOMEHOME

HOME

HOME

HOMEHOME

不要なワイヤレスネットワークを
削除する ネットワークの接続時間を確認する無線LANの接続情報を確認する

無線LANで使用している
暗号の種類を確認する

概算データ使用量を表示する

データ使用状況の詳細を確認するワイヤレスネットワークに
通信料金体系を記録する

　解約して使わなくなったり、接続できないなど、不要なネットワー
ク接続があれば、「設定」から削除することができる。

　接続しているネットワークへの接続時間を確認したい場合は、
「ネットワークと共有センター」で接続中のネットワーク名をクリッ
クしてネットワークの状態を表示すればよい。

　「Wi-Fiの状態」画面で無線LANの接続情報を確認できる。
「ネットワークと共有センター」画面で接続しているネットワーク名
をクリックしよう。

　「ネットワークと共有センター」画面から接続しているネットワー
ク名→「ワイヤレスのプロパティ」の順にクリックすればセキュリ
ティや暗号化の種類を確認できる。

　利用している通信プランが従量課金などの場合は、データ使用
量が多くなりすぎないように気をつけながらインターネットを利用し
たい。

　アプリケーションごとのデータ通信量を確認することもできる。
「設定」→「ネットワークとインターネット」→「データ使用状況」を
表示して、「使用状況の詳細」をクリックする。

　ワイヤレスネットワーク接続は「従量制課金接続」か「定額制接
続」かを記録しておける。「設定」→「ネットワークとインターネット」
→「Wi-Fi」から設定を行なおう。

0482 04850483

0484

0487

04880486

P164-184.indd   172-173 2015/08/28   11:49

k-moriyama@katch.ne.jp



175174

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

P a r t

08

1「詳細オプション」をクリック
「設定」→「ネットワークとインターネット」→「ダイヤルアップ」をクリック。設
定を確認するものをクリックして「詳細オプション」をクリックする。 1「詳細オプション」をクリック

「設定」→「ネットワークとインターネット」→「ダイヤルアップ」をクリック。設
定を編集するものをクリックして「詳細オプション」をクリックする。

3設定の編集
「VPN接続の編集」が表示されたら、必要箇所を編集して「保存」をクリック
する。

2詳細を確認
ダイヤルアップ接続の詳細が表示される。

2詳細を表示
ダイヤルアップ接続の詳細が表示されたら、「編集」をクリックする。

設定を編集して
ここをクリック

❶ここをクリック ❶ここをクリック1Bluetoothテザリングを有効にする
スマホでBluetoothテザリングを有効にする
（操作は機種によって異なる）。

1セットアップ開始
「ネットワークと共有センター」で「新しい接続またはネットワークのセット
アップ」をクリック。「インターネットに接続します」を選択して「次へ」をクリッ
クする。

2「デバイスの追加」をクリック
「設定」→「デバイス」→「Bluetooth」で「Bluetooth」を「オン」にする。接続
するスマホをクリックして選択し、「ペアリング」をクリックする。

3パスコードを確認する
接続するスマホと同じパスコードが表示されているのを確認して「はい」をク
リックする。スマホによってはスマホ側でも確認を行なう必要がある。

2ダイヤルアップを選択する
「すでにインターネットに接続しています」と表示された場合は、「新しい接続
をセットアップします」をクリック。接続方法の選択画面で、「ダイヤルアップ」
を選択する。

4接続開始
ネットワーク一覧にスマホが表示され
るので、「接続」をクリックして接続す
ればよい。

3 ISP情報の入力
電話番号やユーザー名、パスワードなど、必要な情報を入力して、「作成」をク
リックする。

❶必要な情報を入力

❸ここをクリック

❷ここをクリック

「設定」→「ネットワークとインターネット」→「ダイヤルアップ」をクリック。設
定を削除するものをクリックして「削除」をクリックする。

ここをクリック

❶ここをクリック

❶「オン」にする

ここをクリック

❷ここをクリック

ここをクリック

❷ここをクリック

❷ここをクリック

❸ここをクリック

❷ここをクリック

❶ここをクリック ❸ここをクリック

PRO PRO

PRO

PRO PROHOME HOME

HOME

HOME HOME

Bluetoothでテザリングする ダイヤルアップ接続の設定を確認する

ダイヤルアップ接続の設定を削除する

ダイヤルアップで接続する ダイヤルアップ接続の設定を編集する

　パソコンがBluetooth対応で、Bluetoothテザリング対応のスマ
ホを持っていれば、パソコンとスマホをBluetooth接続して、スマ
ホ経由でのインターネット通信を利用できる。

　ダイヤルアップ接続の設定を確認するには、「ネットワークとイ
ンターネット」の「ダイヤルアップ」で、設定を確認したいダイヤル
アップ接続をクリックして「詳細オプション」を選択する。

　解約して使わなくなったダイヤルアップ接続の設定を削除する
には、「ダイヤルアップ」画面で、設定を削除するものをクリックして
「削除」をクリックする。

　ダイヤルアップでネットワークに接続するには、コントロールパ
ネルの「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共有セン
ター」→「新しい接続またはネットワークのセットアップ」から設定を
行なう。

　設定したダイヤルアップ接続の設定はあとから編集することも
できる。確認したいダイヤルアップ接続の「詳細オプション」を表
示して「編集」をクリックしよう。

0489 0491

0492

0490 0493

❷ここをクリック

ここをクリック
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1「詳細オプション」をクリック
「設定」→「ネットワークとインターネット」→「ダイヤルアップ」をクリック。設
定を確認するものをクリックして「詳細オプション」をクリックする。 1「詳細オプション」をクリック

「設定」→「ネットワークとインターネット」→「ダイヤルアップ」をクリック。設
定を編集するものをクリックして「詳細オプション」をクリックする。

3設定の編集
「VPN接続の編集」が表示されたら、必要箇所を編集して「保存」をクリック
する。

2詳細を確認
ダイヤルアップ接続の詳細が表示される。

2詳細を表示
ダイヤルアップ接続の詳細が表示されたら、「編集」をクリックする。

設定を編集して
ここをクリック

❶ここをクリック ❶ここをクリック1Bluetoothテザリングを有効にする
スマホでBluetoothテザリングを有効にする
（操作は機種によって異なる）。

1セットアップ開始
「ネットワークと共有センター」で「新しい接続またはネットワークのセット
アップ」をクリック。「インターネットに接続します」を選択して「次へ」をクリッ
クする。

2「デバイスの追加」をクリック
「設定」→「デバイス」→「Bluetooth」で「Bluetooth」を「オン」にする。接続
するスマホをクリックして選択し、「ペアリング」をクリックする。

3パスコードを確認する
接続するスマホと同じパスコードが表示されているのを確認して「はい」をク
リックする。スマホによってはスマホ側でも確認を行なう必要がある。

2ダイヤルアップを選択する
「すでにインターネットに接続しています」と表示された場合は、「新しい接続
をセットアップします」をクリック。接続方法の選択画面で、「ダイヤルアップ」
を選択する。

4接続開始
ネットワーク一覧にスマホが表示され
るので、「接続」をクリックして接続す
ればよい。

3 ISP情報の入力
電話番号やユーザー名、パスワードなど、必要な情報を入力して、「作成」をク
リックする。

❶必要な情報を入力

❸ここをクリック

❷ここをクリック

「設定」→「ネットワークとインターネット」→「ダイヤルアップ」をクリック。設
定を削除するものをクリックして「削除」をクリックする。

ここをクリック

❶ここをクリック

❶「オン」にする

ここをクリック

❷ここをクリック

ここをクリック

❷ここをクリック

❷ここをクリック

❸ここをクリック

❷ここをクリック

❶ここをクリック ❸ここをクリック

PRO PRO

PRO

PRO PROHOME HOME

HOME

HOME HOME

Bluetoothでテザリングする ダイヤルアップ接続の設定を確認する

ダイヤルアップ接続の設定を削除する

ダイヤルアップで接続する ダイヤルアップ接続の設定を編集する

　パソコンがBluetooth対応で、Bluetoothテザリング対応のスマ
ホを持っていれば、パソコンとスマホをBluetooth接続して、スマ
ホ経由でのインターネット通信を利用できる。

　ダイヤルアップ接続の設定を確認するには、「ネットワークとイ
ンターネット」の「ダイヤルアップ」で、設定を確認したいダイヤル
アップ接続をクリックして「詳細オプション」を選択する。

　解約して使わなくなったダイヤルアップ接続の設定を削除する
には、「ダイヤルアップ」画面で、設定を削除するものをクリックして
「削除」をクリックする。

　ダイヤルアップでネットワークに接続するには、コントロールパ
ネルの「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共有セン
ター」→「新しい接続またはネットワークのセットアップ」から設定を
行なう。

　設定したダイヤルアップ接続の設定はあとから編集することも
できる。確認したいダイヤルアップ接続の「詳細オプション」を表
示して「編集」をクリックしよう。

0489 0491

0492

0490 0493

❷ここをクリック

ここをクリック
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1「ホームグループの作成」をクリック
コントロールパネルの「ネットワークとインターネット」→「ホームグループ」
を開いて「ホームグループの作成」をクリックする。

1「ホームグループの作成」をクリック
コントロールパネルの「ネットワークとインターネット」→「ホームグループ」
を開いて「今すぐ参加」をクリックする。

1「パスワードの変更」をクリック
コントロールパネルの「ネットワークとインターネット」→「ホームグループ」
を開いて「パスワードの変更」をクリックする。

2「次へ」をクリック
「ホームグループの作成」画面が表示されたら「次へ」をクリックして次の画
面に進む。

2「次へ」をクリック
「ホームグループへの参加」画面が表示されたら「次へ」をクリックして次の
画面に進む。

2パスワードの変更を確認
パスワード変更の確認画面が表示されるので、「パスワードを変更します」を
クリックする。

3共有するファイルなどを設定
共有するファイルやデバイスを選択してアクセス許可レベルを設定。「次へ」
をクリックする。

3共有するファイルなどを設定
共有するファイルやデバイスを選択してアクセス許可レベルを設定。「次へ」
をクリックする。

3パスワードを入力
新しいパスワードを入力して「次へ」をクリックする。

4パスワードが表示される
表示されたパスワードをホームグループに参加するユーザーに教える。

4パスワードを入力
ホームグループのパスワードを入力して、「次へ」をクリック。次の画面で
「ホームグループに参加しました」と表示されれば参加は完了だ。

4変更完了
パスワードの変更が完了し、新しいパスワードが表示される。以降はこのパス
ワードを利用する。

ここをクリックここをクリック

ここをクリック

パスワードが表示される パスワードを入力する

ここをクリック

コントロールパネ
ルの「ネットワーク
とインターネット」→
「ホームグループ」
を開いて「ホームグ
ループへの参加の
終了」をクリックす
る。

1「ホームグループ パスワードの表示または印刷」をクリック
コントロールパネルの「ネットワークとインターネット」→「ホームグループ」
を開いて「ホームグループ パスワードの表示または印刷」をクリックする。

2パスワードの確認
パスワードが表示される。「このページを印刷」をクリックすれば印刷も可能
だ。

ここをクリック

ここをクリック

ここをクリック

❶パスワードを入力

ここをクリック

ここをクリックここをクリック

❷ここをクリック

PRO PRO

PRO

PRO PROHOME HOME

HOME

HOME HOME

ホームグループを作成する ホームグループの参加を終了する

ホームグループで
利用中のパスワードを確認する

既存のホームグループに参加する ホームグループの
パスワードを変更する

　ホームグループの作成はコントロールパネルから行なえる。
「ホームグループ」で「ホームグループの作成」をクリックして各
種設定を行なおう。

　ホームグループの参加を終了するには、コントロールパネル
の「ネットワークとインターネット」→「ホームグループ」を選択し、
「ホームグループへの参加の終了」をクリックする。

　ホームグループで利用中のパスワードがわからなくなってしまっ
たという場合は、「ホームグループ」の「ホームグループ パスワード
の表示または印刷」で確認しよう。

　他のパソコンで作成したホームグループがすでにある場合は、
新たに作成するよりもそちらに参加したほうが簡単だ。「ホームグ
ループ」で「今すぐ参加」をクリックして参加しよう。

　ホームグループのパスワードはあとから変更することもできる。
「ホームグループ」の「パスワードの変更」をクリックして、新しい
パスワードを設定しよう。

0494 0496

0497

0495 0498

P164-184.indd   176-177 2015/08/28   11:49

k-moriyama@katch.ne.jp



177176

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

P a r t

08

1「ホームグループの作成」をクリック
コントロールパネルの「ネットワークとインターネット」→「ホームグループ」
を開いて「ホームグループの作成」をクリックする。

1「ホームグループの作成」をクリック
コントロールパネルの「ネットワークとインターネット」→「ホームグループ」
を開いて「今すぐ参加」をクリックする。

1「パスワードの変更」をクリック
コントロールパネルの「ネットワークとインターネット」→「ホームグループ」
を開いて「パスワードの変更」をクリックする。

2「次へ」をクリック
「ホームグループの作成」画面が表示されたら「次へ」をクリックして次の画
面に進む。

2「次へ」をクリック
「ホームグループへの参加」画面が表示されたら「次へ」をクリックして次の
画面に進む。

2パスワードの変更を確認
パスワード変更の確認画面が表示されるので、「パスワードを変更します」を
クリックする。

3共有するファイルなどを設定
共有するファイルやデバイスを選択してアクセス許可レベルを設定。「次へ」
をクリックする。

3共有するファイルなどを設定
共有するファイルやデバイスを選択してアクセス許可レベルを設定。「次へ」
をクリックする。

3パスワードを入力
新しいパスワードを入力して「次へ」をクリックする。

4パスワードが表示される
表示されたパスワードをホームグループに参加するユーザーに教える。

4パスワードを入力
ホームグループのパスワードを入力して、「次へ」をクリック。次の画面で
「ホームグループに参加しました」と表示されれば参加は完了だ。

4変更完了
パスワードの変更が完了し、新しいパスワードが表示される。以降はこのパス
ワードを利用する。

ここをクリックここをクリック

ここをクリック

パスワードが表示される パスワードを入力する

ここをクリック

コントロールパネ
ルの「ネットワーク
とインターネット」→
「ホームグループ」
を開いて「ホームグ
ループへの参加の
終了」をクリックす
る。

1「ホームグループ パスワードの表示または印刷」をクリック
コントロールパネルの「ネットワークとインターネット」→「ホームグループ」
を開いて「ホームグループ パスワードの表示または印刷」をクリックする。

2パスワードの確認
パスワードが表示される。「このページを印刷」をクリックすれば印刷も可能
だ。

ここをクリック

ここをクリック

ここをクリック

❶パスワードを入力

ここをクリック

ここをクリックここをクリック

❷ここをクリック

PRO PRO

PRO

PRO PROHOME HOME

HOME

HOME HOME

ホームグループを作成する ホームグループの参加を終了する

ホームグループで
利用中のパスワードを確認する

既存のホームグループに参加する ホームグループの
パスワードを変更する

　ホームグループの作成はコントロールパネルから行なえる。
「ホームグループ」で「ホームグループの作成」をクリックして各
種設定を行なおう。

　ホームグループの参加を終了するには、コントロールパネル
の「ネットワークとインターネット」→「ホームグループ」を選択し、
「ホームグループへの参加の終了」をクリックする。

　ホームグループで利用中のパスワードがわからなくなってしまっ
たという場合は、「ホームグループ」の「ホームグループ パスワード
の表示または印刷」で確認しよう。

　他のパソコンで作成したホームグループがすでにある場合は、
新たに作成するよりもそちらに参加したほうが簡単だ。「ホームグ
ループ」で「今すぐ参加」をクリックして参加しよう。

　ホームグループのパスワードはあとから変更することもできる。
「ホームグループ」の「パスワードの変更」をクリックして、新しい
パスワードを設定しよう。
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1「ホームグループとの共有内容の変更」をクリック
コントロールパネルの「ネットワークとインターネット」→「ホームグループ」
を開いて「ホームグループとの共有内容の変更」をクリックする。

2コンテンツごとの設定
コンテンツごとに共有するかどうかを設定し、「次へ」をクリックする。

ここをクリック

ここをクリック

コントロールパネ
ルの「ネットワーク
とインターネット」→
「ホームグループ」
を開いて「ホームグ
ループのトラブル
シューティングツー
ルの開始」をクリッ
クする。

ここをクリック

1「パスワードの変更」をクリック
コントロールパネルの「ネットワークとインターネット」→「ホームグループ」
を開いて「TV、ゲームコンソロールなど、～」をクリックする。

2許可を確認
「メディアストリーミングオプション」画面が表示されるので、「このPCとリ
モート接続～」が「許可」になっているのを確認して「次へ」をクリックする。

3コンテンツごとの設定
コンテンツごとに共有するかどうかを設定し、「次へ」をクリックする。

4設定完了
確認のためのパスワードが表示されれば設定は完了だ。

❷ここをクリック

ここをクリック

ここをクリック

❶ここをクリック

❷ダブルクリック

1「エクスプローラー」を開く
タスクバーの「エクスプローラー」アイコンをクリックして「エクスプロー
ラー」を開く。

2ユーザーを選択する
左側のナビゲーションウィンドウで「ホームグループ」を選択し、ファイルをや
りとりするユーザーをダブルクリックする。

3ファイルをやりとりする
ホームグループユーザーの共有フォルダーが表示され、ファイルをやりとり
できるようになる。

❶ここをクリック

❷ここをクリック

「設定」→「デバイス」を開き、「プリンターとスキャナー」を選択して「プリン
ターまたはスキャナーを追加します」をクリックする。

ここをクリック

1「共有の詳細設定の変更」をクリック
コントロールパネルで「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共
有センター」をクリック。「共有の詳細設定の変更」をクリックする。

2「共有の詳細設定」画面が表示される
「共有の詳細設定」画面が表示され、共有の詳細設定を行なえる。

❷ここをクリック

❶利用するほうにチェックを入れる

❶「許可」を確認

ここをクリック

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO PROHOME

HOME

HOME

HOME

HOME HOME

ホームグループで
利用可能なファイルの種類を変更

ホームグループのトラブルを解決する

ホームグループユーザーと
ファイルをやりとりする

ホームグループ接続の
利用設定をする

メディアストリーミングの共有を
有効にする

ホームグループで接続された
パソコンのプリンターを共有

　ホームグループで利用可能なファイルの種類はあとから変更す
ることもできる。「ホームグループ」の「ホームグループとの共有内
容の変更」をクリックして設定しよう。

　ホームグループにトラブルが起きた場合はトラブルシューティン
グツールを活用しよう。「ホームグループ」の「ホームグループのト
ラブルシューティングツールの開始」から実行可能だ。

　ホームグループユーザーとファイルをやりとりするには、エクスプ
ローラーを開いて「ホームグループ」からユーザーを選択して行な
う。

　ホームグループ接続の利用設定をするには、「ネットワークと共
有センター」から「共有の詳細設定」画面を開いて設定を行ない、
「変更の保存」をクリックする。

　メディアストリーミングの共有するには、コントロールパネルの
「ネットワークとインターネット」→「ホームグループ」→「TV、ゲー
ムコンソロールなど、～」をクリックして、共有を許可しよう。

　ホームグループで接続されたパソコンのプリンターは通常自動
的に追加されるが、自動追加されない場合は「プリンターとスキャ
ナー」から手動で追加しよう。
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1「ホームグループとの共有内容の変更」をクリック
コントロールパネルの「ネットワークとインターネット」→「ホームグループ」
を開いて「ホームグループとの共有内容の変更」をクリックする。

2コンテンツごとの設定
コンテンツごとに共有するかどうかを設定し、「次へ」をクリックする。

ここをクリック

ここをクリック

コントロールパネ
ルの「ネットワーク
とインターネット」→
「ホームグループ」
を開いて「ホームグ
ループのトラブル
シューティングツー
ルの開始」をクリッ
クする。

ここをクリック

1「パスワードの変更」をクリック
コントロールパネルの「ネットワークとインターネット」→「ホームグループ」
を開いて「TV、ゲームコンソロールなど、～」をクリックする。

2許可を確認
「メディアストリーミングオプション」画面が表示されるので、「このPCとリ
モート接続～」が「許可」になっているのを確認して「次へ」をクリックする。

3コンテンツごとの設定
コンテンツごとに共有するかどうかを設定し、「次へ」をクリックする。

4設定完了
確認のためのパスワードが表示されれば設定は完了だ。

❷ここをクリック

ここをクリック

ここをクリック

❶ここをクリック

❷ダブルクリック

1「エクスプローラー」を開く
タスクバーの「エクスプローラー」アイコンをクリックして「エクスプロー
ラー」を開く。

2ユーザーを選択する
左側のナビゲーションウィンドウで「ホームグループ」を選択し、ファイルをや
りとりするユーザーをダブルクリックする。

3ファイルをやりとりする
ホームグループユーザーの共有フォルダーが表示され、ファイルをやりとり
できるようになる。

❶ここをクリック

❷ここをクリック

「設定」→「デバイス」を開き、「プリンターとスキャナー」を選択して「プリン
ターまたはスキャナーを追加します」をクリックする。

ここをクリック

1「共有の詳細設定の変更」をクリック
コントロールパネルで「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共
有センター」をクリック。「共有の詳細設定の変更」をクリックする。

2「共有の詳細設定」画面が表示される
「共有の詳細設定」画面が表示され、共有の詳細設定を行なえる。

❷ここをクリック

❶利用するほうにチェックを入れる

❶「許可」を確認

ここをクリック

PRO

PRO

PRO

PRO

PRO PROHOME

HOME

HOME

HOME

HOME HOME

ホームグループで
利用可能なファイルの種類を変更

ホームグループのトラブルを解決する

ホームグループユーザーと
ファイルをやりとりする

ホームグループ接続の
利用設定をする

メディアストリーミングの共有を
有効にする

ホームグループで接続された
パソコンのプリンターを共有

　ホームグループで利用可能なファイルの種類はあとから変更す
ることもできる。「ホームグループ」の「ホームグループとの共有内
容の変更」をクリックして設定しよう。

　ホームグループにトラブルが起きた場合はトラブルシューティン
グツールを活用しよう。「ホームグループ」の「ホームグループのト
ラブルシューティングツールの開始」から実行可能だ。

　ホームグループユーザーとファイルをやりとりするには、エクスプ
ローラーを開いて「ホームグループ」からユーザーを選択して行な
う。

　ホームグループ接続の利用設定をするには、「ネットワークと共
有センター」から「共有の詳細設定」画面を開いて設定を行ない、
「変更の保存」をクリックする。

　メディアストリーミングの共有するには、コントロールパネルの
「ネットワークとインターネット」→「ホームグループ」→「TV、ゲー
ムコンソロールなど、～」をクリックして、共有を許可しよう。

　ホームグループで接続されたパソコンのプリンターは通常自動
的に追加されるが、自動追加されない場合は「プリンターとスキャ
ナー」から手動で追加しよう。
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共有フォルダーのプロパティを表示し、
「共有」→「詳細な共有」を選択。「詳細
な共有」画面で「このフォルダーを共有
する」のチェックをはずそう。

ここをクリック

1「プロパティ」をクリック
エクスプローラーで共有したいフォルダーを表示し、右クリックメニューから
「プロパティ」を選択する。

2チェックを入れる
プロパティ画面で「詳細な共有」をクリックし、「詳細な共有」画面で「このフォ
ルダーを共有する」のチェックを入れる。

❷チェックを入れる

❷ここをクリック

コントロールパネルから「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共
有センター」→「共有の詳細設定の変更」をクリック。利用したい暗号化の方
法にチェックを入れて、「変更の保存」をクリックする。

❶利用するほうにチェックを入れる

❷ここをクリック

コントロールパネルから「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共
有センター」→「共有の詳細設定の変更」をクリック。「パスワード保護共有を
有効にする」にチェックを入れて、「変更の保存」をクリックする。

❶チェックを入れる

コントロールパネルから「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共
有センター」→「共有の詳細設定の変更」をクリック。「ファイルとプリンター
の共有を有効にする」にチェックを入れて、「変更の保存」をクリックする。

❶チェックを入れる

コントロールパネルから「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共
有センター」→「共有の詳細設定の変更」をクリック。「共有を有効にして～」
にチェックを入れて、「変更の保存」をクリックする。

❶チェックを入れる

ここをクリック

1「共有の詳細設定の変更」をクリック
コントロールパネルで「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共
有センター」をクリック。「共有の詳細設定の変更」をクリックする。

2「共有の詳細設定」画面が表示される
「共有の詳細設定」画面が表示され、共有の詳細設定を行なえる。

コントロールパネル
の「ネットワークとイ
ンターネット」→「ネッ
トワークと共有セン
ター」を開いて「共有
の詳細設定の変更」
をクリック。「ネット
ワーク探索を有効に
する」にチェックを入
れて、「変更の保存」
をクリックする。

❶チェックを入れる

❷ここをクリック

❷ここをクリック

❷ここをクリック チェックをはずす

❶ここをクリック

PRO

PRO

PRO

PRO PRO

PRO

PRO PROHOME

HOME

HOME

HOME HOME

HOME

HOME HOME

共有の詳細設定画面を開く

ネットワーク探索を有効にする

共有の暗号化を変える

パブリックフォルダーの共有を
有効にする パスワード保護共有を有効にする

任意のフォルダーの共有を解除する

ファイルとプリンターの共有を
有効にする 任意のフォルダーを共有する

　共有の詳細設定画面を開くには、コントロールパネルから「ネッ
トワークと共有センター」を開き、「共有の詳細設定の変更」をク
リックする。

　ネットワーク探索を有効にするには、「共有の詳細設定」画面で
「ネットワーク探索を有効にする」にチェックを入れて「変更の保
存」をクリックする。

　共有の暗号化の方法を変えるには、「共有の詳細設定」画面で
利用したい暗号化の方法にチェックを入れて「変更の保存」をク
リックする。

　パブリックフォルダーの共有を有効にするには、「共有の詳細設
定」画面を開き、「共有を有効にして～」にチェックを入れて「変更
の保存」をクリックする。

　パスワード保護共有を有効にするには、「共有の詳細設定」画
面を開き、「パスワード保護共有を有効にする」にチェックを入れて
「変更の保存」をクリックする。

　共有設定したフォルダーの共有を解除するには、共有フォル
ダーの「詳細な共有」画面で「このフォルダーを共有する」のチェッ
クをはずす。

　ファイルとプリンターの共有を有効にするには、「共有の詳細設
定」画面で「ファイルとプリンターの共有を有効にする」にチェック
を入れて「変更の保存」をクリックする。

　任意のフォルダーを共有するには、共有したいフォルダーのプロ
パティを開き、「共有」→「詳細な共有」を選択。「詳細な共有」画
面で「このフォルダーを共有する」にチェックを入れよう。
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共有フォルダーのプロパティを表示し、
「共有」→「詳細な共有」を選択。「詳細
な共有」画面で「このフォルダーを共有
する」のチェックをはずそう。

ここをクリック

1「プロパティ」をクリック
エクスプローラーで共有したいフォルダーを表示し、右クリックメニューから
「プロパティ」を選択する。

2チェックを入れる
プロパティ画面で「詳細な共有」をクリックし、「詳細な共有」画面で「このフォ
ルダーを共有する」のチェックを入れる。

❷チェックを入れる

❷ここをクリック

コントロールパネルから「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共
有センター」→「共有の詳細設定の変更」をクリック。利用したい暗号化の方
法にチェックを入れて、「変更の保存」をクリックする。

❶利用するほうにチェックを入れる

❷ここをクリック

コントロールパネルから「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共
有センター」→「共有の詳細設定の変更」をクリック。「パスワード保護共有を
有効にする」にチェックを入れて、「変更の保存」をクリックする。

❶チェックを入れる

コントロールパネルから「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共
有センター」→「共有の詳細設定の変更」をクリック。「ファイルとプリンター
の共有を有効にする」にチェックを入れて、「変更の保存」をクリックする。

❶チェックを入れる

コントロールパネルから「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共
有センター」→「共有の詳細設定の変更」をクリック。「共有を有効にして～」
にチェックを入れて、「変更の保存」をクリックする。

❶チェックを入れる

ここをクリック

1「共有の詳細設定の変更」をクリック
コントロールパネルで「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共
有センター」をクリック。「共有の詳細設定の変更」をクリックする。

2「共有の詳細設定」画面が表示される
「共有の詳細設定」画面が表示され、共有の詳細設定を行なえる。

コントロールパネル
の「ネットワークとイ
ンターネット」→「ネッ
トワークと共有セン
ター」を開いて「共有
の詳細設定の変更」
をクリック。「ネット
ワーク探索を有効に
する」にチェックを入
れて、「変更の保存」
をクリックする。

❶チェックを入れる

❷ここをクリック

❷ここをクリック

❷ここをクリック チェックをはずす

❶ここをクリック

PRO

PRO

PRO

PRO PRO

PRO

PRO PROHOME

HOME

HOME

HOME HOME

HOME

HOME HOME

共有の詳細設定画面を開く

ネットワーク探索を有効にする

共有の暗号化を変える

パブリックフォルダーの共有を
有効にする パスワード保護共有を有効にする

任意のフォルダーの共有を解除する

ファイルとプリンターの共有を
有効にする 任意のフォルダーを共有する

　共有の詳細設定画面を開くには、コントロールパネルから「ネッ
トワークと共有センター」を開き、「共有の詳細設定の変更」をク
リックする。

　ネットワーク探索を有効にするには、「共有の詳細設定」画面で
「ネットワーク探索を有効にする」にチェックを入れて「変更の保
存」をクリックする。

　共有の暗号化の方法を変えるには、「共有の詳細設定」画面で
利用したい暗号化の方法にチェックを入れて「変更の保存」をク
リックする。

　パブリックフォルダーの共有を有効にするには、「共有の詳細設
定」画面を開き、「共有を有効にして～」にチェックを入れて「変更
の保存」をクリックする。

　パスワード保護共有を有効にするには、「共有の詳細設定」画
面を開き、「パスワード保護共有を有効にする」にチェックを入れて
「変更の保存」をクリックする。

　共有設定したフォルダーの共有を解除するには、共有フォル
ダーの「詳細な共有」画面で「このフォルダーを共有する」のチェッ
クをはずす。

　ファイルとプリンターの共有を有効にするには、「共有の詳細設
定」画面で「ファイルとプリンターの共有を有効にする」にチェック
を入れて「変更の保存」をクリックする。

　任意のフォルダーを共有するには、共有したいフォルダーのプロ
パティを開き、「共有」→「詳細な共有」を選択。「詳細な共有」画
面で「このフォルダーを共有する」にチェックを入れよう。
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1エクスプローラーを起動して「PC」を表示
「エクスプローラー」を起動して「PC」をクリックする。

2
プロパティを表示
共有するDVDなど
の光学ドライブを右
クリックして、「プロ
パティ」をクリックす
る。

3  
「詳細な共有」をクリック
「共有」タブの「詳細な共有」をクリッ
クする。

4  
「このフォルダーを 
共有する」に 
チェックを入れる
「このフォルダーを共有する」
にチェックを入れて「適用」をク
リックする。

❷ここをクリック

ここをクリック

ここをクリック

「コントロールパネル」から「ネットワークと共有センター」→「アダプターの
設定の変更」を選択。共有するネットワークを右クリックして「プロパティ」を
選択し、「共有」タブの「～接続を許可する」にチェックを入れる。

チェックを入れる
1ショートカットを作成する
エクスプローラーを開き、ナビゲーションウィンドウで「ネットワーク」をク
リック。ショートカットを作成したいコンピューターの右クリックメニューから
「ショートカットの作成」をクリックする。

1「ネットワークドライブの割り当て」をクリック
エクスプローラーで共有フォルダーを表示して右クリック。メニューから「ネッ
トワークドライブの割り当て」を選択する。

2ドライブ文字を設定
割り当てるドライブ文字を選択して、「完了」をクリックする。

エクスプローラーを
開き、左側のウィン
ドウから「PC」を選
択。「ネットワークの
場所」をクリックする
と、ネットワークドラ
イブが表示される。
各ドライブのアイコ
ンをダブルクリック
すればアクセス可能
だ。

エクスプローラーで
ネットワークドライ
ブを解除したい共有
フォルダーを選択。
「ネットワークドラ
イブの割り当て▼」
をクリックし、「ネット
ワークドライブの切
断」を選択する。

❶ここをクリック

❷ここをクリック

ここをクリック

❷ここをクリック

「エクスプローラー」を起動して「ネットワーク」をクリックすると、同じネット
ワーク内のパソコンやデバイスが表示される。各機器のアイコンをダブルク
リックすればアクセス可能だ。

ここをクリック

❷ここをクリック

❶ここをクリック

❷ここをクリック

❸ここをクリック

ここをクリック

❶チェックを入れる

2「はい」をクリック
確認メッセージが表示されるので、「はい」をクリックすると、デスクトップに
ネットワークコンピューターのショートカットが作成される。

ここをクリック

PRO PRO

PRO

PRO PRO

PRO PROHOME HOME

HOME

HOME HOME

HOME HOME

利用中のインターネット接続を
ほかのパソコンと共有する

ネットワークコンピューターの
ショートカットを作成する

ネットワーク内の
利用可能な接続機種を確認

ネットワークドライブにアクセス ネットワークドライブを解除する

光学ドライブを
ネットワークで共有する

共有フォルダーを
ネットワークドライブ化する

　複数のネットワークアダプターを搭載していれば、パソコンを
ルータ代わりに機能させて、ほかのパソコンとインターネット接続を
共有できる。共有するネットワークアダプターのプロパティからイン
ターネット接続の共有を許可しよう。

　ネットワークコンピューターのショートカットを作成するには、
ショートカットを作成したいコンピューターの右クリックメニューから
「ショートカットの作成」を選ぶ。

　同じネットワーク内のパソコンやほかのデバイスを表示するには、
「エクスプローラー」を起動して「ネットワーク」をクリック。これで
ネットワーク内のパソコンやデバイスがリストアップされる。

　ネットワークドライブにアクセスするには、エクスプローラーを開
いて左側のウィンドウから「PC」を選択し、「ネットワークの場所」を
クリックする。

　ネットワークドライブを解除するには、エクスプローラーでネット
ワークドライブを解除したいフォルダーを選択し、リボンから「ネット
ワークドライブの切断」を選択する。

　光学ドライブのプロパティで共有設定を有効にすれば、同じネッ
トワークに接続したほかのパソコンでそのドライブを利用すること
ができる。

　共有フォルダーをネットワークドライブ化するには、エクスプロー
ラーで共有フォルダーを表示し、右クリックメニューから「ネットワー
クドライブの割り当て」を選択する。
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1エクスプローラーを起動して「PC」を表示
「エクスプローラー」を起動して「PC」をクリックする。

2
プロパティを表示
共有するDVDなど
の光学ドライブを右
クリックして、「プロ
パティ」をクリックす
る。

3  
「詳細な共有」をクリック
「共有」タブの「詳細な共有」をクリッ
クする。

4  
「このフォルダーを 
共有する」に 
チェックを入れる
「このフォルダーを共有する」
にチェックを入れて「適用」をク
リックする。

❷ここをクリック

ここをクリック

ここをクリック

「コントロールパネル」から「ネットワークと共有センター」→「アダプターの
設定の変更」を選択。共有するネットワークを右クリックして「プロパティ」を
選択し、「共有」タブの「～接続を許可する」にチェックを入れる。

チェックを入れる
1ショートカットを作成する
エクスプローラーを開き、ナビゲーションウィンドウで「ネットワーク」をク
リック。ショートカットを作成したいコンピューターの右クリックメニューから
「ショートカットの作成」をクリックする。

1「ネットワークドライブの割り当て」をクリック
エクスプローラーで共有フォルダーを表示して右クリック。メニューから「ネッ
トワークドライブの割り当て」を選択する。

2ドライブ文字を設定
割り当てるドライブ文字を選択して、「完了」をクリックする。

エクスプローラーを
開き、左側のウィン
ドウから「PC」を選
択。「ネットワークの
場所」をクリックする
と、ネットワークドラ
イブが表示される。
各ドライブのアイコ
ンをダブルクリック
すればアクセス可能
だ。

エクスプローラーで
ネットワークドライ
ブを解除したい共有
フォルダーを選択。
「ネットワークドラ
イブの割り当て▼」
をクリックし、「ネット
ワークドライブの切
断」を選択する。

❶ここをクリック

❷ここをクリック

ここをクリック

❷ここをクリック

「エクスプローラー」を起動して「ネットワーク」をクリックすると、同じネット
ワーク内のパソコンやデバイスが表示される。各機器のアイコンをダブルク
リックすればアクセス可能だ。

ここをクリック

❷ここをクリック

❶ここをクリック

❷ここをクリック

❸ここをクリック

ここをクリック

❶チェックを入れる

2「はい」をクリック
確認メッセージが表示されるので、「はい」をクリックすると、デスクトップに
ネットワークコンピューターのショートカットが作成される。

ここをクリック

PRO PRO

PRO

PRO PRO

PRO PROHOME HOME

HOME

HOME HOME

HOME HOME

利用中のインターネット接続を
ほかのパソコンと共有する

ネットワークコンピューターの
ショートカットを作成する

ネットワーク内の
利用可能な接続機種を確認

ネットワークドライブにアクセス ネットワークドライブを解除する

光学ドライブを
ネットワークで共有する

共有フォルダーを
ネットワークドライブ化する

　複数のネットワークアダプターを搭載していれば、パソコンを
ルータ代わりに機能させて、ほかのパソコンとインターネット接続を
共有できる。共有するネットワークアダプターのプロパティからイン
ターネット接続の共有を許可しよう。

　ネットワークコンピューターのショートカットを作成するには、
ショートカットを作成したいコンピューターの右クリックメニューから
「ショートカットの作成」を選ぶ。

　同じネットワーク内のパソコンやほかのデバイスを表示するには、
「エクスプローラー」を起動して「ネットワーク」をクリック。これで
ネットワーク内のパソコンやデバイスがリストアップされる。

　ネットワークドライブにアクセスするには、エクスプローラーを開
いて左側のウィンドウから「PC」を選択し、「ネットワークの場所」を
クリックする。

　ネットワークドライブを解除するには、エクスプローラーでネット
ワークドライブを解除したいフォルダーを選択し、リボンから「ネット
ワークドライブの切断」を選択する。

　光学ドライブのプロパティで共有設定を有効にすれば、同じネッ
トワークに接続したほかのパソコンでそのドライブを利用すること
ができる。

　共有フォルダーをネットワークドライブ化するには、エクスプロー
ラーで共有フォルダーを表示し、右クリックメニューから「ネットワー
クドライブの割り当て」を選択する。
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1アイコンをクリック
エクスプローラーを開き、「ネットワークドライブの割り当て▼」の上のアイコ
ンを選択する。

2「参照」をクリック
ドライブ文字を選択したら、「参照」をクリックする。

1エクスプローラーを起動して「PC」をクリック
「エクスプローラー」を起動して「PC」をクリックする。

2
プロパティを 
表示
共有するHDDドラ
イブを右クリックし
て、「プロパティ」をク
リックする。

3  
「詳細な共有」をクリック
「共有」タブの「詳細な共有」をクリッ
クする。

❷ここをクリック

ここをクリック

ここをクリック

ここをクリック

❶ドライブ文字を選択

3  
フォルダーを選択
ネットワークドライブにするフォ
ルダーを選択して「OK」をク
リックする。

4「完了」をクリック
「完了」をクリックすれば、設定は完了だ。

ここをクリック

❶フォルダーを選択

❷ここをクリック

❷ここをクリック

ここをクリック

4  
「このフォルダーを 
共有する」に 
チェックを入れる
「このフォルダーを共有する」
にチェックを入れて「適用」をク
リックする。

❶チェックを入れる

PRO PROHOME HOME

HDDドライブ自体を
ネットワークで共有する

ネットワークドライブを
手動で設定する

　HDDドライブ自体をネットワークで共有するには、エクスプロー
ラーで共有したいドライブを表示し、右クリックメニューから共有の
設定を行なう。

　ネットワークドライブは手動で設定することもできる。エクスプ
ローラーでドライブを選択して「ネットワークドライブの割り当て」を
クリックし、ドライブ文字やドライブの場所を設定しよう。
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PROHOME

Windows Defenderを起動する

　「Windows Defender」は、標準搭載のセキュリティソフト。ウイ
ルスやスパイウェアなど、悪意のあるソフトウェアからパソコンを守
ることができる。

0522

PROHOME

ウイルスやスパイウェアの
定義ファイルを手動で更新する

　最新のウイルスやスパイウェアに対抗するためにも「定義ファイ
ル」は常に最新にしておきたい。通常は定義ファイルは自動で更新
されるが、手動で更新することも可能だ。「更新」タブの「更新」ボ
タンをクリックすると、インターネットから最新の定義ファイルを取
得できるので、定義ファイルを更新しておこう。

0523

PROHOME

ウイルスやスパイウェアを
手動でチェックする

　Windows Defenderは常に監視をしているが、必要に応じて手
動でウイルスやスパイウェアをスキャンすることもできる。パソコン
の挙動が怪しいと感じたときはすぐにスキャンをしてみよう。

0524

PROHOME

セキュリティ問題やサンプルの
送信を止める

　Windows Defenderの初期状態では、セキュリティ問題に関す
る情報やマルウェアのサンプルをMicrosoftに送信するように設
定されている。ネットワーク回線が遅いなどの理由でこれらの送信
を止めたい場合はWindows Defenderの設定を変更しておこう。
なお、これらの設定も管理者アカウントでしか変更できない。

0528

PROHOME

検出されたウイルスやスパイウェアを
排除する

　パソコン内をスキャンして、脅威と判断されるものが検出される
と、スキャン結果に表示される。脅威が見つかった場合はすぐに対
処しよう。

0525

　Windows Defenderは基本的にリアルタイムで脅威を監視し
ている。しかし、パソコンに負担がかかって動作が重いという場合
は、監視を無効にしておくとよい。ただし、一定時間が経過するとリ
アルタイム監視は自動的に再開される。なお、この設定は管理者
アカウントでしか変更できないので注意しよう。

PROHOME

Windows Defenderの
監視を停止させる

0527

「すべてのアプリ」→「Windows Defender」をクリックして起動する。なお、
パソコンの起動と同時に「Windows Defender」による監視は開始されて
いる。

「設定」の「更新とセキュリティ」→「Windows Defender」で「クラウドベー
スの保護」と「サンプルの送信」を「オフ」にする。

「設定」の「更新とセキュリティ」→「Windows Defender」で「リアルタイム
保護」のチェックをはずせば監視を停止することができる。

Windows Defenderを起動して「更新」タブを開き、「更新」ボタンをクリッ
クすると、定義ファイルを更新できる。

❶ここをクリック

❷ここをクリック

❷「オフ」にする

❶ここをクリック

1スキャン方法を選択
「Windows Defender」を起動し、スキャン方法を選択して「今すぐスキャ
ン」をクリックする。

❶ここをクリック

❸ここをクリック

❷オプションを選択

スキャンで脅威が見つかると、スキャン結果に表示される。「PCのクリーン
アップ」をクリックすると、脅威は削除される。また、「詳細を表示する」をク
リックすると、脅威の詳細が表示され、対処方法を選択可能だ。

操作を選択

脅威を削除

詳細を表示

ここをクリック

2スキャン開始
スキャンが開始され、進捗状況が表示される。スキャンが終了するまでしばら
く待とう。なお、「スキャンを取り消す」をクリックすると、スキャンを中止する
ことができる。

スキャンの進捗状況が
表示される

ここをクリックして
スキャンを中止

3スキャンが完了する
スキャンが完了すると、スキャン結果が表示される。「～脅威は検出されませ
んでした。」と表示されていれば問題ない。安心してパソコンを利用できる。
脅威が検出された場合は、画面の指示にしたがって問題を解決していこう。

　「履歴」タブでは、これまでに検出した脅威とその対処履歴を確
認できる。どのようなものが脅威と判定されたのかをチェックして、
同じものを入手しないように心がけよう。

PROHOME

脅威の検出履歴を確認する

0526

「履歴」タブで表示内容を選択し、「詳細の表示」をクリックすると、各項目の
詳細を確認できる。

❶ここをクリック

❷表示内容を選択

❸ここをクリック

「オフ」にする
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PROHOME

Windows Defenderを起動する

　「Windows Defender」は、標準搭載のセキュリティソフト。ウイ
ルスやスパイウェアなど、悪意のあるソフトウェアからパソコンを守
ることができる。

0522

PROHOME

ウイルスやスパイウェアの
定義ファイルを手動で更新する

　最新のウイルスやスパイウェアに対抗するためにも「定義ファイ
ル」は常に最新にしておきたい。通常は定義ファイルは自動で更新
されるが、手動で更新することも可能だ。「更新」タブの「更新」ボ
タンをクリックすると、インターネットから最新の定義ファイルを取
得できるので、定義ファイルを更新しておこう。

0523

PROHOME

ウイルスやスパイウェアを
手動でチェックする

　Windows Defenderは常に監視をしているが、必要に応じて手
動でウイルスやスパイウェアをスキャンすることもできる。パソコン
の挙動が怪しいと感じたときはすぐにスキャンをしてみよう。

0524

PROHOME

セキュリティ問題やサンプルの
送信を止める

　Windows Defenderの初期状態では、セキュリティ問題に関す
る情報やマルウェアのサンプルをMicrosoftに送信するように設
定されている。ネットワーク回線が遅いなどの理由でこれらの送信
を止めたい場合はWindows Defenderの設定を変更しておこう。
なお、これらの設定も管理者アカウントでしか変更できない。

0528

PROHOME

検出されたウイルスやスパイウェアを
排除する

　パソコン内をスキャンして、脅威と判断されるものが検出される
と、スキャン結果に表示される。脅威が見つかった場合はすぐに対
処しよう。

0525

　Windows Defenderは基本的にリアルタイムで脅威を監視し
ている。しかし、パソコンに負担がかかって動作が重いという場合
は、監視を無効にしておくとよい。ただし、一定時間が経過するとリ
アルタイム監視は自動的に再開される。なお、この設定は管理者
アカウントでしか変更できないので注意しよう。

PROHOME

Windows Defenderの
監視を停止させる

0527

「すべてのアプリ」→「Windows Defender」をクリックして起動する。なお、
パソコンの起動と同時に「Windows Defender」による監視は開始されて
いる。

「設定」の「更新とセキュリティ」→「Windows Defender」で「クラウドベー
スの保護」と「サンプルの送信」を「オフ」にする。

「設定」の「更新とセキュリティ」→「Windows Defender」で「リアルタイム
保護」のチェックをはずせば監視を停止することができる。

Windows Defenderを起動して「更新」タブを開き、「更新」ボタンをクリッ
クすると、定義ファイルを更新できる。

❶ここをクリック

❷ここをクリック

❷「オフ」にする

❶ここをクリック

1スキャン方法を選択
「Windows Defender」を起動し、スキャン方法を選択して「今すぐスキャ
ン」をクリックする。

❶ここをクリック

❸ここをクリック

❷オプションを選択

スキャンで脅威が見つかると、スキャン結果に表示される。「PCのクリーン
アップ」をクリックすると、脅威は削除される。また、「詳細を表示する」をク
リックすると、脅威の詳細が表示され、対処方法を選択可能だ。

操作を選択

脅威を削除

詳細を表示

ここをクリック

2スキャン開始
スキャンが開始され、進捗状況が表示される。スキャンが終了するまでしばら
く待とう。なお、「スキャンを取り消す」をクリックすると、スキャンを中止する
ことができる。

スキャンの進捗状況が
表示される

ここをクリックして
スキャンを中止

3スキャンが完了する
スキャンが完了すると、スキャン結果が表示される。「～脅威は検出されませ
んでした。」と表示されていれば問題ない。安心してパソコンを利用できる。
脅威が検出された場合は、画面の指示にしたがって問題を解決していこう。

　「履歴」タブでは、これまでに検出した脅威とその対処履歴を確
認できる。どのようなものが脅威と判定されたのかをチェックして、
同じものを入手しないように心がけよう。

PROHOME

脅威の検出履歴を確認する

0526

「履歴」タブで表示内容を選択し、「詳細の表示」をクリックすると、各項目の
詳細を確認できる。

❶ここをクリック

❷表示内容を選択

❸ここをクリック

「オフ」にする
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　Windows Defenderの初期状態では、パソコン内のすべての
ファイルとフォルダーのスキャンが行なわれるが、特定の種類の
ファイルをスキャンから除外することもできる。なお、この設定は管
理者権限が必要になるので注意しよう。

　特定のファイルやフォルダーを指定してスキャンから除外するこ
とも可能だ。ここで指定したファイルやフォルダーは、以降スキャン
しなくなるため、スキャンの高速化が期待できる。ただし、チェックを
しない分セキュリティレベルは下がってしまうので、安全という確証
があるファイルやフォルダーだけ除外するようにしよう。なお、この
設定は管理者権限が必要になる。

PROHOME

特定の種類のファイルをスキャンから
除外する

0529 PROHOME

特定のファイルやフォルダーを
スキャンから除外する

0530

　Windows Defenderはファイルやフォルダー、拡張子だけでな
く、プロセスを除外することも可能。アプリケーションの実行ファイ
ルのプロセスを除外しておけば、そのアプリケーションに関連付け
られたすべてのファイルをまとめてスキャンから除外することができ
る。なお、この設定は管理者権限が必要になる。

PROHOME

間連付けられたすべてのファイルを
除外する

0531

　「ファイアウォール」とは、外部からの不正アクセスや攻撃を防
ぐ機能のこと。 Windows10には簡易的ながら「ファイアウォール」
機能が備わっている。通常は有効化されているため、起動やセット
アップは不要だが、念のために有効になっているか確認しよう。

　公共のネットワーク利用時は「Windowsファイアウォール」を
有効化にして、家庭などの安心なネットワークでのみ無効化する
といった設定もできる。逆に家庭などで有効にして、公共のネット
ワークを無効にすることも可能だが、需要はあまりないだろう。

PROHOME

ファイアウォールの状態を確認する

0532 PROHOME

ファイアウォールで
保護するネットワークを選ぶ

0534

　セキュリティソフトなどを導入したことによって「Windowsファイ
アウォール」が不要になった場合は無効化することができる。「Wi
ndowsファイアウォール」→「Windowsファイアウォールの有効化
または無効化」をクリックして設定を行なおう。

　ユーザーに不利益が生じる恐れのあるソフトウェアからのネット
ワーク通信は、「Windowsファイアウォール」によって警告され、通
信遮断されることがある。安心して使えるソフトウェアだとわかって
いる場合は、そのソフトウェアだけを許可することができる。

PROHOME

ファイアウォール機能を無効にする

0533 PROHOME

ファイアウォールで
特定のプログラムを許可する

0535

「プライベートネットワーク」と「パブリックネットワーク」両方の「Windows
ファイアウォールを無効にする」にチェックを入れると、完全に無効化するこ
とができる。

チェックを入れる

「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「Windowsファイア
ウォール」をクリックすると、ファイアウォールが有効になっているかどうかを
確認できる。

「設定」→「更新とセキュリティ」→「Windows Defender」→「除外の追加」
をクリック。「除外の追加」画面で、「ファイルを除外する」、もしくは「フォル
ダーを除外する」をクリックして、ファイルやフォルダーを指定しよう。

「設定」→「更新とセキュリティ」→「Windows Defender」→「除外の追加」
をクリック。「除外の追加」画面で、「.exe、.com、または.scr プロセスを除外
します」をクリックして、除外するプロセスを指定しよう。

ここをクリックして
ファイルやフォルダーを指定

ここをクリックして
除外するプロセスを指定

3拡張子を登録
スキャンから除外したいファイル拡張子を入力して「OK」をクリックすれば、
設定は完了だ。

1「除外の追加」をクリック
「設定」→「更新とセキュリティ」→「Windows Defender」をクリックし、「除
外の追加」をクリックする。

❷ここをクリック

❶ここをクリック

2「ファイル拡張子を除外する」をクリック
「除外の追加」画面で、「ファイルの種類」欄の「ファイル拡張子を除外する」
をクリックする。

ここをクリック

「Windowsファイアウォール」→「Windowsファイアウォールの有効化また
は無効化」をクリックして、「プライベートネットワーク」のみを無効化にする。

警告が表示されたら「アクセスを許可する」をクリックする。安全性が十分に
確認できないまま、安易に許可することは避けよう。

チェックを入れる

ここをクリック
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　Windows Defenderの初期状態では、パソコン内のすべての
ファイルとフォルダーのスキャンが行なわれるが、特定の種類の
ファイルをスキャンから除外することもできる。なお、この設定は管
理者権限が必要になるので注意しよう。

　特定のファイルやフォルダーを指定してスキャンから除外するこ
とも可能だ。ここで指定したファイルやフォルダーは、以降スキャン
しなくなるため、スキャンの高速化が期待できる。ただし、チェックを
しない分セキュリティレベルは下がってしまうので、安全という確証
があるファイルやフォルダーだけ除外するようにしよう。なお、この
設定は管理者権限が必要になる。

PROHOME

特定の種類のファイルをスキャンから
除外する

0529 PROHOME

特定のファイルやフォルダーを
スキャンから除外する

0530

　Windows Defenderはファイルやフォルダー、拡張子だけでな
く、プロセスを除外することも可能。アプリケーションの実行ファイ
ルのプロセスを除外しておけば、そのアプリケーションに関連付け
られたすべてのファイルをまとめてスキャンから除外することができ
る。なお、この設定は管理者権限が必要になる。

PROHOME

間連付けられたすべてのファイルを
除外する

0531

　「ファイアウォール」とは、外部からの不正アクセスや攻撃を防
ぐ機能のこと。 Windows10には簡易的ながら「ファイアウォール」
機能が備わっている。通常は有効化されているため、起動やセット
アップは不要だが、念のために有効になっているか確認しよう。

　公共のネットワーク利用時は「Windowsファイアウォール」を
有効化にして、家庭などの安心なネットワークでのみ無効化する
といった設定もできる。逆に家庭などで有効にして、公共のネット
ワークを無効にすることも可能だが、需要はあまりないだろう。

PROHOME

ファイアウォールの状態を確認する

0532 PROHOME

ファイアウォールで
保護するネットワークを選ぶ

0534

　セキュリティソフトなどを導入したことによって「Windowsファイ
アウォール」が不要になった場合は無効化することができる。「Wi
ndowsファイアウォール」→「Windowsファイアウォールの有効化
または無効化」をクリックして設定を行なおう。

　ユーザーに不利益が生じる恐れのあるソフトウェアからのネット
ワーク通信は、「Windowsファイアウォール」によって警告され、通
信遮断されることがある。安心して使えるソフトウェアだとわかって
いる場合は、そのソフトウェアだけを許可することができる。

PROHOME

ファイアウォール機能を無効にする

0533 PROHOME

ファイアウォールで
特定のプログラムを許可する

0535

「プライベートネットワーク」と「パブリックネットワーク」両方の「Windows
ファイアウォールを無効にする」にチェックを入れると、完全に無効化するこ
とができる。

チェックを入れる

「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「Windowsファイア
ウォール」をクリックすると、ファイアウォールが有効になっているかどうかを
確認できる。

「設定」→「更新とセキュリティ」→「Windows Defender」→「除外の追加」
をクリック。「除外の追加」画面で、「ファイルを除外する」、もしくは「フォル
ダーを除外する」をクリックして、ファイルやフォルダーを指定しよう。

「設定」→「更新とセキュリティ」→「Windows Defender」→「除外の追加」
をクリック。「除外の追加」画面で、「.exe、.com、または.scr プロセスを除外
します」をクリックして、除外するプロセスを指定しよう。

ここをクリックして
ファイルやフォルダーを指定

ここをクリックして
除外するプロセスを指定

3拡張子を登録
スキャンから除外したいファイル拡張子を入力して「OK」をクリックすれば、
設定は完了だ。

1「除外の追加」をクリック
「設定」→「更新とセキュリティ」→「Windows Defender」をクリックし、「除
外の追加」をクリックする。

❷ここをクリック

❶ここをクリック

2「ファイル拡張子を除外する」をクリック
「除外の追加」画面で、「ファイルの種類」欄の「ファイル拡張子を除外する」
をクリックする。

ここをクリック

「Windowsファイアウォール」→「Windowsファイアウォールの有効化また
は無効化」をクリックして、「プライベートネットワーク」のみを無効化にする。

警告が表示されたら「アクセスを許可する」をクリックする。安全性が十分に
確認できないまま、安易に許可することは避けよう。

チェックを入れる

ここをクリック
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　ネットワーク接続を必要とするソフトウェアに、あらかじめアクセ
ス許可を与えておくこともできる。アクセスを許可しておけば、その
ソフトの起動時に警告を表示せずに利用できるようになる。

PROHOME

ファイアウォールを通るプログラムを
追加する

0536

　安全かわからないプログラムを誤って許可してしまった場合は、
すぐに登録を削除しよう。削除方法は「許可されたアプリ」画面
で、削除したいプログラムを選択し、「削除」をクリックする。なお、
どのプログラムを許可したかわからなくなってしまった場合は、「既
定値に戻す」を使って初期状態に戻したほうがよい。

PROHOME

許可したプログラムを
ファイアウォールから削除

0537

　ファイアウォールの設定を初期設定に戻すには、「Windows
ファイアウォール」の「既定値に戻す」をクリック。確認画面が表示
されたら、「既定値に戻す」をクリックする。ファイアウォールの設定
をしてみたものの、途中でわからなくなってしまったり不都合が生じ
た場合は初期状態に戻してみよう。

PROHOME

ファイアウォールの設定を
初期状態に戻す

0538

　「Windowsファイアウォール」設定画面から、ファイアウォール
で利用可能なポートの追加も可能だ。ポートを追加したいプログラ
ムのプロパティを開き、「プロトコルおよびポート」で設定しよう。

PROHOME

ファイアウォールで利用可能なポートを
追加する

0539

　特定のポートからの通信の許可・規制をする場合は「コントロー
ルパネル」→「システムとセキュリティ」→「Windowsファイア
ウォール」→「詳細設定」をクリック。「受信の規則」、または「送信
の規則」を開き、画面右側から「新しい規則」をクリックして設定を
行なおう。

PROHOME

使用するポート番号を設定する

0540

　Webサイトによっては危険性が含まれているものがある。そんな
危険を未然に防ぐために、セキュリティレベルを自分が求める度合
いに調整しておくとよい。海外サイトなどを閲覧する場合には「高」
をオススメする。

PROHOME

インターネットアクセスの
セキュリティレベルを調整

0541

1設定画面
「Windowsファイアウォール」→「Windowsファイアウォールを介したアプ
リまたは機能を許可」をクリックする。

ここをクリック

2アクセスを許可する
アクセスを許可したいアプリケーションにチェックを入れる。「プライベート」
や「パブリック」のみに許可を与えるといった設定も可能だ。なお、目的のアプ
リケーションが一覧にない場合は「別のアプリの許可」をクリックする。

一覧にない場合はここをクリック

❷許可するほうにだけに
チェックを入れる

❶許可するアプリケーションに
チェックを入れる

3別のアプリを許可
「別のアプリの許可」をクリックした場合は、許可するアプリケーションを選択
して「追加」をクリックする。

❷ここをクリック

❶アプリケーションを選択

「Windowsファイアウォール」画面の左にある「既定値に戻す」をクリック。
確認画面で「既定値に戻す」をクリックすると、設定がすべて削除されて初期
状態へ戻すことができる。

「Windowsファイアウォール」で「Windowsファイアウォールを介したアプ
リまたは機能を許可」をクリック。許可を取り消したいアプリケーションを選
択して、「削除」をクリックしよう。

ここをクリック

❷ここをクリック

❶アプリケーションを選択

3ポートの設定
「プロトコルおよび
ポート」タブを開き、
「プロトコルの種類」
で「TCP」か「UDP]を
選択。「ローカルポー
ト」と「リモートポート」
を「特定のポート」に変
更して、利用するポート
番号を入力しよう。

1設定画面
「Windowsファイアウォール」→「詳細設定」をクリックして、「受信の規則」
または「送信の規則」を選択する。

どちらかをクリック

2アプリケーションを選択
ポートを設定したいアプリケーションを右クリックし、「プロパティ」をクリック
する。

❷ここをクリック

❶右クリック

❶ここをクリック

❷「TCP」か「UDP]を選択

❸「特定のポート」に変更して
ポート番号を入力

設定はウィザード形式なので、画面の指示にしたがって設定を進めていこう。

「コントロールパネル」の「ネットワークとインターネット」→「インターネット
オプション」クリック。「セキュリティ」タブを開き、「このゾーンのセキュリティ
のレベル」で度合いを調整することができる。

❷レベルを調整する

❶ここをクリック
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　ネットワーク接続を必要とするソフトウェアに、あらかじめアクセ
ス許可を与えておくこともできる。アクセスを許可しておけば、その
ソフトの起動時に警告を表示せずに利用できるようになる。

PROHOME

ファイアウォールを通るプログラムを
追加する

0536

　安全かわからないプログラムを誤って許可してしまった場合は、
すぐに登録を削除しよう。削除方法は「許可されたアプリ」画面
で、削除したいプログラムを選択し、「削除」をクリックする。なお、
どのプログラムを許可したかわからなくなってしまった場合は、「既
定値に戻す」を使って初期状態に戻したほうがよい。

PROHOME

許可したプログラムを
ファイアウォールから削除

0537

　ファイアウォールの設定を初期設定に戻すには、「Windows
ファイアウォール」の「既定値に戻す」をクリック。確認画面が表示
されたら、「既定値に戻す」をクリックする。ファイアウォールの設定
をしてみたものの、途中でわからなくなってしまったり不都合が生じ
た場合は初期状態に戻してみよう。

PROHOME

ファイアウォールの設定を
初期状態に戻す

0538

　「Windowsファイアウォール」設定画面から、ファイアウォール
で利用可能なポートの追加も可能だ。ポートを追加したいプログラ
ムのプロパティを開き、「プロトコルおよびポート」で設定しよう。

PROHOME

ファイアウォールで利用可能なポートを
追加する

0539

　特定のポートからの通信の許可・規制をする場合は「コントロー
ルパネル」→「システムとセキュリティ」→「Windowsファイア
ウォール」→「詳細設定」をクリック。「受信の規則」、または「送信
の規則」を開き、画面右側から「新しい規則」をクリックして設定を
行なおう。

PROHOME

使用するポート番号を設定する

0540

　Webサイトによっては危険性が含まれているものがある。そんな
危険を未然に防ぐために、セキュリティレベルを自分が求める度合
いに調整しておくとよい。海外サイトなどを閲覧する場合には「高」
をオススメする。

PROHOME

インターネットアクセスの
セキュリティレベルを調整

0541

1設定画面
「Windowsファイアウォール」→「Windowsファイアウォールを介したアプ
リまたは機能を許可」をクリックする。

ここをクリック

2アクセスを許可する
アクセスを許可したいアプリケーションにチェックを入れる。「プライベート」
や「パブリック」のみに許可を与えるといった設定も可能だ。なお、目的のアプ
リケーションが一覧にない場合は「別のアプリの許可」をクリックする。

一覧にない場合はここをクリック

❷許可するほうにだけに
チェックを入れる

❶許可するアプリケーションに
チェックを入れる

3別のアプリを許可
「別のアプリの許可」をクリックした場合は、許可するアプリケーションを選択
して「追加」をクリックする。

❷ここをクリック

❶アプリケーションを選択

「Windowsファイアウォール」画面の左にある「既定値に戻す」をクリック。
確認画面で「既定値に戻す」をクリックすると、設定がすべて削除されて初期
状態へ戻すことができる。

「Windowsファイアウォール」で「Windowsファイアウォールを介したアプ
リまたは機能を許可」をクリック。許可を取り消したいアプリケーションを選
択して、「削除」をクリックしよう。

ここをクリック

❷ここをクリック

❶アプリケーションを選択

3ポートの設定
「プロトコルおよび
ポート」タブを開き、
「プロトコルの種類」
で「TCP」か「UDP]を
選択。「ローカルポー
ト」と「リモートポート」
を「特定のポート」に変
更して、利用するポート
番号を入力しよう。

1設定画面
「Windowsファイアウォール」→「詳細設定」をクリックして、「受信の規則」
または「送信の規則」を選択する。

どちらかをクリック

2アプリケーションを選択
ポートを設定したいアプリケーションを右クリックし、「プロパティ」をクリック
する。

❷ここをクリック

❶右クリック

❶ここをクリック

❷「TCP」か「UDP]を選択

❸「特定のポート」に変更して
ポート番号を入力

設定はウィザード形式なので、画面の指示にしたがって設定を進めていこう。

「コントロールパネル」の「ネットワークとインターネット」→「インターネット
オプション」クリック。「セキュリティ」タブを開き、「このゾーンのセキュリティ
のレベル」で度合いを調整することができる。

❷レベルを調整する

❶ここをクリック
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　「制限付きサイト」に登録することによって、そのサイトを高いセ
キュリティレベルで閲覧することができる。ウイルスやスパイウェア
のリスクを軽減するためにも、ポップアップ広告やソフトのダウン
ロードをしている素振りが見られたサイトは登録しておこう。

　閲覧しているWebサイトが信用できるのであれば、「信頼済み
サイト」に登録しよう。登録することによって、独自に「セキュリティ
レベル」の設定ができる。「インターネットオプション」の「セキュリ
ティ」タブを開き、「信頼済みサイト」をクリックして登録しよう。

　「Cookie」とはWebサイトへアクセスした際にパソコン内に一
時的なデータを書き込んでいくもの。訪問情報などを記録してくれ
る便利な機能だが、個人情報を流出させる危険なCookieも存在
する。Webサイトによって許可、またはブロックを使い分けることに
よって、安全にWebサイトを閲覧することができる。

　サイトにアクセスするたびにCookieを許可するかブロックするか
を選択することもできる。この設定を行なっておけば、初めて訪れ
るサイトや海外のサイトを閲覧するときも安心してアクセスするこ
とができるようになる。

PROHOME

「制限付きサイト」に登録して
アクセス時に安全度を高める

0542

PROHOME

接続先を「信頼済みサイト」に
登録する

0543

PROHOME

特定サイトのCookieを
許可、またはブロックする

0544

PROHOME

Cookieの許可／ブロックを
手動で設定する

0545

「インターネットオプション」→「セキュリティ」タブ→「制限付きサイト」→「サ
イト」をクリック。「制限付きサイト」画面でURLを入力して「追加」をクリック
すると登録が完了する。

❶URLを入力

❷ここをクリック

「インターネットオプション」→「セキュリティ」タブ→「信頼済みサイト」→「サ
イト」をクリック。URLを入力し、「このゾーンのサイトには～」のチェックをは
ずして「追加」をクリックしよう。

❷チェックを外す

「インターネットオプション」→「プライバシー」タブの「詳細設定」をクリック。
「ダイアログを表示する」にチェックを入れる。

❷チェックを入れる

「インターネットオプション」→「プライバシー」タブの「サイト」をクリック。
URLを入力して「ブロック」、または「許可」を選択する。

❶URLを入力

❶URLを入力

❷ここをクリック

❷どちらかをクリック
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　動画を楽しみたい場合には、「映画＆テレビ」アプリを利用する
と便利。「ライブラリ」の「ビデオ」フォルダーにある動画ファイルを
簡単に再生できる。

　Windows 10で音楽を楽しむには「Grooveミュージック」アプリ
を利用する。再生できるのは、「ライブラリ」の「ミュージック」フォル
ダーにある音楽ファイルだ。

　曲を再生すると、画面下部に再生コントロールパネルが表示さ
れる。曲のタイトルやアーティストの確認、シーク再生や曲のスキッ
プ、音量調整などの操作が行なえる。

　「映画＆テレビ」アプリでは、動画の購入やレンタルをすること
ができる。支払いは、Microsoftアカウントに登録したクレジットカー
ド、またはPayPalアカウントを利用して行なう。

　「再生リスト」は、お気に入りの音楽や特定のジャンルの曲だけ
を集めて、自分だけのアルバムを作成する機能だ。再生リストは複
数作成して、使い分けることができる。

　デジカメやスマホなどで撮影した動画をパソコンに取り込みた
い場合には、「フォト」アプリからインポートを実行しよう。取り込む
ための手順は、非常に簡単だ。

PROHOME

Windows 10で動画を再生する

0546 PROHOME

音楽ファイルを再生する

0549

PROHOME

再生中の曲をコントロールする

0550

PROHOME

カメラやスマホから
写真や動画を取り込む

0547

PROHOME

「映画＆テレビ」アプリで動画を
購入／レンタルする

0548 PROHOME

再生リストを作成して
好きな曲だけを再生する

0551

「スタート」メニューから「映画＆テレビ」をクリックして「映画＆テレビ」アプリ
を起動。「ビデオ」をクリックすると、「ビデオ」フォルダー内の動画の一覧が表
示される。再生したい動画をクリックしよう。

❷再生する動画をクリック

❶ここをクリック

❷機器名をクリック

1機器を選択
「スタート」メニューで「フォト」をクリックして起動。写真を取り込む機器を接
続した状態で「インポート」をクリックして、取り込み元のカメラを選択する。

ここをクリック
1ストアに移動する
新たに動画を購入、レンタルするには「映
画＆テレビ」を起動して、画面左下の「購
入を続ける」をクリックしてストアに移動
する。

目的の映画もしくは
テレビ番組をクリック

2映画を探す
「ストア」アプリが起動して、「映画とテレビ」が表示される。目的の映画、もし
くはテレビ番組を選択しよう。

❷視聴方法を選択

❶画質や字幕を選択

3視聴方法の選択
作品を選ぶと、解説が表示される。画質や字幕を選択し、「～で購入」、または

「～でレンタルする」で視聴方式を選択する。

支払い方法を選択

4購入の完了
ストリーミングかダウンロードかを選択。支払い方法を選択して購入を完了
する。

クリックして
取り込み開始

2インポート開始
読み込みが完了し、確認のダイアログが表示されたら「インポート」をクリッ
クすると写真や動画のインポートが開始される。

2曲を再生
アルバム全体、または好みの曲だけを選択することができる。

曲を選択し、ここをクリックすると
対象の曲が再生される

クリックすると、
アルバム全体を再生

1新しい再生リストを作成
Grooveミュージックで「新しい再生リスト」をクリックする。

クリックして新しい再生リストを作成

2リスト名を入力
「この再生リストに名前をつける」のテキストボックスに、再生リスト名を入力
する。

❷ここをクリック

❶再生リスト名を入力

1アルバムを選択
「スタート」メニューから「Grooveミュージック」をクリックして起動すると、
「ミュージック」フォルダーにある曲がアルバム単位で表示される。

❷再生したいアルバムを選択

❶表示形式を変更

3曲をリストに追加
再生リストに曲を追加するには、対象を選択し、「追加先」のメニューで追加
先のアルバムを選ぶ。

❷追加先の再生リストを選択

❶ここをクリック

音楽のコントロールパネルのほか、タイトルやアーティスト名などといった再
生情報も表示される。

曲の再生をコントロールする

❶ここをクリック
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　動画を楽しみたい場合には、「映画＆テレビ」アプリを利用する
と便利。「ライブラリ」の「ビデオ」フォルダーにある動画ファイルを
簡単に再生できる。

　Windows 10で音楽を楽しむには「Grooveミュージック」アプリ
を利用する。再生できるのは、「ライブラリ」の「ミュージック」フォル
ダーにある音楽ファイルだ。

　曲を再生すると、画面下部に再生コントロールパネルが表示さ
れる。曲のタイトルやアーティストの確認、シーク再生や曲のスキッ
プ、音量調整などの操作が行なえる。

　「映画＆テレビ」アプリでは、動画の購入やレンタルをすること
ができる。支払いは、Microsoftアカウントに登録したクレジットカー
ド、またはPayPalアカウントを利用して行なう。

　「再生リスト」は、お気に入りの音楽や特定のジャンルの曲だけ
を集めて、自分だけのアルバムを作成する機能だ。再生リストは複
数作成して、使い分けることができる。

　デジカメやスマホなどで撮影した動画をパソコンに取り込みた
い場合には、「フォト」アプリからインポートを実行しよう。取り込む
ための手順は、非常に簡単だ。

PROHOME

Windows 10で動画を再生する

0546 PROHOME

音楽ファイルを再生する

0549

PROHOME

再生中の曲をコントロールする

0550

PROHOME

カメラやスマホから
写真や動画を取り込む

0547

PROHOME

「映画＆テレビ」アプリで動画を
購入／レンタルする

0548 PROHOME

再生リストを作成して
好きな曲だけを再生する

0551

「スタート」メニューから「映画＆テレビ」をクリックして「映画＆テレビ」アプリ
を起動。「ビデオ」をクリックすると、「ビデオ」フォルダー内の動画の一覧が表
示される。再生したい動画をクリックしよう。

❷再生する動画をクリック

❶ここをクリック

❷機器名をクリック

1機器を選択
「スタート」メニューで「フォト」をクリックして起動。写真を取り込む機器を接
続した状態で「インポート」をクリックして、取り込み元のカメラを選択する。

ここをクリック
1ストアに移動する
新たに動画を購入、レンタルするには「映
画＆テレビ」を起動して、画面左下の「購
入を続ける」をクリックしてストアに移動
する。

目的の映画もしくは
テレビ番組をクリック

2映画を探す
「ストア」アプリが起動して、「映画とテレビ」が表示される。目的の映画、もし
くはテレビ番組を選択しよう。

❷視聴方法を選択

❶画質や字幕を選択

3視聴方法の選択
作品を選ぶと、解説が表示される。画質や字幕を選択し、「～で購入」、または

「～でレンタルする」で視聴方式を選択する。

支払い方法を選択

4購入の完了
ストリーミングかダウンロードかを選択。支払い方法を選択して購入を完了
する。

クリックして
取り込み開始

2インポート開始
読み込みが完了し、確認のダイアログが表示されたら「インポート」をクリッ
クすると写真や動画のインポートが開始される。

2曲を再生
アルバム全体、または好みの曲だけを選択することができる。

曲を選択し、ここをクリックすると
対象の曲が再生される

クリックすると、
アルバム全体を再生

1新しい再生リストを作成
Grooveミュージックで「新しい再生リスト」をクリックする。

クリックして新しい再生リストを作成

2リスト名を入力
「この再生リストに名前をつける」のテキストボックスに、再生リスト名を入力
する。

❷ここをクリック

❶再生リスト名を入力

1アルバムを選択
「スタート」メニューから「Grooveミュージック」をクリックして起動すると、
「ミュージック」フォルダーにある曲がアルバム単位で表示される。

❷再生したいアルバムを選択

❶表示形式を変更

3曲をリストに追加
再生リストに曲を追加するには、対象を選択し、「追加先」のメニューで追加
先のアルバムを選ぶ。

❷追加先の再生リストを選択

❶ここをクリック

音楽のコントロールパネルのほか、タイトルやアーティスト名などといった再
生情報も表示される。

曲の再生をコントロールする

❶ここをクリック
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　音楽CDを取り込むためには、「Windows Media Player」
（WMP）を利用する。CDの再生画面からワンクリックで取り込め
るが、初回時のみは著作権に関する注意が表示される。

　取り込み形式や音質を毎回変更するのが面倒だという場合は、
標準の取り込み形式を変更してしまうとよい。「CDの取り込み」を
クリックするだけで、設定した形式で取り込めるようになる。

　Windows Media Playerで音楽CDを取り込む際には、音質
を変更できる。音質は、1秒あたりのデータ量を示すビットレート

「Kbps」で表現され、一般的に値が高いほうが高音質だ。

　Windows Media Playerの標準設定では、WMA形式で取り
込むようになっている。もし、手持ちの音楽プレーヤーがWMAに
対応していないなら、MP3などの形式で取り込もう。

　ライブラリに登録してある曲を再生するには、タイトルをダブルク
リックするか、聴きたい曲を選択し、再生ボタンをクリックすればよ
い。

　ライブラリには、ユーザーの「ミュージック」フォルダーとパブリッ
クの「ミュージック」フォルダーにある曲が表示される。しかし、別の
フォルダーにある曲やフォルダーを追加することも可能だ。

　画面左のナビゲーションウィンドウで「音楽」を選択すると、アル
バムごとに曲の一覧が表示される。音楽のサブメニューでは、その
表示形式を変更可能だ。

登録したい曲やフォルダーを、「ライブラリ」にドラッグ＆ドロップする。

PROHOME

Windows Media Playerで
音楽CDを取り込む

0552 PROHOME

標準の取り込み形式を変更する

0555

PROHOME

任意の曲やフォルダーを
ライブラリに追加する

0556

PROHOME

アーティストやアルバムごとに
表示して曲を管理する

0558

PROHOME

音楽CDの取り込み形式を
変更する

0553 PROHOME

ライブラリにある音楽を再生する

0557

PROHOME

音楽CDの取り込み音質を
変更する

0554

「取り込みの設定」→「音質」のメニューで、好みの音質（ビットレート）を選択
しよう。

❸音質を選択

❷ここをクリック

❶ここをクリック

CDを選択

1CDを選択する
「スタート」メニューの「すべてのアプリ」→「Windowsアクセサリ」→「Win
dows Media Player」をクリックして起動。音楽CDを挿入して認識された
ら、画面左のナビゲーションウィンドウでCDを選択しよう。

ここをクリック

2取り込みの開始
音楽CDの画面が表示されたら、ツールバーにある「CDの取り込み」ボタン
をクリックする。

❸形式を選択

❷ここをクリック

❶ここをクリック

音楽CDの画面を表示し、「取り込みの設定」ボタンをクリック。「形式」メ
ニューで「MP3」を選択すれば設定の変更は完了だ。選択できるおもな形式
は、「WMA」「MP3」「WAV」になっている。

❶コピーを防止するか
どうかを設定する

❷チェックを入れる

❸クリックして
取り込みを開始

3著作権の設定
取り込んだ音楽ファイルにコピー防止プロテクトをかけるかを設定する。次
に、チェックボックスにチェックを入れ、著作権に関する注意事項に同意して

「OK」ボタンをクリックすると、取り込みが開始される。

音楽を再生するには、対象となる曲をダブルクリックするか、曲を選択して再
生ボタンをクリックする。

再生したい曲をダブルクリック

曲を選択して
ここをクリックしてもOK

2 � �
設定を変更する

「音楽の取り込み」タブの「形式」
メニューで、取り込み時の音声形
式を選択する。

❷取り込み形式を設定

❶ここをクリック

1アーティストを選択した場合
ライブラリに登録されているアーティストの一覧が表示される。ダブルクリッ
クすると、そのアーティストの曲がアルバムごとに表示される。

❶ここをクリック

2アルバムを選択した場合
ライブラリに登録されているアルバムの一覧が表示される。ダブルクリック
すると、その収録曲が表示される。

❶ここをクリック

ドラッグ＆ドロップ

1設定画面を表示
画面左のナビゲーションウィンドウで音楽CDを選択し、「取り込みの設定」メ
ニューで「その他のオプション」を選択する。

❶ここをクリック

❷ここをクリック

❷ダブルクリックで
アルバムごとに曲が表示

❷ダブルクリックで
収録曲が表示
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（WMP）を利用する。CDの再生画面からワンクリックで取り込め
るが、初回時のみは著作権に関する注意が表示される。

　取り込み形式や音質を毎回変更するのが面倒だという場合は、
標準の取り込み形式を変更してしまうとよい。「CDの取り込み」を
クリックするだけで、設定した形式で取り込めるようになる。

　Windows Media Playerで音楽CDを取り込む際には、音質
を変更できる。音質は、1秒あたりのデータ量を示すビットレート

「Kbps」で表現され、一般的に値が高いほうが高音質だ。
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込むようになっている。もし、手持ちの音楽プレーヤーがWMAに
対応していないなら、MP3などの形式で取り込もう。
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　ライブラリには、ユーザーの「ミュージック」フォルダーとパブリッ
クの「ミュージック」フォルダーにある曲が表示される。しかし、別の
フォルダーにある曲やフォルダーを追加することも可能だ。

　画面左のナビゲーションウィンドウで「音楽」を選択すると、アル
バムごとに曲の一覧が表示される。音楽のサブメニューでは、その
表示形式を変更可能だ。
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しよう。
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1CDを選択する
「スタート」メニューの「すべてのアプリ」→「Windowsアクセサリ」→「Win
dows Media Player」をクリックして起動。音楽CDを挿入して認識された
ら、画面左のナビゲーションウィンドウでCDを選択しよう。

ここをクリック

2取り込みの開始
音楽CDの画面が表示されたら、ツールバーにある「CDの取り込み」ボタン
をクリックする。

❸形式を選択

❷ここをクリック

❶ここをクリック

音楽CDの画面を表示し、「取り込みの設定」ボタンをクリック。「形式」メ
ニューで「MP3」を選択すれば設定の変更は完了だ。選択できるおもな形式
は、「WMA」「MP3」「WAV」になっている。

❶コピーを防止するか
どうかを設定する

❷チェックを入れる

❸クリックして
取り込みを開始

3著作権の設定
取り込んだ音楽ファイルにコピー防止プロテクトをかけるかを設定する。次
に、チェックボックスにチェックを入れ、著作権に関する注意事項に同意して

「OK」ボタンをクリックすると、取り込みが開始される。

音楽を再生するには、対象となる曲をダブルクリックするか、曲を選択して再
生ボタンをクリックする。

再生したい曲をダブルクリック

曲を選択して
ここをクリックしてもOK

2 � �
設定を変更する

「音楽の取り込み」タブの「形式」
メニューで、取り込み時の音声形
式を選択する。

❷取り込み形式を設定

❶ここをクリック

1アーティストを選択した場合
ライブラリに登録されているアーティストの一覧が表示される。ダブルクリッ
クすると、そのアーティストの曲がアルバムごとに表示される。

❶ここをクリック

2アルバムを選択した場合
ライブラリに登録されているアルバムの一覧が表示される。ダブルクリック
すると、その収録曲が表示される。

❶ここをクリック

ドラッグ＆ドロップ

1設定画面を表示
画面左のナビゲーションウィンドウで音楽CDを選択し、「取り込みの設定」メ
ニューで「その他のオプション」を選択する。

❶ここをクリック

❷ここをクリック

❷ダブルクリックで
アルバムごとに曲が表示

❷ダブルクリックで
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　WMPに取り込んだ音楽が増えていくと、聴きたい曲を探すのが
大変になってしまう。そのような場合には、キーワードによる検索機
能を利用すると便利だ。

　アルバムのデータに誤りがある場合には、アルバムの情報を更
新する。すべてのアルバムに対応しているわけではないが、正しい
情報に更新されるはずだ。

　アルバムのジャケット画像（アルバムアート）は、手動で貼り付け
可能だ。そのためには、事前にジャケットの画像をクリップボードに
コピーしておこう。

　WMPでは、インターネット上のデータベースから、ライブラリに
登録した曲のアルバム情報を検索し、アーティスト名やジャンルな
どの情報を表示することができる。

　プレイビューには、アルバムアートが表示されている。そのほか
にも、サイケデリックな幾何学模様や、曲調に合わせて変化する
バーなど、多彩な視覚エフェクトを楽しめる。

　ライブラリの基本画面では、アルバムのジャケット画像ととも
に、曲のタイトルやアーティスト、作曲者などが表示される。より詳
細な情報を確認したい場合は表示形式を変更すればよい。

　WMPを快適に操作するには、ウィンドウを大きく広げる必要が
ある。ほかの操作の邪魔になるようなら、コンパクトなサイズのプレ
イビューに切り替えよう。

　WMPには、さまざまな視覚エフェクトが標準で用意されている。
さらに、Microsoftのウェブサイトからダウンロードして、視覚エフェ
クトを追加することも可能だ。

❶キーワードを入力

❷検索結果が表示される

ライブラリ画面右上の検索ボックスにキーワードを入力すると、それに合致
する曲が表示される。

❷ここをクリック

❶アルバムを選択して右クリック

ジャケット画像をクリップボードにコピーした状態で、アルバムアート部分を
右クリックして「アルバムアートの貼り付け」をクリックする。

PROHOME

キーワードで曲を検索する

0559 PROHOME

アルバム情報を更新する

0563

PROHOME

アルバムの画像を手動で設定

0562

PROHOME

ライブラリで詳細情報を確認する

0560

PROHOME

コンパクトなプレイビューを表示する

0564 PROHOME

視覚エフェクトを追加する

0566

PROHOME

アルバム情報をインターネットで
検索する

0561 PROHOME

プレイビューに視覚エフェクトを表示

0565

❷ここをクリック

❶ここをクリック

❷ここをクリック

❶アルバムを選択して右クリック

1情報を検索
情報を検索するアルバムの画像を右クリックし、「アルバム情報の検索」をク
リックする。

2詳細をチェック
アルバムの情報が検索される。検索結果をクリックすると、その情報を反映
できる。

ツールバーにあるメニューから、「詳細」をクリック。アルバムのジャケット画
像が非表示になり、ジャンルやリリース年など、詳細な情報が表示されるよう
になる。

2 � �
切り替えの完了
プレイビューが表示される。標準
状態では、アルバムアートが表
示される。

クリックすると、
ライブラリの画面に戻る

ドラッグして、
サイズを変更可能

ここで曲を操作

アルバムのジャケット画像を右クリックし、「アルバム情報の更新」を選択す
る。

ここをクリック

1プレイビューを表示
プレイビューに切り替えるには、画面右下の「プレイビューに切り替え」ボタン
をクリックする。

ここをクリック

2エフェクトを追加する
ブラウザが起動して、視覚エフェクトの配布ページが表示される。追加したい
エフェクトを選択して「ダウンロード」をクリックすればよい。

好みのエフェクトを選択し、
「ダウンロード」をクリック

視覚エフェクトを切り替えるには、プレイビューを右クリックし、「視覚エフェク
ト」メニューから好みのものを選択する。

❶右クリック

❷ここをクリック ❸視覚エフェクト
を選択

1 � �
ウェブサイトを表示
プレイビューを右クリックし
て、「視覚エフェクトのダウン
ロード」を選択すると、視覚
エフェクトの配布ページが表
示される。

❷ここをクリック

❸ここをクリック

❶右クリック
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　WMPに取り込んだ音楽が増えていくと、聴きたい曲を探すのが
大変になってしまう。そのような場合には、キーワードによる検索機
能を利用すると便利だ。

　アルバムのデータに誤りがある場合には、アルバムの情報を更
新する。すべてのアルバムに対応しているわけではないが、正しい
情報に更新されるはずだ。

　アルバムのジャケット画像（アルバムアート）は、手動で貼り付け
可能だ。そのためには、事前にジャケットの画像をクリップボードに
コピーしておこう。

　WMPでは、インターネット上のデータベースから、ライブラリに
登録した曲のアルバム情報を検索し、アーティスト名やジャンルな
どの情報を表示することができる。

　プレイビューには、アルバムアートが表示されている。そのほか
にも、サイケデリックな幾何学模様や、曲調に合わせて変化する
バーなど、多彩な視覚エフェクトを楽しめる。

　ライブラリの基本画面では、アルバムのジャケット画像ととも
に、曲のタイトルやアーティスト、作曲者などが表示される。より詳
細な情報を確認したい場合は表示形式を変更すればよい。

　WMPを快適に操作するには、ウィンドウを大きく広げる必要が
ある。ほかの操作の邪魔になるようなら、コンパクトなサイズのプレ
イビューに切り替えよう。

　WMPには、さまざまな視覚エフェクトが標準で用意されている。
さらに、Microsoftのウェブサイトからダウンロードして、視覚エフェ
クトを追加することも可能だ。

❶キーワードを入力

❷検索結果が表示される

ライブラリ画面右上の検索ボックスにキーワードを入力すると、それに合致
する曲が表示される。

❷ここをクリック

❶アルバムを選択して右クリック

ジャケット画像をクリップボードにコピーした状態で、アルバムアート部分を
右クリックして「アルバムアートの貼り付け」をクリックする。
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できる。

ツールバーにあるメニューから、「詳細」をクリック。アルバムのジャケット画
像が非表示になり、ジャンルやリリース年など、詳細な情報が表示されるよう
になる。

2 � �
切り替えの完了
プレイビューが表示される。標準
状態では、アルバムアートが表
示される。

クリックすると、
ライブラリの画面に戻る

ドラッグして、
サイズを変更可能

ここで曲を操作

アルバムのジャケット画像を右クリックし、「アルバム情報の更新」を選択す
る。

ここをクリック

1プレイビューを表示
プレイビューに切り替えるには、画面右下の「プレイビューに切り替え」ボタン
をクリックする。

ここをクリック

2エフェクトを追加する
ブラウザが起動して、視覚エフェクトの配布ページが表示される。追加したい
エフェクトを選択して「ダウンロード」をクリックすればよい。

好みのエフェクトを選択し、
「ダウンロード」をクリック

視覚エフェクトを切り替えるには、プレイビューを右クリックし、「視覚エフェク
ト」メニューから好みのものを選択する。

❶右クリック

❷ここをクリック ❸視覚エフェクト
を選択

1 � �
ウェブサイトを表示
プレイビューを右クリックし
て、「視覚エフェクトのダウン
ロード」を選択すると、視覚
エフェクトの配布ページが表
示される。

❷ここをクリック
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❶右クリック
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　「プレイリスト」とは、気に入った曲やジャンルの似ている曲を登
録し、擬似的なアルバムを作成できる機能だ。プレイリストは、ツー
ルバーから簡単に作ることができる。

　プレイリストを作成したら、ライブラリからプレイリストに曲をド
ラッグ＆ドロップして登録していこう。もちろん、アーティストやジャ
ンルなどの垣根を越えて混在させることも可能だ。

 　「自動プレイリスト」とは、アーティストや再生数、自動評価、自
分の評価など、指定した条件に応じて、自動で曲をリスト化してく
れる機能だ。

PROHOME

プレイリストを作成する

0571

PROHOME

プレイリストに曲を登録する

0572

PROHOME

自動プレイリストを作成する

0573

ドラッグ＆ドロップ

1曲を登録する
ライブラリから曲を作成したプレイリストにドラッグ＆ドロップしよう。

ここをクリック

2曲の内容を確認
「プレイリスト」でリ作成したプレイストを選択すると、登録した曲の一覧が表
示される。

「Alt」キーを押すと
表示される

❷ここをクリック

❶ここをクリック

　WMPの初期設定では、画面の表示や再生に関する細かい操
作を行なえるメニューバーが非表示になっている。これを常に表示
するには、「整理」メニューで設定を変更しよう。または、「Ctrl」キー
と「M」キーを同時に押してもメニューバーの表示は可能だ。

　ライブラリの表示や視覚エフェクトの管理など、WMPに関する
詳細な設定は、「オプション」画面で行なえる。この画面は、「整
理」メニューから呼び出しが可能だ。

　詳細な設定を行なえるメニューバーは便利だが、ライブラリの画
面を狭くしてしまうというデメリットもある。メニューバーを使う機会
があまり多くないという場合は、非表示設定のままにしておいたほ
うがよい。キーボードで簡単に表示できるので、必要なときのみ、
表示するほうが便利に使えるだろう。

　WMPは、再生回数に応じて、曲を五つ星で自動評価する。一
方、再生する頻度は高くないが、気に入っている曲がある場合に
は、手動で評価をするとよいだろう。

❷名前を入力

❶ここをクリック

プレイリストを作成するには「プレイリストの作成」ボタンをクリックし、リスト
に名前を付ければよい。

WMPを起動している際に「Alt」キーを押すと、メニューバーが一時的に表
示される。

「整理」メニューの「オプション」
を選択すると、オプション画面
が表示される。

PROHOME

メニューバーを表示する

0567 PROHOME

オプション画面を表示する

0569

PROHOME

メニューバーを一時的に表示する

0568 PROHOME

曲のお気に入り度を評価する

0570

　画面左のナビゲーションウィンドウにある「プレイリスト」を選択
すると、作成したプレイリストの一覧が表示される。リストをダブルク
リックすれば、登録した曲が再生される。

PROHOME

プレイリストを再生・管理する

0574

星マークをクリック

1 � �
曲を評価する
曲の評価は、ライブラ
リ画面の「評価」欄で
行なう。

ここをクリック

2 � �
評価の活用方法
ライブラリの「評価」を
クリックして並び替えれ
ば、同じ評価の曲を連続
再生できる。

曲を再生するにはリストをダブルクリックする。選択して「Delete」キーを押
せば、リストを削除できる。

❷ダブルクリックして再生

2 � �
リストを作成
自動プレイリストにリス
ト名を入力し、条件を
設定していこう。

❷ここをクリックして条件を設定

❶リスト名を入力

1設定画面の表示
「プレイリストの作成」で「▼」をクリックし、「自動プレイリストの作成」をク
リックする。

❶ここをクリック

❷ここをクリック

メニューバーを表示するには、「整理」メニュー→「レイアウト」→「メニュー
バーの表示」を選択すればよい。同じ操作を再度、行なうことでメニューバー
を非表示にできる。

❷ここをクリック

❶ここをクリック

❸ここをクリック

❶ここをクリック
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　「プレイリスト」とは、気に入った曲やジャンルの似ている曲を登
録し、擬似的なアルバムを作成できる機能だ。プレイリストは、ツー
ルバーから簡単に作ることができる。

　プレイリストを作成したら、ライブラリからプレイリストに曲をド
ラッグ＆ドロップして登録していこう。もちろん、アーティストやジャ
ンルなどの垣根を越えて混在させることも可能だ。

 　「自動プレイリスト」とは、アーティストや再生数、自動評価、自
分の評価など、指定した条件に応じて、自動で曲をリスト化してく
れる機能だ。
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1曲を登録する
ライブラリから曲を作成したプレイリストにドラッグ＆ドロップしよう。

ここをクリック

2曲の内容を確認
「プレイリスト」でリ作成したプレイストを選択すると、登録した曲の一覧が表
示される。

「Alt」キーを押すと
表示される

❷ここをクリック

❶ここをクリック

　WMPの初期設定では、画面の表示や再生に関する細かい操
作を行なえるメニューバーが非表示になっている。これを常に表示
するには、「整理」メニューで設定を変更しよう。または、「Ctrl」キー
と「M」キーを同時に押してもメニューバーの表示は可能だ。

　ライブラリの表示や視覚エフェクトの管理など、WMPに関する
詳細な設定は、「オプション」画面で行なえる。この画面は、「整
理」メニューから呼び出しが可能だ。

　詳細な設定を行なえるメニューバーは便利だが、ライブラリの画
面を狭くしてしまうというデメリットもある。メニューバーを使う機会
があまり多くないという場合は、非表示設定のままにしておいたほ
うがよい。キーボードで簡単に表示できるので、必要なときのみ、
表示するほうが便利に使えるだろう。

　WMPは、再生回数に応じて、曲を五つ星で自動評価する。一
方、再生する頻度は高くないが、気に入っている曲がある場合に
は、手動で評価をするとよいだろう。

❷名前を入力

❶ここをクリック

プレイリストを作成するには「プレイリストの作成」ボタンをクリックし、リスト
に名前を付ければよい。

WMPを起動している際に「Alt」キーを押すと、メニューバーが一時的に表
示される。

「整理」メニューの「オプション」
を選択すると、オプション画面
が表示される。

PROHOME

メニューバーを表示する

0567 PROHOME

オプション画面を表示する

0569

PROHOME

メニューバーを一時的に表示する

0568 PROHOME

曲のお気に入り度を評価する

0570

　画面左のナビゲーションウィンドウにある「プレイリスト」を選択
すると、作成したプレイリストの一覧が表示される。リストをダブルク
リックすれば、登録した曲が再生される。

PROHOME

プレイリストを再生・管理する

0574

星マークをクリック

1 � �
曲を評価する
曲の評価は、ライブラ
リ画面の「評価」欄で
行なう。

ここをクリック

2 � �
評価の活用方法
ライブラリの「評価」を
クリックして並び替えれ
ば、同じ評価の曲を連続
再生できる。

曲を再生するにはリストをダブルクリックする。選択して「Delete」キーを押
せば、リストを削除できる。

❷ダブルクリックして再生

2 � �
リストを作成
自動プレイリストにリス
ト名を入力し、条件を
設定していこう。

❷ここをクリックして条件を設定

❶リスト名を入力

1設定画面の表示
「プレイリストの作成」で「▼」をクリックし、「自動プレイリストの作成」をク
リックする。

❶ここをクリック

❷ここをクリック

メニューバーを表示するには、「整理」メニュー→「レイアウト」→「メニュー
バーの表示」を選択すればよい。同じ操作を再度、行なうことでメニューバー
を非表示にできる。

❷ここをクリック

❶ここをクリック

❸ここをクリック

❶ここをクリック
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　プレイリストを作成して、別々のアルバムに収録されている曲を
再生していると、タイトルごとに音量が大きく異なる場合がある。そ
れを防ぐには、音量を自動調整すればよい。

　WMPで動画を再生すると、元の動画ファイルの解像度で映像
が表示される。映像のサイズは、ウィンドウの大きさを調整するなど
して変更が可能だ。

　画面左のナビゲーションウィンドウで「ビデオ」を選ぶと、「ライ
ブラリ」の「ビデオ」フォルダーにある動画ファイルが一覧表示され
る。ダブルクリックで再生可能だ。

 　「グラフィックイコライザー」を利用すれば、曲のジャンルに合わ
せて、音質や音の響かせかたを調整できる。音にこだわりのある人
は、ぜひ活用しよう。

　映像によっては、画面が暗すぎたり、色がきれいに出ていなかっ
たりすることもある。そのような場合には、明るさやコントラストの調
整機能を利用するとよいだろう。

　WMPで再生できる音楽や動画の形式は、再生するのに必要な
ファイル（コーデック）がインストールされているもののみ。導入済
みのコーデックはヘルプで確認可能だ。

ファイルをダブルクリックすると、画面がライブビューに切り替わり、動画が
再生される。

PROHOME

再生時の音量を自動調整する

0575 PROHOME

映像の再生サイズを変更する

0579PROHOME

WMPで動画を再生する

0577

PROHOME

曲のジャンルに合わせて
音質を変更する

0576 PROHOME

映像の色合いや明るさを調節する

0580PROHOME

再生できるファイルの種類を確認する

0578

プレイビューの右クリックメニューの「拡張設定」→「グラフィックイコライ
ザー」をクリック。再生中の曲のジャンルを選択しよう。

曲のジャンルを選択

❷ダブルクリックして再生

ここをクリック

1 �
「バージョン�
情報」を表示
メニューバー（テクニック
0567参照）で、「ヘルプ」
→「バージョン情報」を選
択する。「バージョン情報」
で、「テクニカルサポート
情報」をクリックする。

❷ここをクリック
❶右クリックして
ここをクリック 1 �

設定画面を表示
WMPをプレイビューに切り替え
て（テクニック0564参照）、右
クリックメニュー→「拡張設定」→

「クロスフェードと音量の自動調
整」を選択する。

2 �
コーデックを確認
ブラウザが起動し、サ
ポ ート 情 報 が 表 示 さ
れる。そのなかにある

「 オ ー ディオコー デッ
ク」と「ビデオコーデッ
ク」で導入済みのコー
デックを確認可能だ。

ここをクリック

2自動調整を有効に
「自動音量調整をオンにする」をクリックする。

動画再生中に右クリックして「拡張設定」→「ビデオ設定」を選択。「ビデオ設
定」が表示されたら、映像の設定を行おう。

❶ここをクリック

❷ここをクリック

ウィンドウの大きさを変えると、それに合わせて映像のサイズも変更される。
映像のサイズが変更されない場合は右クリックメニューの「ビデオ」→「サ
イズ変更時にビデオのサイズを～」にチェックを入れよう。なお、画面右下の

「全画面表示」ボタンをクリックすると、ディスプレイいっぱいに映像を表示
することができる。

ドラッグして、
ウィンドウサイズを変更

クリックして全画面表示

❶ここをクリック

　Windows 10のWMPでは、DVDの再生ができない。しかし、
アップデート前に「Windows Media Center」をインストールして
いた場合は「Windows DVD プレイヤー」が提供されているはず
なので、そちらを利用すればよい。

PROHOME

DVDを再生する

0581

1「Windows�DVD�プレイヤー」を起動
パソコンにDVDをセットして、「スタート」メニューから「Windows DVD プ
レイヤー」をクリックする。

ここをクリック

2ディスクの読み込み
「Windows DVD プレイヤー」が起動して、ディスクの読み込みが開始され
る。

3再生開始
DVDの再生が開始される。画面下部のコントローラーで再生をコントロー
ルできる。全画面表示も可能だ。
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　プレイリストを作成して、別々のアルバムに収録されている曲を
再生していると、タイトルごとに音量が大きく異なる場合がある。そ
れを防ぐには、音量を自動調整すればよい。

　WMPで動画を再生すると、元の動画ファイルの解像度で映像
が表示される。映像のサイズは、ウィンドウの大きさを調整するなど
して変更が可能だ。

　画面左のナビゲーションウィンドウで「ビデオ」を選ぶと、「ライ
ブラリ」の「ビデオ」フォルダーにある動画ファイルが一覧表示され
る。ダブルクリックで再生可能だ。

 　「グラフィックイコライザー」を利用すれば、曲のジャンルに合わ
せて、音質や音の響かせかたを調整できる。音にこだわりのある人
は、ぜひ活用しよう。

　映像によっては、画面が暗すぎたり、色がきれいに出ていなかっ
たりすることもある。そのような場合には、明るさやコントラストの調
整機能を利用するとよいだろう。

　WMPで再生できる音楽や動画の形式は、再生するのに必要な
ファイル（コーデック）がインストールされているもののみ。導入済
みのコーデックはヘルプで確認可能だ。

ファイルをダブルクリックすると、画面がライブビューに切り替わり、動画が
再生される。

PROHOME

再生時の音量を自動調整する

0575 PROHOME

映像の再生サイズを変更する

0579PROHOME

WMPで動画を再生する

0577

PROHOME

曲のジャンルに合わせて
音質を変更する

0576 PROHOME

映像の色合いや明るさを調節する

0580PROHOME

再生できるファイルの種類を確認する

0578

プレイビューの右クリックメニューの「拡張設定」→「グラフィックイコライ
ザー」をクリック。再生中の曲のジャンルを選択しよう。

曲のジャンルを選択

❷ダブルクリックして再生

ここをクリック

1 �
「バージョン�
情報」を表示
メニューバー（テクニック
0567参照）で、「ヘルプ」
→「バージョン情報」を選
択する。「バージョン情報」
で、「テクニカルサポート
情報」をクリックする。

❷ここをクリック
❶右クリックして
ここをクリック 1 �

設定画面を表示
WMPをプレイビューに切り替え
て（テクニック0564参照）、右
クリックメニュー→「拡張設定」→

「クロスフェードと音量の自動調
整」を選択する。

2 �
コーデックを確認
ブラウザが起動し、サ
ポ ート 情 報 が 表 示 さ
れる。そのなかにある

「 オ ー ディオコー デッ
ク」と「ビデオコーデッ
ク」で導入済みのコー
デックを確認可能だ。

ここをクリック

2自動調整を有効に
「自動音量調整をオンにする」をクリックする。

動画再生中に右クリックして「拡張設定」→「ビデオ設定」を選択。「ビデオ設
定」が表示されたら、映像の設定を行おう。

❶ここをクリック

❷ここをクリック

ウィンドウの大きさを変えると、それに合わせて映像のサイズも変更される。
映像のサイズが変更されない場合は右クリックメニューの「ビデオ」→「サ
イズ変更時にビデオのサイズを～」にチェックを入れよう。なお、画面右下の

「全画面表示」ボタンをクリックすると、ディスプレイいっぱいに映像を表示
することができる。

ドラッグして、
ウィンドウサイズを変更

クリックして全画面表示

❶ここをクリック

　Windows 10のWMPでは、DVDの再生ができない。しかし、
アップデート前に「Windows Media Center」をインストールして
いた場合は「Windows DVD プレイヤー」が提供されているはず
なので、そちらを利用すればよい。

PROHOME

DVDを再生する

0581

1「Windows�DVD�プレイヤー」を起動
パソコンにDVDをセットして、「スタート」メニューから「Windows DVD プ
レイヤー」をクリックする。

ここをクリック

2ディスクの読み込み
「Windows DVD プレイヤー」が起動して、ディスクの読み込みが開始され
る。

3再生開始
DVDの再生が開始される。画面下部のコントローラーで再生をコントロー
ルできる。全画面表示も可能だ。
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❷ここをクリック

❶ここをクリック

　WMPでは、曲のファイルをCDに書き込んで、家電のCDプレー
ヤーなどで再生可能な音楽CDを作成できる。この機能を利用し
て、マイベストCDを作成しよう。

　音楽のファイルを、WMAやMP3などといった、音声ファイルとし
てバックアップしたい場合には、データ形式で書き込む必要がある
ので覚えておこう。

　WMPでは、音楽CDを作成するにあたって、すべての曲の音量
調節や、曲と曲の間のギャップの作成、書き込み速度などといった
設定を変更することができる。

　「ボリュームラベル」とは、CDやDVDをドライブに挿入した際に、
「コンピューター」に表示される名前のこと。WMPでもボリューム
ラベルを設定することが可能だ。

❷書き込む曲をドラッグ＆ドロップ

❸登録が完了したら、
クリックして書き込みを開始

❶ここをクリック

「書き込み」タブをクリックして、書き込みリストを表示し、CDに書き込みた
い曲をドラッグ＆ドロップして追加する。追加が完了したら空のCDをパソコン
にセットして、「書き込みの開始」をクリックする。

「書き込みオプション」ボタンをクリックし、「データCDまたはDVD」を選択す
る。

PROHOME

音楽ファイルから音楽CDを作成する

0582 PROHOME

音楽のファイルを
データ形式で書き込む

0584

PROHOME

書き込みに関連する設定を変更する

0583 PROHOME

ボリュームラベルを設定する

0585

❷ここをクリック

❶ここをクリック

1設定画面の表示
「書き込みオプション」ボタンをクリックし、「その他の書き込みオプション」を
選択する。

❷ここをクリック

❶ここをクリック

1ボリュームラベルを設定
「書き込みオプション」メニューで、「ディスク名の入力」を選択する。

2 � �
設定の変更
自分の好みに合うように書き込み速
度などの設定を変更する。

ボリュームラベル名を入力

2名前を付ける
ボリュームラベル名を入力しよう。

ここをクリック

❶同期したい曲をドラッグ＆ドロップ

❷クリックして同期を開始

　携帯音楽プレーヤーで聴きたい曲が決まっている場合には、そ
れらのみを同期してもよいだろう。「同期」リストに、同期したい曲を
ドラッグ＆ドロップすればよい。

　WMPでは、「ライブラリ」の「ピクチャ」フォルダーにある画像を
閲覧することができる。表示するためには、画面左のナビゲーショ
ンウィンドウで「画像」を選択すればよい。

　携帯音楽プレーヤーとライブラリの曲は自動で同期可能だ。た
だし、携帯音楽プレーヤーの全容量が4GB未満の場合や、容量
不足で保存しきれない場合は、この限りではない。

　WMPでは、インターネットラジオを聴くことができる。ジャズや
オールディーズなど、さまざまなジャンルのラジオを聴取可能だ。
選局は、Edgeで行なう。

ライブラリの中から同期したいアルバムや曲を選択して、「同期」リストにド
ラッグ＆ドロップする。「同期の開始」をクリックすると、携帯音楽プレーヤー
との同期が開始される。

ナビゲーションウィンドウ上にある「画像」をクリックすると、「ピクチャ」フォル
ダーに保存されている画像が表示される。

PROHOME

好みの曲だけを同期する

0587 PROHOME

画像ライブラリを表示する

0589

PROHOME

ライブラリの曲を携帯音楽
プレーヤーと同期する

0586 PROHOME

インターネットラジオを楽しもう

0588

❸ここをクリック

❷ここをクリック

❶ここをクリック

1設定画面を開く
「同期」ボタンをクリックし、「同期オプション」メニューで「同期の設定」を選
択する。

局を選択

1局を選ぶ
ブラウザで「Windows Media Guide」（http://www.windowsmedia.
com/radioui/Home.aspx）にアクセスし、聴きたいラジオ局の「聞く」をク
リックする。

❷ここをクリック❶名称を入力

2設定の完了
必要に応じて携帯音楽プレーヤーの名称を変更し、「完了」ボタンをクリック
すると、ライブラリの同期が始まる。

局名が表示される

2WMPで聴取
自動でWMPが起動し、選択したラジオ局の音声が再生される。
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❷ここをクリック

❶ここをクリック

　WMPでは、曲のファイルをCDに書き込んで、家電のCDプレー
ヤーなどで再生可能な音楽CDを作成できる。この機能を利用し
て、マイベストCDを作成しよう。

　音楽のファイルを、WMAやMP3などといった、音声ファイルとし
てバックアップしたい場合には、データ形式で書き込む必要がある
ので覚えておこう。

　WMPでは、音楽CDを作成するにあたって、すべての曲の音量
調節や、曲と曲の間のギャップの作成、書き込み速度などといった
設定を変更することができる。

　「ボリュームラベル」とは、CDやDVDをドライブに挿入した際に、
「コンピューター」に表示される名前のこと。WMPでもボリューム
ラベルを設定することが可能だ。

❷書き込む曲をドラッグ＆ドロップ

❸登録が完了したら、
クリックして書き込みを開始

❶ここをクリック

「書き込み」タブをクリックして、書き込みリストを表示し、CDに書き込みた
い曲をドラッグ＆ドロップして追加する。追加が完了したら空のCDをパソコン
にセットして、「書き込みの開始」をクリックする。

「書き込みオプション」ボタンをクリックし、「データCDまたはDVD」を選択す
る。

PROHOME

音楽ファイルから音楽CDを作成する

0582 PROHOME

音楽のファイルを
データ形式で書き込む

0584

PROHOME

書き込みに関連する設定を変更する

0583 PROHOME

ボリュームラベルを設定する

0585

❷ここをクリック

❶ここをクリック

1設定画面の表示
「書き込みオプション」ボタンをクリックし、「その他の書き込みオプション」を
選択する。

❷ここをクリック

❶ここをクリック

1ボリュームラベルを設定
「書き込みオプション」メニューで、「ディスク名の入力」を選択する。

2 � �
設定の変更
自分の好みに合うように書き込み速
度などの設定を変更する。

ボリュームラベル名を入力

2名前を付ける
ボリュームラベル名を入力しよう。

ここをクリック

❶同期したい曲をドラッグ＆ドロップ

❷クリックして同期を開始

　携帯音楽プレーヤーで聴きたい曲が決まっている場合には、そ
れらのみを同期してもよいだろう。「同期」リストに、同期したい曲を
ドラッグ＆ドロップすればよい。

　WMPでは、「ライブラリ」の「ピクチャ」フォルダーにある画像を
閲覧することができる。表示するためには、画面左のナビゲーショ
ンウィンドウで「画像」を選択すればよい。

　携帯音楽プレーヤーとライブラリの曲は自動で同期可能だ。た
だし、携帯音楽プレーヤーの全容量が4GB未満の場合や、容量
不足で保存しきれない場合は、この限りではない。

　WMPでは、インターネットラジオを聴くことができる。ジャズや
オールディーズなど、さまざまなジャンルのラジオを聴取可能だ。
選局は、Edgeで行なう。

ライブラリの中から同期したいアルバムや曲を選択して、「同期」リストにド
ラッグ＆ドロップする。「同期の開始」をクリックすると、携帯音楽プレーヤー
との同期が開始される。

ナビゲーションウィンドウ上にある「画像」をクリックすると、「ピクチャ」フォル
ダーに保存されている画像が表示される。

PROHOME

好みの曲だけを同期する

0587 PROHOME

画像ライブラリを表示する

0589

PROHOME

ライブラリの曲を携帯音楽
プレーヤーと同期する

0586 PROHOME

インターネットラジオを楽しもう

0588

❸ここをクリック

❷ここをクリック

❶ここをクリック

1設定画面を開く
「同期」ボタンをクリックし、「同期オプション」メニューで「同期の設定」を選
択する。

局を選択

1局を選ぶ
ブラウザで「Windows Media Guide」（http://www.windowsmedia.
com/radioui/Home.aspx）にアクセスし、聴きたいラジオ局の「聞く」をク
リックする。

❷ここをクリック❶名称を入力

2設定の完了
必要に応じて携帯音楽プレーヤーの名称を変更し、「完了」ボタンをクリック
すると、ライブラリの同期が始まる。

局名が表示される

2WMPで聴取
自動でWMPが起動し、選択したラジオ局の音声が再生される。
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　Windows 10のWMPでは、音楽や動画、画像を共有し、ネット
ワーク上にあるパソコンなどで、それらのファイルを楽しむことがで
きる。設定手順はシンプルなので安心しよう。

　WMPは、インターネットを経由して、音楽や動画を公開するこ
とが可能だ。それらを公開するには、ユーザーアカウントとオンライ
ンIDが紐づけられている必要がある。手っ取り早いのが、アカウン

トをMicrosoftアカウントとして登録（テクニック0045参照）するこ
と。再生側のWMPでも、同じMicrosoftアカウントのオンラインID
として結び付ければ設定は完了だ。

 　「リモート制御」とは、自分のパソコンのライブラリにある曲を、
ネットワーク上にある別のパソコンで再生することをいう。この機能
を利用するには、制御設定を有効にしよう。

　ネットワーク上にある別のパソコンでWMPの共有設定が有効
になっている場合、そのパソコンにある音楽や動画などをWindo
ws 10のWMPで再生することができる。

　WMPでは自分のパソコンにある音楽を別のパソコンにストリー
ミング配信することもできる。「デバイス キャスト」で配信先のパソ
コンを選択するだけで簡単にストリーミング配信が可能だ。

❷ここをクリック

❶ここをクリック

ツールバーにある「ストリーム」メニューで、「プレーヤーのリモート制御を許
可」を選択する。

再生したい音楽や動画を
フォルダーの中から選択

ネットワーク上で共有されているWMPのライブラリは、「その他のライブラ
リ」に表示される。

PROHOME

音楽や動画を共有する

0590 PROHOME

WMPのライブラリにインターネット経由でアクセスする

0594PROHOME

リモート制御を許可する

0592

PROHOME

ほかのパソコンの
ライブラリにアクセス

0591

PROHOME

ほかのパソコンに音楽を
ストリーミング配信する

0593

❶右クリックしてここをクリック

❷ここをクリック

1 � �
ストリーミング� �
配信を開始
ストリーミング配信し
たい曲を右クリックし、

「デバイス キャスト」
メニューで対象とな
るパソコンを選択す
る。

❷ここをクリック

❶ここをクリック

1 � �
設定画面を表示
メディア ストリー
ミングの共有を有
効 にして お き（ テ
クニック0501参
照）ツールバーにあ
る「ストリーム」メ
ニューで、「デバイ
スでのメディア再生
を自動的に許可」を
選択する。

❷ここをクリック

❶ここをクリック

2 � �
リストを� �
ストリーミング配信
リストに登録している
曲をストリーミング配
信することもできる。

「デバイス キャスト」
メニューで対象となる
パソコンを選択する。

2共有を許可する
「すべてのコンピューターとメディアデバイスを自動的に許可する」をクリッ
ク。共有メディアの設定画面が表示された場合は、設定しよう。

6ライブラリを再生
「その他のライブラリ」で、自分のパソコンのWMPのライブラリに別のパソ
コンのWMPからアクセスできるようになる。

4アクセスを許可
「ホームメディアへのインターネットアクセスを許可」をクリックする。Micro
softアカウントを登録している場合、こちらもWMPでの設定は完了だ。

ここをクリック

5アクセス許可の確認
ホームメディアへのインターネットアクセス許可が完了したことに関する確
認画面が表示されるので、「OK」をクリックする。なお、オンラインIDのリンク
が必要な場合には、インターネットアクセスの許可の前に、オンラインIDのリ
ンクの操作を行なっておくこと。

ここをクリック

2アクセスを許可
確認画面が表示されたら「ホームメディアへのインターネットアクセスを許
可」をクリックする。Microsoftアカウントを登録している場合、これで自分
のパソコン側の操作はすべて完了だ。

ここをクリック

3別のパソコンのWMPの操作
ここからはすべて別のパソコン（再生側）での操作となる。「ストリーム」メ
ニューで、「ホームメディアへのインターネットアクセスを許可」をクリックす
る。なお、インターネット経由でライブラリにアクセスできるのは、Windows 
Media Player12のみなので注意しよう。

❷ここをクリック

❶ここをクリック

1自分のパソコンの設定
ここでは、自分のパソコンのWMPに対して、別のパソコンのWMPからアク
セスする。自分のパソコンのWMPを起動して「ストリーム」メニューの「ホー
ムメディアへのインターネットアクセスを許可」をクリックする。

❷ここをクリック

❶ここをクリック

ここをクリック
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　Windows 10のWMPでは、音楽や動画、画像を共有し、ネット
ワーク上にあるパソコンなどで、それらのファイルを楽しむことがで
きる。設定手順はシンプルなので安心しよう。

　WMPは、インターネットを経由して、音楽や動画を公開するこ
とが可能だ。それらを公開するには、ユーザーアカウントとオンライ
ンIDが紐づけられている必要がある。手っ取り早いのが、アカウン

トをMicrosoftアカウントとして登録（テクニック0045参照）するこ
と。再生側のWMPでも、同じMicrosoftアカウントのオンラインID
として結び付ければ設定は完了だ。

 　「リモート制御」とは、自分のパソコンのライブラリにある曲を、
ネットワーク上にある別のパソコンで再生することをいう。この機能
を利用するには、制御設定を有効にしよう。

　ネットワーク上にある別のパソコンでWMPの共有設定が有効
になっている場合、そのパソコンにある音楽や動画などをWindo
ws 10のWMPで再生することができる。

　WMPでは自分のパソコンにある音楽を別のパソコンにストリー
ミング配信することもできる。「デバイス キャスト」で配信先のパソ
コンを選択するだけで簡単にストリーミング配信が可能だ。

❷ここをクリック

❶ここをクリック

ツールバーにある「ストリーム」メニューで、「プレーヤーのリモート制御を許
可」を選択する。

再生したい音楽や動画を
フォルダーの中から選択

ネットワーク上で共有されているWMPのライブラリは、「その他のライブラ
リ」に表示される。

PROHOME

音楽や動画を共有する

0590 PROHOME

WMPのライブラリにインターネット経由でアクセスする

0594PROHOME

リモート制御を許可する

0592

PROHOME

ほかのパソコンの
ライブラリにアクセス

0591

PROHOME

ほかのパソコンに音楽を
ストリーミング配信する

0593

❶右クリックしてここをクリック

❷ここをクリック

1 � �
ストリーミング� �
配信を開始
ストリーミング配信し
たい曲を右クリックし、

「デバイス キャスト」
メニューで対象とな
るパソコンを選択す
る。

❷ここをクリック

❶ここをクリック

1 � �
設定画面を表示
メディア ストリー
ミングの共有を有
効 にして お き（ テ
クニック0501参
照）ツールバーにあ
る「ストリーム」メ
ニューで、「デバイ
スでのメディア再生
を自動的に許可」を
選択する。

❷ここをクリック

❶ここをクリック

2 � �
リストを� �
ストリーミング配信
リストに登録している
曲をストリーミング配
信することもできる。

「デバイス キャスト」
メニューで対象となる
パソコンを選択する。

2共有を許可する
「すべてのコンピューターとメディアデバイスを自動的に許可する」をクリッ
ク。共有メディアの設定画面が表示された場合は、設定しよう。

6ライブラリを再生
「その他のライブラリ」で、自分のパソコンのWMPのライブラリに別のパソ
コンのWMPからアクセスできるようになる。

4アクセスを許可
「ホームメディアへのインターネットアクセスを許可」をクリックする。Micro
softアカウントを登録している場合、こちらもWMPでの設定は完了だ。

ここをクリック

5アクセス許可の確認
ホームメディアへのインターネットアクセス許可が完了したことに関する確
認画面が表示されるので、「OK」をクリックする。なお、オンラインIDのリンク
が必要な場合には、インターネットアクセスの許可の前に、オンラインIDのリ
ンクの操作を行なっておくこと。

ここをクリック

2アクセスを許可
確認画面が表示されたら「ホームメディアへのインターネットアクセスを許
可」をクリックする。Microsoftアカウントを登録している場合、これで自分
のパソコン側の操作はすべて完了だ。

ここをクリック

3別のパソコンのWMPの操作
ここからはすべて別のパソコン（再生側）での操作となる。「ストリーム」メ
ニューで、「ホームメディアへのインターネットアクセスを許可」をクリックす
る。なお、インターネット経由でライブラリにアクセスできるのは、Windows 
Media Player12のみなので注意しよう。

❷ここをクリック

❶ここをクリック

1自分のパソコンの設定
ここでは、自分のパソコンのWMPに対して、別のパソコンのWMPからアク
セスする。自分のパソコンのWMPを起動して「ストリーム」メニューの「ホー
ムメディアへのインターネットアクセスを許可」をクリックする。

❷ここをクリック

❶ここをクリック

ここをクリック
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「非共有」にすると、
ほかの機器から
アクセスできなくなる

　WMPは、ネットワーク上でメディアファイルを共有するための規
格「DLNA」に対応している。メディアファイルを共有すると自動的
にDLNAは有効になるが、念のため設定を確認しておこう。

　WMPの見た目に飽きてしまったら、インターフェイスを変更して
みよう。「スキン」を変更することで、簡単にデザインを一新するこ
とが可能だ。

　WMPでは、音楽や動画などを再生した履歴が保存される。他
人にパソコンを貸す場合などに、履歴を見られたくないのなら、削
除しておくとよいだろう。

　WMPで共有設定を行なうと、基本的にネットワーク上のすべて
の機器にアクセスを許可するようになっている。制限を設けたい場
合には、設定を変更するようにしよう。

　WMPでDLNAの設定が有効になっていれば、再生側のDLNA
対応機器では特に設定する必要はない。スマートフォンのDLNA
対応アプリやPS3、PS4など、DLNA対応機器で楽しもう。

　WMPの標準では2種類のスキンが用意されている。さらに、Mi
crosoftのホームページからスキンをダウンロードして追加すること
も可能だ。

　プレイビューは、再生中の曲をコントロールするだけでなく、視覚
エフェクトを表示可能。視覚エフェクトを常に楽しみたいのなら、プ
レイビューを常に前面に表示するように設定しよう。

チェックをはずして
アクセスを不許可にする

テクニック0595の手順で、「メディアストリーミングオプション」を表示。ア
クセスを制限する機器のチェックマークをはずすようにしよう。

「MLPlayer Lite」（iPhoneアプリ）などの
DLNA対応アプリなどを使えば、スマートフォ
ンで再生することも可能だ。

プレイビューを右クリックして、「プレイビューを常に手前に表示」を選択す
る。

PROHOME

DLNA対応機器で
再生できるか確認しよう

0595 PROHOME

スキンを変更する

0599 PROHOME

再生履歴を消去する

0601PROHOME

パソコンなどの機器ごとに
アクセスの設定を行なう

0597

PROHOME

DLNA対応機器で
ライブラリのファイルを再生する

0596 PROHOME

スキンをダウンロードする

0600 PROHOME

プレイビューを常に
手前に表示する

0602

　ライブラリにある音楽は再生してもよいが、写真は見られたくな
いなどといった場合には、WMPで公開するメディアをカテゴリごと
に制限することができる。

PROHOME

共有するメディアファイルを変更する

0598

ここをクリック

1 � �
設定画面を開く

「コントロールパネル」
で、「ネットワークとイ
ンターネット」→「ホー
ムグループ」→「ホーム
グループと共有内容の
変更」をクリックする。

2設定を変更する
「アクセス許可」で、アクセス制限の種類を変更し、「次へ」ボタンをクリックす
る。

チェックが入っているか確認

2設定を確認
メディアストリーミングオプションの「不明なデバイス」にチェックが入ってい
ることを確認する。

❷ここをクリック

❶ここをクリック

1設定画面を開く
ツールバーにある「ストリーム」メニューで、「その他のストリーミングオプ
ション」を選択する。

1設定画面の表示
メニューバーの「表示」をクリックして、メニューから「スキンセレクター」を選
択する。

右クリックして、ここを選択

❷ここをクリック

❶ここをクリック

2スキンの変更完了
画面左側のメニューでスキンを選択し、「スキンの適用」ボタンをクリックす
ると、WMPの見た目が一気に変更される。

スキンを選択してここをクリック

1設定画面を表示
「整理」メニューで、「オプション」を選択する。

❷ここをクリック

❶ここをクリック

メニューバーの「ツール」→「ダウンロード」→「スキン」を選択する。ブラウザ
が起動して、ダウンロードページが表示されるので、好みのスキンを選択しよ
う。

❶ここをクリック

❸ここをクリック

❷ここをクリック

2 � �
履歴の消去

「プライバシー」タグを開いて、履
歴欄で消去したい項目にチェック
を入れる。「履歴の消去」をクリッ
クすると、消去が完了する。

❸ここをクリック
❷消去したい項目に
チェックを入れる

❶ここをクリック

209208

P194-209.indd   208-209 2015/08/28   11:49

k-moriyama@katch.ne.jp



マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア

P a r t

10

「非共有」にすると、
ほかの機器から
アクセスできなくなる

　WMPは、ネットワーク上でメディアファイルを共有するための規
格「DLNA」に対応している。メディアファイルを共有すると自動的
にDLNAは有効になるが、念のため設定を確認しておこう。

　WMPの見た目に飽きてしまったら、インターフェイスを変更して
みよう。「スキン」を変更することで、簡単にデザインを一新するこ
とが可能だ。

　WMPでは、音楽や動画などを再生した履歴が保存される。他
人にパソコンを貸す場合などに、履歴を見られたくないのなら、削
除しておくとよいだろう。

　WMPで共有設定を行なうと、基本的にネットワーク上のすべて
の機器にアクセスを許可するようになっている。制限を設けたい場
合には、設定を変更するようにしよう。

　WMPでDLNAの設定が有効になっていれば、再生側のDLNA
対応機器では特に設定する必要はない。スマートフォンのDLNA
対応アプリやPS3、PS4など、DLNA対応機器で楽しもう。

　WMPの標準では2種類のスキンが用意されている。さらに、Mi
crosoftのホームページからスキンをダウンロードして追加すること
も可能だ。

　プレイビューは、再生中の曲をコントロールするだけでなく、視覚
エフェクトを表示可能。視覚エフェクトを常に楽しみたいのなら、プ
レイビューを常に前面に表示するように設定しよう。

チェックをはずして
アクセスを不許可にする

テクニック0595の手順で、「メディアストリーミングオプション」を表示。ア
クセスを制限する機器のチェックマークをはずすようにしよう。

「MLPlayer Lite」（iPhoneアプリ）などの
DLNA対応アプリなどを使えば、スマートフォ
ンで再生することも可能だ。

プレイビューを右クリックして、「プレイビューを常に手前に表示」を選択す
る。

PROHOME

DLNA対応機器で
再生できるか確認しよう

0595 PROHOME

スキンを変更する

0599 PROHOME

再生履歴を消去する

0601PROHOME

パソコンなどの機器ごとに
アクセスの設定を行なう

0597

PROHOME

DLNA対応機器で
ライブラリのファイルを再生する

0596 PROHOME

スキンをダウンロードする

0600 PROHOME

プレイビューを常に
手前に表示する

0602

　ライブラリにある音楽は再生してもよいが、写真は見られたくな
いなどといった場合には、WMPで公開するメディアをカテゴリごと
に制限することができる。

PROHOME

共有するメディアファイルを変更する

0598

ここをクリック

1 � �
設定画面を開く

「コントロールパネル」
で、「ネットワークとイ
ンターネット」→「ホー
ムグループ」→「ホーム
グループと共有内容の
変更」をクリックする。

2設定を変更する
「アクセス許可」で、アクセス制限の種類を変更し、「次へ」ボタンをクリックす
る。

チェックが入っているか確認

2設定を確認
メディアストリーミングオプションの「不明なデバイス」にチェックが入ってい
ることを確認する。

❷ここをクリック

❶ここをクリック

1設定画面を開く
ツールバーにある「ストリーム」メニューで、「その他のストリーミングオプ
ション」を選択する。

1設定画面の表示
メニューバーの「表示」をクリックして、メニューから「スキンセレクター」を選
択する。

右クリックして、ここを選択

❷ここをクリック

❶ここをクリック

2スキンの変更完了
画面左側のメニューでスキンを選択し、「スキンの適用」ボタンをクリックす
ると、WMPの見た目が一気に変更される。

スキンを選択してここをクリック

1設定画面を表示
「整理」メニューで、「オプション」を選択する。

❷ここをクリック

❶ここをクリック

メニューバーの「ツール」→「ダウンロード」→「スキン」を選択する。ブラウザ
が起動して、ダウンロードページが表示されるので、好みのスキンを選択しよ
う。

❶ここをクリック

❸ここをクリック

❷ここをクリック

2 � �
履歴の消去

「プライバシー」タグを開いて、履
歴欄で消去したい項目にチェック
を入れる。「履歴の消去」をクリッ
クすると、消去が完了する。

❸ここをクリック
❷消去したい項目に
チェックを入れる

❶ここをクリック
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　動画の編集作業を行なうことができる「ムービーメーカー」は、
「Windows Essentials 2012」に含まれるソフト。まずは138ペー
ジを参考にWindows Essentials 2012のインストーラーを公式
サイトからダウンロードして、インストールを実行しよう。

　動画の開始時にタイトルを表示するには、「ホーム」リボンの「タ
イトル」をクリック。これでプレビュー画面にテキストボックスが表示
されるので、ここに動画のタイトルを入力する。初期状態では真っ
黒の背景に白色のテキストで、7秒間タイトル文字が表示される設
定になっているが、色や表示時間は自由にカスタマイズ可能だ。

　ビデオカメラやデジカメで撮影した画像を、直接デバイスから読
み込むことも可能だ。「ファイル」メニュー→「デバイスからの読み
込み」を選択すると、読み込みウィザードが開始。デバイス内の動
画や写真を選択して、必要なものだけ読み込むことができる。

　追加したタイトルには動きのある「特殊効果」を設定することが
できる。「テキストツール：フォーマット」リボンには、タイトルがせり
上がるように表示される「スクロール」やタイトルが徐々に大きくな
る「ズーム」など、24種類の特殊効果が用意されており、実際の動
きをプレビューしながら、選択することができる。

　ムービーメーカーにパソコン内の動画を読み込むには、「ホー
ム」リボンの「ビデオおよび写真の追加」をクリック。「ビデオおよ
び写真の追加」画面で動画ファイルを選択して、「開く」ボタンをク
リックする。これで右側の「ストーリーボード」画面に動画が読み込
まれる

　動画に追加したタイトルのデザインは、「テキストツール：フォー
マット」リボンでカスタマイズする。ここではタイトルのフォントの種
類やサイズ、色の変更や、背景色の変更が可能だ。さらに、「テキ
ストの表示時間」欄でタイトルを表示する長さも設定できる。

　読み込んだ画像はカット編集を行なうことが可能。「ビデオツー
ル：編集」リボンの「トリムツール」で動画前後の不要な部分をカッ
トしたり、「分割」で動画を2分割するといった作業ができる。タイム
ラインやプレビュー画面下のスライダーで位置を指定して編集し
よう。

　映像のなかにテキストのテロップを追加するには、追加したい
シーンを選択した状態で、「ホーム」リボンの「キャプション」をク
リック。これでプレビュー画面にテキストボックスが表示されて、テ
キストを追加することができる。テキストの色や大きさ、表示時間は
自由に設定可能だ。

「ムービーメーカー」は「Windows Essentials 2012」に同梱されてい
る。なお、「ムービーメーカー」と同時に写真管理・編集ソフトの「フォトギャラ
リー」もインストールされる。

動きのあるタイトルにするには、「特殊効果」を設定。サムネイルにマウスポ
インタを移動すれば、プレビューが表示される。

パソコン内の動画は、「ホーム」リボンの「ビデオおよび写真の追加」から読み
込む。「ストーリーボード」画面に動画をドラッグ＆ドロップしてもOKだ。

タイトルのカスタマイズは「テキストツール：フォーマット」リボンで行なう。テ
キストや背景の色などを変更して、見栄えよく仕上げよう。

動画のカット編集は「ビデオツール：編集」リボンで行なう。動画前半の不要な
部分をカットするには、タイムラインでカットする位置を選択して、「開始位置
の設定」をクリックする。同様の操作で後半部分のカットや動画の分割が可能
だ。

PROHOME

「ムービーメーカー」を
インストール

0603 PROHOME

動画にタイトルを追加する

0607PROHOME

ビデオカメラなどから
動画ファイルを読み込む

0605 PROHOME

「特殊効果」を設定する

0609

PROHOME

パソコンに保存した
動画ファイルを読み込む

0604 PROHOME

タイトルの色や背景色、
表示時間を変更する

0608PROHOME

映像のカット編集を行なう

0606 PROHOME

映像にテロップを追加する

0610

❶ここを選択

❷ここをクリック

「ファイル」→「デバイスからの読み込み」を選択すれば、ウィザード形式で動
画や写真を読み込み可能。読み込んだファイルは「フォトギャラリー」で管理
されて、「ムービーメーカー」に登録可能になる。

❷ここをクリック

❶ここをクリック

❸動画を選択

❹ここをクリック

❷ここをクリック

❶ここをクリック

❷カットする位置を選択

❸ここをクリック
❶ここをクリック

特殊効果を選択

タイトルを追加するには「ホーム」リボンの「タイトル」をクリック。プレビュー
画面上でテキストを入力する。

❷ここをクリック

❶ここをクリック

❸テキストを入力

❶ここをクリック

まずは「ホーム」リボンの「キャプション」をクリック。プレビュー画面のテキス
トボックスに表示したいテキストを入力する。

❶ここをクリック

❸テキストを入力

❷ここをクリック

❷テキストの色などを設定
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　動画の編集作業を行なうことができる「ムービーメーカー」は、
「Windows Essentials 2012」に含まれるソフト。まずは138ペー
ジを参考にWindows Essentials 2012のインストーラーを公式
サイトからダウンロードして、インストールを実行しよう。

　動画の開始時にタイトルを表示するには、「ホーム」リボンの「タ
イトル」をクリック。これでプレビュー画面にテキストボックスが表示
されるので、ここに動画のタイトルを入力する。初期状態では真っ
黒の背景に白色のテキストで、7秒間タイトル文字が表示される設
定になっているが、色や表示時間は自由にカスタマイズ可能だ。

　ビデオカメラやデジカメで撮影した画像を、直接デバイスから読
み込むことも可能だ。「ファイル」メニュー→「デバイスからの読み
込み」を選択すると、読み込みウィザードが開始。デバイス内の動
画や写真を選択して、必要なものだけ読み込むことができる。

　追加したタイトルには動きのある「特殊効果」を設定することが
できる。「テキストツール：フォーマット」リボンには、タイトルがせり
上がるように表示される「スクロール」やタイトルが徐々に大きくな
る「ズーム」など、24種類の特殊効果が用意されており、実際の動
きをプレビューしながら、選択することができる。

　ムービーメーカーにパソコン内の動画を読み込むには、「ホー
ム」リボンの「ビデオおよび写真の追加」をクリック。「ビデオおよ
び写真の追加」画面で動画ファイルを選択して、「開く」ボタンをク
リックする。これで右側の「ストーリーボード」画面に動画が読み込
まれる

　動画に追加したタイトルのデザインは、「テキストツール：フォー
マット」リボンでカスタマイズする。ここではタイトルのフォントの種
類やサイズ、色の変更や、背景色の変更が可能だ。さらに、「テキ
ストの表示時間」欄でタイトルを表示する長さも設定できる。

　読み込んだ画像はカット編集を行なうことが可能。「ビデオツー
ル：編集」リボンの「トリムツール」で動画前後の不要な部分をカッ
トしたり、「分割」で動画を2分割するといった作業ができる。タイム
ラインやプレビュー画面下のスライダーで位置を指定して編集し
よう。

　映像のなかにテキストのテロップを追加するには、追加したい
シーンを選択した状態で、「ホーム」リボンの「キャプション」をク
リック。これでプレビュー画面にテキストボックスが表示されて、テ
キストを追加することができる。テキストの色や大きさ、表示時間は
自由に設定可能だ。

「ムービーメーカー」は「Windows Essentials 2012」に同梱されてい
る。なお、「ムービーメーカー」と同時に写真管理・編集ソフトの「フォトギャラ
リー」もインストールされる。

動きのあるタイトルにするには、「特殊効果」を設定。サムネイルにマウスポ
インタを移動すれば、プレビューが表示される。

パソコン内の動画は、「ホーム」リボンの「ビデオおよび写真の追加」から読み
込む。「ストーリーボード」画面に動画をドラッグ＆ドロップしてもOKだ。

タイトルのカスタマイズは「テキストツール：フォーマット」リボンで行なう。テ
キストや背景の色などを変更して、見栄えよく仕上げよう。

動画のカット編集は「ビデオツール：編集」リボンで行なう。動画前半の不要な
部分をカットするには、タイムラインでカットする位置を選択して、「開始位置
の設定」をクリックする。同様の操作で後半部分のカットや動画の分割が可能
だ。

PROHOME

「ムービーメーカー」を
インストール

0603 PROHOME

動画にタイトルを追加する

0607PROHOME

ビデオカメラなどから
動画ファイルを読み込む

0605 PROHOME

「特殊効果」を設定する

0609

PROHOME

パソコンに保存した
動画ファイルを読み込む

0604 PROHOME

タイトルの色や背景色、
表示時間を変更する

0608PROHOME

映像のカット編集を行なう

0606 PROHOME

映像にテロップを追加する

0610

❶ここを選択

❷ここをクリック

「ファイル」→「デバイスからの読み込み」を選択すれば、ウィザード形式で動
画や写真を読み込み可能。読み込んだファイルは「フォトギャラリー」で管理
されて、「ムービーメーカー」に登録可能になる。

❷ここをクリック

❶ここをクリック

❸動画を選択

❹ここをクリック

❷ここをクリック

❶ここをクリック

❷カットする位置を選択

❸ここをクリック
❶ここをクリック

特殊効果を選択

タイトルを追加するには「ホーム」リボンの「タイトル」をクリック。プレビュー
画面上でテキストを入力する。

❷ここをクリック

❶ここをクリック

❸テキストを入力

❶ここをクリック

まずは「ホーム」リボンの「キャプション」をクリック。プレビュー画面のテキス
トボックスに表示したいテキストを入力する。

❶ここをクリック

❸テキストを入力

❷ここをクリック

❷テキストの色などを設定
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❶ここをクリック

❸テキストを入力

❷クレジットの種類を選択

❶ここをクリック

❷ここをクリックして動画を読み込む

❷動画を選択

❸切り替え効果を選択

❶ここをクリック

　映像には映画の最後に流れるようなクレジットタイトルを追加可
能だ。「ホーム」リボンの「クレジット」には監督や主演、撮影場所と
いった項目が用意されており、選択するだけでクレジットタイトルが
追加できる。プレビュー画面上のテキストボックスで、監督名など
を入力する。

　ムービーメーカーに読み込んだ映像には、BGMを追加すること
が可能。「ホーム」リボンの「音楽の追加」→「音楽の追加」を選
択すれば、パソコン内に保存してある音楽ファイルを読み込んで
BGMにすることができる。また、音楽配信サイトで配布されている
音楽も利用可能だ。

　動画のつなぎ目には「切り替え効果」（トランジション）を付けるこ
とが可能。ストーリーボードで切り替え効果を付けたい動画を選択
して、「アニメーション」リボンの「切り替え効果」で好みの効果を
選択するだけで、映像がスムーズにつながる切り替え効果が適用
される。

　映像に追加したBGMは再生開始時にフェードインさせたり、終
了時にフェードアウトさせることが可能。ストーリーボード上で波形
を選択したら、「音楽ツール：オプション」リボンの「フェードイン」、ま
たは「フェードアウト」で速度を選択する。

　ムービーメーカーでは複数の動画を読み込んで、1本の動画に
つなぎ合わせることも可能。ストーリーボード画面で追加する位置
を選択して、「ホーム」リボンの「ビデオおよび写真の追加」ボタン
で動画を読み込めばOKだ。これで動画が切れ目なくつなぎ合わさ
れる。

　映像に追加したBGMは、ストーリーボードで波形を選択すると
表示される「音楽ツール：オプション」リボンで編集可能。「開始時
間」欄で映像のどの部分から再生するか、「開始位置」欄で音楽
のどの部分から再生を開始するか、「停止位置」欄でどこまで再生
するかを設定する。

　「アニメーション」リボンに初期状態で表示されている「切り替え
効果」は一部だけ。用意されている効果をすべて表示するには、サ
ムネイル右下の「詳細」ボタンをクリックする。これで77種類の切
り替え効果が一覧表示される。マウスポインタを置けばプレビュー
可能だ。

　映像にあとから追加したBGMと、元々動画に収録されている
音声のバランスは自由に調整することができる。音量のバランスは

「プロジェクト」リボンの「オーディオバランス」で調整。スライダを
右に動かせばBGMが大きく、左に動かせば本来の音声が大きくな
る。

クレジットタイトルを追加するには「ホーム」リボンで「クレジット」を選択。プ
レビュー画面上でテキストを編集する。

パソコン内の音楽ファイルをBGMにするには、「ホーム」リボンの「音楽の追
加」→「音楽の追加」をクリック。「音楽の追加」画面で音楽ファイルを選択す
る。

「アニメーション」リボンの「切り替え効果」を適用すれば、かっこよく映像を
つなげることが可能。「再生時間」欄で映像を切り替える長さを指定すること
もできる。

フェードイン／フェードアウトは「遅い」「普通」「速い」の3段階の速度で設定
できる。

動画をつなぎ合わせるには、「ビデオおよび写真の追加」で複数の動画を読
み込むだけ。読み込んだ動画は個別にカット編集することもできる。

BGMの編集は「音楽ツール：オプション」リボンで行なう。ここでは、BGMの
開始位置などを細かく設定可能だ。

切り替え効果は全部で77種
類。見栄えのよい効果が用意さ
れているので、プレビューを確
認しながら選択しよう。

動画の音声とBGMの音量バランスは「プロジェクト」リボンの「オーディオバ
ランス」で調整する。

PROHOME

映像の最後に
「クレジット」を追加する

0611 PROHOME

映像にBGMを追加する

0615PROHOME

動画のつなぎ目に
「切り替え効果」を適用する

0613 PROHOME

音楽のフェードイン／
フェードアウトを設定

0617

PROHOME

複数の動画をつなぎ合わせる

0612 PROHOME

追加した音楽の
開始／停止位置を設定

0616PROHOME

用意された「切り替え効果」を
すべて表示する

0614 PROHOME

BGMの
音量バランスを設定する

0618

❹音楽ファイルを選択

❺ここをクリック

❶ここをクリック

❸ここをクリック

❷ここをクリック

❷位置を指定

❶ここをクリック

速度を選択する

❶ここをクリック

❷ここをクリック

❸音量バランスを調整する

ここをクリック
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❶ここをクリック

❸テキストを入力

❷クレジットの種類を選択

❶ここをクリック

❷ここをクリックして動画を読み込む

❷動画を選択

❸切り替え効果を選択

❶ここをクリック

　映像には映画の最後に流れるようなクレジットタイトルを追加可
能だ。「ホーム」リボンの「クレジット」には監督や主演、撮影場所と
いった項目が用意されており、選択するだけでクレジットタイトルが
追加できる。プレビュー画面上のテキストボックスで、監督名など
を入力する。

　ムービーメーカーに読み込んだ映像には、BGMを追加すること
が可能。「ホーム」リボンの「音楽の追加」→「音楽の追加」を選
択すれば、パソコン内に保存してある音楽ファイルを読み込んで
BGMにすることができる。また、音楽配信サイトで配布されている
音楽も利用可能だ。

　動画のつなぎ目には「切り替え効果」（トランジション）を付けるこ
とが可能。ストーリーボードで切り替え効果を付けたい動画を選択
して、「アニメーション」リボンの「切り替え効果」で好みの効果を
選択するだけで、映像がスムーズにつながる切り替え効果が適用
される。

　映像に追加したBGMは再生開始時にフェードインさせたり、終
了時にフェードアウトさせることが可能。ストーリーボード上で波形
を選択したら、「音楽ツール：オプション」リボンの「フェードイン」、ま
たは「フェードアウト」で速度を選択する。

　ムービーメーカーでは複数の動画を読み込んで、1本の動画に
つなぎ合わせることも可能。ストーリーボード画面で追加する位置
を選択して、「ホーム」リボンの「ビデオおよび写真の追加」ボタン
で動画を読み込めばOKだ。これで動画が切れ目なくつなぎ合わさ
れる。

　映像に追加したBGMは、ストーリーボードで波形を選択すると
表示される「音楽ツール：オプション」リボンで編集可能。「開始時
間」欄で映像のどの部分から再生するか、「開始位置」欄で音楽
のどの部分から再生を開始するか、「停止位置」欄でどこまで再生
するかを設定する。

　「アニメーション」リボンに初期状態で表示されている「切り替え
効果」は一部だけ。用意されている効果をすべて表示するには、サ
ムネイル右下の「詳細」ボタンをクリックする。これで77種類の切
り替え効果が一覧表示される。マウスポインタを置けばプレビュー
可能だ。

　映像にあとから追加したBGMと、元々動画に収録されている
音声のバランスは自由に調整することができる。音量のバランスは

「プロジェクト」リボンの「オーディオバランス」で調整。スライダを
右に動かせばBGMが大きく、左に動かせば本来の音声が大きくな
る。

クレジットタイトルを追加するには「ホーム」リボンで「クレジット」を選択。プ
レビュー画面上でテキストを編集する。

パソコン内の音楽ファイルをBGMにするには、「ホーム」リボンの「音楽の追
加」→「音楽の追加」をクリック。「音楽の追加」画面で音楽ファイルを選択す
る。

「アニメーション」リボンの「切り替え効果」を適用すれば、かっこよく映像を
つなげることが可能。「再生時間」欄で映像を切り替える長さを指定すること
もできる。

フェードイン／フェードアウトは「遅い」「普通」「速い」の3段階の速度で設定
できる。

動画をつなぎ合わせるには、「ビデオおよび写真の追加」で複数の動画を読
み込むだけ。読み込んだ動画は個別にカット編集することもできる。

BGMの編集は「音楽ツール：オプション」リボンで行なう。ここでは、BGMの
開始位置などを細かく設定可能だ。

切り替え効果は全部で77種
類。見栄えのよい効果が用意さ
れているので、プレビューを確
認しながら選択しよう。

動画の音声とBGMの音量バランスは「プロジェクト」リボンの「オーディオバ
ランス」で調整する。

PROHOME

映像の最後に
「クレジット」を追加する

0611 PROHOME

映像にBGMを追加する

0615PROHOME

動画のつなぎ目に
「切り替え効果」を適用する

0613 PROHOME

音楽のフェードイン／
フェードアウトを設定

0617

PROHOME

複数の動画をつなぎ合わせる

0612 PROHOME

追加した音楽の
開始／停止位置を設定

0616PROHOME

用意された「切り替え効果」を
すべて表示する

0614 PROHOME

BGMの
音量バランスを設定する

0618

❹音楽ファイルを選択

❺ここをクリック

❶ここをクリック

❸ここをクリック

❷ここをクリック

❷位置を指定

❶ここをクリック

速度を選択する

❶ここをクリック

❷ここをクリック

❸音量バランスを調整する

ここをクリック
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スライダーを動かして
タイムスケールを調整

❶ここをクリック

❷アイコンサイズを選択

❷縦横比を選択

❶ここをクリック

❷ここをクリック

❶ここをクリック

❸補正レベルを選択

　小型のビデオカメラやデジカメで撮影した映像は、手ぶれで画
面が揺れて見づらくなってしまうことがある。そんな映像も「手振れ
の補正」機能で揺れを低減することが可能だ。ストーリーボードで
映像を選択して、「ビデオツール:編集」リボンで「ビデオの手振れ
補正」をクリックすれば補正される。

　ムービーメーカーには自動的にタイトルや切り替え効果などを追
加してくれる「オートムービー」機能が搭載されている。オートムー
ビーを利用すれば、たくさんの画像が切り替わる、BGM付きのスラ
イドショーも簡単に作成することが可能だ。

長時間の動画を編集する際には、ストーリーボードに映像全体が
表示されず作業がしづらい場合がある。ストーリーボードに表示さ
れる縮小表示アイコンのサイズは「縮小表示サイズの変更」ボタ
ンから切り替えることが可能。作業のしやすいサイズに切り替える
とよいだろう。

　オートムービーで作成したスライドショーには、先頭にタイトルが
追加されている。初期状態では撮影日がタイトルになっているが、
自由に編集可能だ。タイトルを編集するにはストーリーボードで、ピ
ンク色のタイトルをダブルクリックする。

　ムービーメーカーで作成される映像は、初期状態では地デジ
などと同じ「16:9」の縦横比で編集されるが、従来のテレビと同じ

「4:3」に切り替えることも可能。切り替え方法は「プロジェクト」リ
ボンで縦横比を選択するだけだ。編集元の映像の縦横比に合わ
せて設定するとよい。

　ストーリーボードの縮小表示はアイコンのサイズに加えて、タイ
ムスケールの長さも調整可能。画面右下のスライダーを動かせ
ば、映像の時間軸が伸び縮みする。タイムスケールを長くして細
かなフレームを選択しやすくしたり、短くして動画全体を確認したり
できる。

　オートムービーで作成したスライドショーには、各画像にアニメー
ション効果の「切り替え効果」と「移動および拡大」が自動的に
設定されている。自動設定されたアニメーション効果は、「アニメー
ション」リボンで自由に効果の種類を変更することが可能だ。

手ぶれで画面が揺れてしまった映像は、「ビデオツール:編集」の「ビデオの手
振れ補正」で揺れを低減。レンズによるゆがみも補正できる。

ストーリーボードの縮小表示アイコンは、右下の「縮小表示サイズの変更」ボ
タンでサイズを切り替え可能。極小から特大まで、作業のしやすいアイコン
サイズを選択しよう。

まずはストーリーボードでタイトルをダブルクリック。これでプレビュー画面
でテキストを編集できるようになる。

映像の縦横比は「プロジェクト」リボンで選択可能。元の映像や用途に合わせ
て「16:9」、または「4:3」を選択しよう。

タイムスケールは画面右下のスライダーで調整。作業に合わせて調整すると
よいだろう。

各画像に自動設定された「切り替え効果」と「移動および拡大」は、「アニメー
ション」リボンで変更可能。好みの効果を選択しよう。

PROHOME

映像の手ぶれを補正する

0619 PROHOME

「オートムービー」機能で
スライドショーを作成

0623PROHOME

ストーリーボードの
縮小表示サイズを変更する

0621 PROHOME

「オートムービー」の
タイトルを編集

0624

PROHOME

映像の縦横比を変更する

0620 PROHOME

タイムスケールを調整する

0622 PROHOME

「アニメーション」効果を
変更する

0625

❶画像を選択

❷「切り替え効果」や
「移動および拡大」を選択

❶タイトルをダブルクリック

❷テキストを編集

❷「オートムービーのテーマ」
を選択

❶ここをクリック

1テーマを選択
スライドショーを作成するには「ビデオおよび写真の追加」で複数の画像を読
み込んだあと、「ホーム」リボンで「オートムービーのテーマ」を選択する。6
種類のテーマが利用可能だ。

BGMを付ける場合は
ここをクリック

2音楽ファイルを読み込む
オートムービーのテーマを選択すると、音楽の追加に関する警告画面が表示
される。「はい」をクリックして音楽ファイルを読み込もう。

3スライドショー完成
これで画像に自動的にタイトルや切り替え効果、移動および拡大が適用され
る。画像がかっこよく切り替わるスライドショーのできあがりだ。
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スライダーを動かして
タイムスケールを調整

❶ここをクリック

❷アイコンサイズを選択

❷縦横比を選択

❶ここをクリック

❷ここをクリック

❶ここをクリック

❸補正レベルを選択

　小型のビデオカメラやデジカメで撮影した映像は、手ぶれで画
面が揺れて見づらくなってしまうことがある。そんな映像も「手振れ
の補正」機能で揺れを低減することが可能だ。ストーリーボードで
映像を選択して、「ビデオツール:編集」リボンで「ビデオの手振れ
補正」をクリックすれば補正される。

　ムービーメーカーには自動的にタイトルや切り替え効果などを追
加してくれる「オートムービー」機能が搭載されている。オートムー
ビーを利用すれば、たくさんの画像が切り替わる、BGM付きのスラ
イドショーも簡単に作成することが可能だ。

長時間の動画を編集する際には、ストーリーボードに映像全体が
表示されず作業がしづらい場合がある。ストーリーボードに表示さ
れる縮小表示アイコンのサイズは「縮小表示サイズの変更」ボタ
ンから切り替えることが可能。作業のしやすいサイズに切り替える
とよいだろう。

　オートムービーで作成したスライドショーには、先頭にタイトルが
追加されている。初期状態では撮影日がタイトルになっているが、
自由に編集可能だ。タイトルを編集するにはストーリーボードで、ピ
ンク色のタイトルをダブルクリックする。

　ムービーメーカーで作成される映像は、初期状態では地デジ
などと同じ「16:9」の縦横比で編集されるが、従来のテレビと同じ

「4:3」に切り替えることも可能。切り替え方法は「プロジェクト」リ
ボンで縦横比を選択するだけだ。編集元の映像の縦横比に合わ
せて設定するとよい。

　ストーリーボードの縮小表示はアイコンのサイズに加えて、タイ
ムスケールの長さも調整可能。画面右下のスライダーを動かせ
ば、映像の時間軸が伸び縮みする。タイムスケールを長くして細
かなフレームを選択しやすくしたり、短くして動画全体を確認したり
できる。

　オートムービーで作成したスライドショーには、各画像にアニメー
ション効果の「切り替え効果」と「移動および拡大」が自動的に
設定されている。自動設定されたアニメーション効果は、「アニメー
ション」リボンで自由に効果の種類を変更することが可能だ。

手ぶれで画面が揺れてしまった映像は、「ビデオツール:編集」の「ビデオの手
振れ補正」で揺れを低減。レンズによるゆがみも補正できる。

ストーリーボードの縮小表示アイコンは、右下の「縮小表示サイズの変更」ボ
タンでサイズを切り替え可能。極小から特大まで、作業のしやすいアイコン
サイズを選択しよう。

まずはストーリーボードでタイトルをダブルクリック。これでプレビュー画面
でテキストを編集できるようになる。

映像の縦横比は「プロジェクト」リボンで選択可能。元の映像や用途に合わせ
て「16:9」、または「4:3」を選択しよう。

タイムスケールは画面右下のスライダーで調整。作業に合わせて調整すると
よいだろう。

各画像に自動設定された「切り替え効果」と「移動および拡大」は、「アニメー
ション」リボンで変更可能。好みの効果を選択しよう。

PROHOME

映像の手ぶれを補正する

0619 PROHOME

「オートムービー」機能で
スライドショーを作成

0623PROHOME

ストーリーボードの
縮小表示サイズを変更する

0621 PROHOME

「オートムービー」の
タイトルを編集

0624

PROHOME

映像の縦横比を変更する

0620 PROHOME

タイムスケールを調整する

0622 PROHOME

「アニメーション」効果を
変更する

0625

❶画像を選択

❷「切り替え効果」や
「移動および拡大」を選択

❶タイトルをダブルクリック

❷テキストを編集

❷「オートムービーのテーマ」
を選択

❶ここをクリック

1テーマを選択
スライドショーを作成するには「ビデオおよび写真の追加」で複数の画像を読
み込んだあと、「ホーム」リボンで「オートムービーのテーマ」を選択する。6
種類のテーマが利用可能だ。

BGMを付ける場合は
ここをクリック

2音楽ファイルを読み込む
オートムービーのテーマを選択すると、音楽の追加に関する警告画面が表示
される。「はい」をクリックして音楽ファイルを読み込もう。

3スライドショー完成
これで画像に自動的にタイトルや切り替え効果、移動および拡大が適用され
る。画像がかっこよく切り替わるスライドショーのできあがりだ。
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　ストーリーボードに読み込んだ画像や動画は、いつでも簡単
に再生順を変更することができる。順番を変更するには画像をク
リックして、移動したい位置にドラッグ＆ドロップするだけだ。また、
「Ctrl」キーを押しながらドロップすれば、画像や動画がコピーされ
る。

　ストーリーボードに読み込んだ画像や動画ファイルは、あとから
削除することが可能。不要なものがあったら、ストーリーボード上で
削除する画像や動画を右クリックして、「削除」を選択すると削除
できる。なお、追加したタイトルやキャプション、音楽なども同様の
操作で削除可能だ。

　映像や動画は「視覚効果」フィルタを使って、加工することが可
能。モノクロやセピアトーンに加工したり、フェードイン／フェードア
ウト効果を加えたりと、26種類の視覚効果で雰囲気のよい映像に
仕上げることができる。フィルタの適用は「視覚効果」リボンで種
類を選択するだけだ。

　動画は用意された設定で出力できるだけでなく、自分でカスタマ
イズした設定で出力することも可能。設定をカスタマイズするには、

「ムービーの保存」→「カスタム設定の作成」をクリック。これで画
面サイズや画質を左右するビットレートなどを自由に設定できる。

　スライドショーは初期状態では7秒間ごとに画像が切り替わる
が、スライドショー全体をBGMの再生時間に合わせることも可能
だ。音楽ファイルを読み込んだら、「プロジェクト」リボンの「音楽に
合わせる」をクリック。これで画像の表示時間が調整されて、音楽
ぴったりの長さになる。

　編集作業が完了したら、「ホーム」リボンの「ムービーの保存」で
動画ファイルとして出力できる。高解像度ディスプレイ用（1920×
1080ピクセル）や、コンピュータ用（640×480ピクセル）のほか、ス
マートフォンやタブレット用のサイズで出力可能だ。

　「視覚効果」リボンに用意された「特殊効果」フィルタは、複数
のフィルタを組み合わせて利用することも可能。組み合わせるに
は「特殊効果」欄全体を表示して、「複数の特殊効果」をクリック。

「特殊効果の追加または削除」画面で特殊効果を追加していく。

　編集した動画はYouTubeやFacebookなどのWebサービスに
投稿可能。まずは「ホーム」リボンの「共有」セクションで投稿する
サービスを選択。動画の画面サイズを選択して、Microsoftアカウ
ントと各サービスのアカウントでサインインすれば、動画の変換と
アップロードが開始される。

画像や動画の順番の入れ替えは、ドラッグ＆ドロップするだけと簡単。画像や
動画に加えたテロップなどの効果も合わせて移動する。

ストーリーボードに登録した、画像や動画、音楽などのアイテムは、すべて個
別に右クリックで削除することができる。

「視覚効果」リボンには、エッジの検出やセピアトーンなど26種類の「視覚効
果」を用意。プレビューを確認しながら選択することができる。

「カスタム設定の作成」では画面サイズやビットレート、フレームレートなどを
カスタマイズ可能。用途に合わせた設定を作成して保存しておこう。

BGMの再生時間に合わせたスライドショーを作成するには、「プロジェクト」
リボンの「音楽に合わせる」をクリックする。

「ホーム」リボンの「ムー
ビーの保存」ではさまざ
まなデバイス用の動画を
出力可能。MP4、または
WMV形式の動画が作成
される。

「特殊効果」欄で「複数の特殊効果」をクリック。「追加」ボタンで複数の特殊
効果を追加する。

「ホーム」リボンの「共有」からYouTubeなどに投稿可能。動画の解像度を選
択して、サインインすればアップロードされる。

PROHOME

画像の順番を変更する

0626 PROHOME

登録した
動画や画像を削除する

0630PROHOME

動画や画像に
「視覚効果」を適用する

0628 PROHOME

カスタム設定を作成して
思いどおりの形式で出力する

0632

PROHOME

音楽の長さに合わせた
スライドショーを作成する

0627 PROHOME

編集した映像を
動画ファイルとして出力

0631PROHOME

複数の「特殊効果」を
組み合わせる

0629 PROHOME

動画共有サイトに
投稿する

0633

「視覚効果」を選択

❶ここをクリック

❷ここをクリック

❸特殊効果を選択

❹ここをクリック

❶ここをクリック

❷ここをクリック

ドラッグ＆ドロップで移動

❷ここをクリック

❶右クリック

❷用途に合わせて
動画形式を選択

❶ここをクリック
❶サービスを選択

❷動画の解像度を選択
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　ストーリーボードに読み込んだ画像や動画は、いつでも簡単
に再生順を変更することができる。順番を変更するには画像をク
リックして、移動したい位置にドラッグ＆ドロップするだけだ。また、
「Ctrl」キーを押しながらドロップすれば、画像や動画がコピーされ
る。

　ストーリーボードに読み込んだ画像や動画ファイルは、あとから
削除することが可能。不要なものがあったら、ストーリーボード上で
削除する画像や動画を右クリックして、「削除」を選択すると削除
できる。なお、追加したタイトルやキャプション、音楽なども同様の
操作で削除可能だ。

　映像や動画は「視覚効果」フィルタを使って、加工することが可
能。モノクロやセピアトーンに加工したり、フェードイン／フェードア
ウト効果を加えたりと、26種類の視覚効果で雰囲気のよい映像に
仕上げることができる。フィルタの適用は「視覚効果」リボンで種
類を選択するだけだ。

　動画は用意された設定で出力できるだけでなく、自分でカスタマ
イズした設定で出力することも可能。設定をカスタマイズするには、

「ムービーの保存」→「カスタム設定の作成」をクリック。これで画
面サイズや画質を左右するビットレートなどを自由に設定できる。

　スライドショーは初期状態では7秒間ごとに画像が切り替わる
が、スライドショー全体をBGMの再生時間に合わせることも可能
だ。音楽ファイルを読み込んだら、「プロジェクト」リボンの「音楽に
合わせる」をクリック。これで画像の表示時間が調整されて、音楽
ぴったりの長さになる。

　編集作業が完了したら、「ホーム」リボンの「ムービーの保存」で
動画ファイルとして出力できる。高解像度ディスプレイ用（1920×
1080ピクセル）や、コンピュータ用（640×480ピクセル）のほか、ス
マートフォンやタブレット用のサイズで出力可能だ。

　「視覚効果」リボンに用意された「特殊効果」フィルタは、複数
のフィルタを組み合わせて利用することも可能。組み合わせるに
は「特殊効果」欄全体を表示して、「複数の特殊効果」をクリック。

「特殊効果の追加または削除」画面で特殊効果を追加していく。

　編集した動画はYouTubeやFacebookなどのWebサービスに
投稿可能。まずは「ホーム」リボンの「共有」セクションで投稿する
サービスを選択。動画の画面サイズを選択して、Microsoftアカウ
ントと各サービスのアカウントでサインインすれば、動画の変換と
アップロードが開始される。

画像や動画の順番の入れ替えは、ドラッグ＆ドロップするだけと簡単。画像や
動画に加えたテロップなどの効果も合わせて移動する。

ストーリーボードに登録した、画像や動画、音楽などのアイテムは、すべて個
別に右クリックで削除することができる。

「視覚効果」リボンには、エッジの検出やセピアトーンなど26種類の「視覚効
果」を用意。プレビューを確認しながら選択することができる。

「カスタム設定の作成」では画面サイズやビットレート、フレームレートなどを
カスタマイズ可能。用途に合わせた設定を作成して保存しておこう。

BGMの再生時間に合わせたスライドショーを作成するには、「プロジェクト」
リボンの「音楽に合わせる」をクリックする。

「ホーム」リボンの「ムー
ビーの保存」ではさまざ
まなデバイス用の動画を
出力可能。MP4、または
WMV形式の動画が作成
される。

「特殊効果」欄で「複数の特殊効果」をクリック。「追加」ボタンで複数の特殊
効果を追加する。

「ホーム」リボンの「共有」からYouTubeなどに投稿可能。動画の解像度を選
択して、サインインすればアップロードされる。

PROHOME

画像の順番を変更する

0626 PROHOME

登録した
動画や画像を削除する

0630PROHOME

動画や画像に
「視覚効果」を適用する

0628 PROHOME

カスタム設定を作成して
思いどおりの形式で出力する

0632

PROHOME

音楽の長さに合わせた
スライドショーを作成する

0627 PROHOME

編集した映像を
動画ファイルとして出力

0631PROHOME

複数の「特殊効果」を
組み合わせる

0629 PROHOME

動画共有サイトに
投稿する

0633

「視覚効果」を選択

❶ここをクリック

❷ここをクリック

❸特殊効果を選択

❹ここをクリック

❶ここをクリック

❷ここをクリック

ドラッグ＆ドロップで移動

❷ここをクリック

❶右クリック

❷用途に合わせて
動画形式を選択

❶ここをクリック
❶サービスを選択

❷動画の解像度を選択
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ここをクリック

ここをクリック

❶フォルダー
を選択

❷表示する
写真を選択

❸ここをクリック

❷機器を選択

　「フォト」アプリでは表示している写真を、Windows 10のさまざ
まな画面に設定することが可能。写真をロック画面の背景に設
定するには、写真を表示した状態でメニューの「…」をクリックして、

「ロック画面に設定」を選択する。

　「フォト」アプリは手軽にパソコン内の写真の閲覧ができるアプ
リ。まずは、デジカメから写真を取り込んで、閲覧できるようにして
みよう。取り込むには画面右上の「インポート」ボタンをクリック。こ
れでデジカメ内の写真を取り込むことができる。

　写真は自動で色補正することができる。色補正を行ないたい写
真を選択したら、上部のメニューから「色補正」ボタンをクリックす
ればOKだ。もう一度「色補正」ボタンをクリックすると、写真の色
が補正前に戻る。

　「フォト」アプリには、写真を編集する機能もある。回転やトリミ
ングといった基本的な修正のほか、色や明るさの補正、フォーカス
などの効果を加えることが可能だ。メニューから「編集」ボタンをク
リックして編集項目を選択しよう。

　「フォト」アプリでは、デジカメから取り込んだ写真や、「ピクチャ」
フォルダーに直接保存した写真を閲覧できる。閲覧するにはトップ
画面で「アルバム」を選択して、閲覧したい写真のあるフォルダー
を開こう。

　「フォト」アプリでは表示している写真を、Windows 10のさまざ
まな画面に設定することが可能。写真をデスクトップの背景に設
定するには、写真を表示した状態でメニューの「…」をクリックして、

「背景として設定」を選択する。

　「フォト」アプリでは、写真が次 と々表示されるスライドショーを表
示することもできる。スライドショーを開始するには、スライドショー
にする写真を選択して「スライド ショー」ボタンをクリックする。スラ
イドショーを停止する場合は画面右上の「×」をクリックしよう。

　写真の一部だけを切り抜くには、編集のクロップから行なう。写
真を選択して「編集」ボタン→「クロップ」をクリックすれば、選択
範囲を示す枠が表示されて、必要な部分だけ切り抜くことができ
る。ワイドスクリーン用など縦横比を固定することも可能だ。

「フォト」アプリはデジカメから写真を取り込むことが可能。取り込んだ写真は
「アルバム」フォルダーに保存される。

写真を表示した状態で「…」→「ロック画面に設定」を選択。これでロック画面
の背景写真が変更される。

色を補正したい写真を選択して、上部のメニューから「色補正」ボタンをク
リックする。

写真を開いた状態でメニューの「編集」ボタンを選択。編集画面になったら、
左で編集のカテゴリをクリックし、右に表示される編集項目を選択しよう。

「アルバム」をクリックして、さらにフォルダーを選択すれば写真が一覧表示
される。写真を選択すれば全画面で表示される。

写真を表示した状態で「…」→「背景として設定」を選択。これでホーム画面
の背景写真が変更される。

スライドショーを開始するには、スライドショーにする写真を選択して「スライ
ド ショー」ボタンをクリックする。

写真を開いた状態で「編集」ボタン→「基本修正」→「クロップ」をクリック。表
示された枠の四隅をドラッグして選択範囲を指定すれば、写真の一部を切り
抜くことができる。

PROHOME

「フォト」アプリで
デジカメの写真を取り込む

0634 PROHOME

写真をロック画面に表示する

0638PROHOME

写真の色を補正する

0636 PROHOME

写真を編集する

0640

PROHOME

「ピクチャ」フォルダーの
写真を閲覧する

0635 PROHOME

写真を背景に表示する

0639PROHOME

全画面表示の
スライドショーを開始

0637 PROHOME

写真の必要な部分だけトリミングする

0641

❷切り抜く範囲を選択

❶ここをクリック

❸ここをクリック

❷ここをクリック

❶ここをクリック

❶ここをクリック

❷編集のカテゴリを
クリック ❸編集項目をクリック

❷ここをクリック

❶ここをクリック

❶ここをクリック
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ここをクリック

ここをクリック

❶フォルダー
を選択

❷表示する
写真を選択

❸ここをクリック

❷機器を選択

　「フォト」アプリでは表示している写真を、Windows 10のさまざ
まな画面に設定することが可能。写真をロック画面の背景に設
定するには、写真を表示した状態でメニューの「…」をクリックして、

「ロック画面に設定」を選択する。

　「フォト」アプリは手軽にパソコン内の写真の閲覧ができるアプ
リ。まずは、デジカメから写真を取り込んで、閲覧できるようにして
みよう。取り込むには画面右上の「インポート」ボタンをクリック。こ
れでデジカメ内の写真を取り込むことができる。

　写真は自動で色補正することができる。色補正を行ないたい写
真を選択したら、上部のメニューから「色補正」ボタンをクリックす
ればOKだ。もう一度「色補正」ボタンをクリックすると、写真の色
が補正前に戻る。

　「フォト」アプリには、写真を編集する機能もある。回転やトリミ
ングといった基本的な修正のほか、色や明るさの補正、フォーカス
などの効果を加えることが可能だ。メニューから「編集」ボタンをク
リックして編集項目を選択しよう。

　「フォト」アプリでは、デジカメから取り込んだ写真や、「ピクチャ」
フォルダーに直接保存した写真を閲覧できる。閲覧するにはトップ
画面で「アルバム」を選択して、閲覧したい写真のあるフォルダー
を開こう。

　「フォト」アプリでは表示している写真を、Windows 10のさまざ
まな画面に設定することが可能。写真をデスクトップの背景に設
定するには、写真を表示した状態でメニューの「…」をクリックして、

「背景として設定」を選択する。

　「フォト」アプリでは、写真が次 と々表示されるスライドショーを表
示することもできる。スライドショーを開始するには、スライドショー
にする写真を選択して「スライド ショー」ボタンをクリックする。スラ
イドショーを停止する場合は画面右上の「×」をクリックしよう。

　写真の一部だけを切り抜くには、編集のクロップから行なう。写
真を選択して「編集」ボタン→「クロップ」をクリックすれば、選択
範囲を示す枠が表示されて、必要な部分だけ切り抜くことができ
る。ワイドスクリーン用など縦横比を固定することも可能だ。

「フォト」アプリはデジカメから写真を取り込むことが可能。取り込んだ写真は
「アルバム」フォルダーに保存される。

写真を表示した状態で「…」→「ロック画面に設定」を選択。これでロック画面
の背景写真が変更される。

色を補正したい写真を選択して、上部のメニューから「色補正」ボタンをク
リックする。

写真を開いた状態でメニューの「編集」ボタンを選択。編集画面になったら、
左で編集のカテゴリをクリックし、右に表示される編集項目を選択しよう。

「アルバム」をクリックして、さらにフォルダーを選択すれば写真が一覧表示
される。写真を選択すれば全画面で表示される。

写真を表示した状態で「…」→「背景として設定」を選択。これでホーム画面
の背景写真が変更される。

スライドショーを開始するには、スライドショーにする写真を選択して「スライ
ド ショー」ボタンをクリックする。

写真を開いた状態で「編集」ボタン→「基本修正」→「クロップ」をクリック。表
示された枠の四隅をドラッグして選択範囲を指定すれば、写真の一部を切り
抜くことができる。

PROHOME

「フォト」アプリで
デジカメの写真を取り込む

0634 PROHOME

写真をロック画面に表示する

0638PROHOME

写真の色を補正する

0636 PROHOME

写真を編集する

0640

PROHOME

「ピクチャ」フォルダーの
写真を閲覧する

0635 PROHOME

写真を背景に表示する

0639PROHOME

全画面表示の
スライドショーを開始

0637 PROHOME

写真の必要な部分だけトリミングする

0641

❷切り抜く範囲を選択

❶ここをクリック

❸ここをクリック

❷ここをクリック

❶ここをクリック

❶ここをクリック

❷編集のカテゴリを
クリック ❸編集項目をクリック

❷ここをクリック

❶ここをクリック

❶ここをクリック
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❶「ファイル」→
「フォルダーを追加」
をクリック

❷「追加」をクリックして
フォルダーを指定

1 � �
ナビゲーションウィンドウ� �
を表示
初期状態では「ナビゲーションウィン
ドウ」が非表示の場合があり、どの
フォルダーを参照しているか把握し
づらい。画面左端の「ナビゲーション
ウィンドウの展開」をクリックしよう。

❶「ファイル」→「オプション」
をクリック

❷チェックを入れる

1「オプション」設定を開く
「撮影日」や「説明タグ」を表示するには、「ファイル」メニュー→「オプション」を
選択。設定画面で「撮影日を表示」と「説明タグを表示」にチェックを入れる。

フォルダーツリーが表示される

2フォルダーツリーが表示される
これで「ナビゲーションウィンドウ」が表示される。「ピクチャ」「ビデオ」ライブ
ラリのフォルダーツリーが表示されて、作業がしやすくなる。

「撮影日」と「説明タグ」が表示される

2「撮影日」と「説明タグ」が追加
これでナビゲーションウィンドウに「撮影日」と「説明タグ」が表示される。写
真を絞り込むときに利用しよう。

　フォトギャラリーは「ピクチャ」「ビデオ」ライブラリの管理が可能。
「ナビゲーションウィンドウ」を表示すれば、ライブラリ内のフォル
ダーが選択しやすくなる。

　フォトギャラリーは「ピクチャ」ライブラリに登録されたフォルダー
を管理するソフト。任意のフォルダーを「ピクチャ」ライブラリに追
加して、管理可能にすることもできる。

　「説明タグ」を追加した写真は、同じタグごとに並び替えること
が可能。「表示」リボンで「タグ」を選択すれば、タグごとにグルー
プ化されて表示される。

　「フォトギャラリー」は写真や動画の管理や、写真の加工が可能
なデスクトップアプリ。「Windows Essentials 2012」に含まれる
ので、インストールしておこう。

　ナビゲーションウィンドウには、さらに「撮影日」や「説明タグ」の
リストも表示可能。写真を絞り込むときに便利なので、表示してお
こう。

　フォトギャラリーで管理する写真には「説明タグ」を追加すること
が可能。写真のジャンルなどを「説明タグ」として追加しておけば、
タグで写真を絞り込めるようになる。

フォトギャラリー は
「Windows Essent
ials 2012」に同梱さ
れており、「ムービー
メーカー」と一緒にイ
ンストールすることが
できる（詳細は138
ページ参照）。

ラ イ ブ ラ リ に
フォ ル ダ ー を
追加するには、

「 ファイ ル 」→
「 フ ォ ル ダ ー
を追加」を選択。

「ピクチャライ
ブラリの場所」
画面で「追加」ボ
タンを押して、
フォルダーを指
定する。

「表示」リボンの「タ
グ」をクリックすると、
写真がタグでグルー
プ化。ナビゲーション
ウィンドウでタグを選
択して絞り込むことも
できる。

PROHOME

フォトギャラリーを
インストールする

0642 PROHOME

ナビゲーションウィンドウに
撮影日やタグを表示

0644 PROHOME

写真に「説明タグ」を追加する

0646

PROHOME

ナビゲーションウィンドウを
表示する

0643

PROHOME

「ピクチャ」ライブラリに
フォルダーを追加する

0645 PROHOME

「説明タグ」で
写真を並び替える

0647

1写真を選択して説明タグを追加
写真に「説明タグ」を追加するには、コンテンツウィンドウでタグを追加する
写真を選択してから「ホーム」リボンの「説明タグ」をクリックする。複数の写
真を選択してもOKだ。

❷ここをクリック

❶写真を選択

2説明タグを入力
これで画面右側に「タグとキャプション」ペインが表示される。「説明タグ」欄
に写真のジャンルなどの短いキーワードを入力しよう。

「説明タグ」を入力

ここをクリック

ここをクリック

❷ここをクリック

❸キャプションを入力

❶写真を選択

　写真には「説明タグ」に加えて、さらに写真の説明文などを入力
できる「キャプション」も追加可能。キャプションを追加するには、
写真を選択して「ホーム」リボンの「キャプション」をクリックする。
写真の検索に利用できるので追加しておくと便利だ。

　写真に追加した「説明タグ」や「キャプション」などは、「タグと
キャプション」ペインで確認可能。表示されていないときは、「表
示」リボンから再表示することができる。「タグとキャプション」ペイ
ンでは、デジカメが記録した撮影日などの詳細情報も確認すること
が可能だ。

写真を選択して「ホーム」リボンの「キャプション」をクリック。表示された「タ
グとキャプション」ペインで説明文などを入力する。

写真の情報を確認するには、「表示」リボンの「タグとキャプションペイン」を
クリック。これで画面右側に写真に埋め込まれたさまざまな情報が表示され
る。

PROHOME

写真に
「キャプション」を追加する

0648

PROHOME

写真に埋め込まれた
情報を確認する

0649

ここをクリック
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❶「ファイル」→
「フォルダーを追加」
をクリック

❷「追加」をクリックして
フォルダーを指定

1 � �
ナビゲーションウィンドウ� �
を表示
初期状態では「ナビゲーションウィン
ドウ」が非表示の場合があり、どの
フォルダーを参照しているか把握し
づらい。画面左端の「ナビゲーション
ウィンドウの展開」をクリックしよう。

❶「ファイル」→「オプション」
をクリック

❷チェックを入れる

1「オプション」設定を開く
「撮影日」や「説明タグ」を表示するには、「ファイル」メニュー→「オプション」を
選択。設定画面で「撮影日を表示」と「説明タグを表示」にチェックを入れる。

フォルダーツリーが表示される

2フォルダーツリーが表示される
これで「ナビゲーションウィンドウ」が表示される。「ピクチャ」「ビデオ」ライブ
ラリのフォルダーツリーが表示されて、作業がしやすくなる。

「撮影日」と「説明タグ」が表示される

2「撮影日」と「説明タグ」が追加
これでナビゲーションウィンドウに「撮影日」と「説明タグ」が表示される。写
真を絞り込むときに利用しよう。

　フォトギャラリーは「ピクチャ」「ビデオ」ライブラリの管理が可能。
「ナビゲーションウィンドウ」を表示すれば、ライブラリ内のフォル
ダーが選択しやすくなる。

　フォトギャラリーは「ピクチャ」ライブラリに登録されたフォルダー
を管理するソフト。任意のフォルダーを「ピクチャ」ライブラリに追
加して、管理可能にすることもできる。

　「説明タグ」を追加した写真は、同じタグごとに並び替えること
が可能。「表示」リボンで「タグ」を選択すれば、タグごとにグルー
プ化されて表示される。

　「フォトギャラリー」は写真や動画の管理や、写真の加工が可能
なデスクトップアプリ。「Windows Essentials 2012」に含まれる
ので、インストールしておこう。

　ナビゲーションウィンドウには、さらに「撮影日」や「説明タグ」の
リストも表示可能。写真を絞り込むときに便利なので、表示してお
こう。

　フォトギャラリーで管理する写真には「説明タグ」を追加すること
が可能。写真のジャンルなどを「説明タグ」として追加しておけば、
タグで写真を絞り込めるようになる。

フォトギャラリー は
「Windows Essent
ials 2012」に同梱さ
れており、「ムービー
メーカー」と一緒にイ
ンストールすることが
できる（詳細は138
ページ参照）。

ラ イ ブ ラ リ に
フォ ル ダ ー を
追加するには、

「 ファイ ル 」→
「 フ ォ ル ダ ー
を追加」を選択。

「ピクチャライ
ブラリの場所」
画面で「追加」ボ
タンを押して、
フォルダーを指
定する。

「表示」リボンの「タ
グ」をクリックすると、
写真がタグでグルー
プ化。ナビゲーション
ウィンドウでタグを選
択して絞り込むことも
できる。

PROHOME

フォトギャラリーを
インストールする

0642 PROHOME

ナビゲーションウィンドウに
撮影日やタグを表示

0644 PROHOME

写真に「説明タグ」を追加する

0646

PROHOME

ナビゲーションウィンドウを
表示する

0643

PROHOME

「ピクチャ」ライブラリに
フォルダーを追加する

0645 PROHOME

「説明タグ」で
写真を並び替える

0647

1写真を選択して説明タグを追加
写真に「説明タグ」を追加するには、コンテンツウィンドウでタグを追加する
写真を選択してから「ホーム」リボンの「説明タグ」をクリックする。複数の写
真を選択してもOKだ。

❷ここをクリック

❶写真を選択

2説明タグを入力
これで画面右側に「タグとキャプション」ペインが表示される。「説明タグ」欄
に写真のジャンルなどの短いキーワードを入力しよう。

「説明タグ」を入力

ここをクリック

ここをクリック

❷ここをクリック

❸キャプションを入力

❶写真を選択

　写真には「説明タグ」に加えて、さらに写真の説明文などを入力
できる「キャプション」も追加可能。キャプションを追加するには、
写真を選択して「ホーム」リボンの「キャプション」をクリックする。
写真の検索に利用できるので追加しておくと便利だ。

　写真に追加した「説明タグ」や「キャプション」などは、「タグと
キャプション」ペインで確認可能。表示されていないときは、「表
示」リボンから再表示することができる。「タグとキャプション」ペイ
ンでは、デジカメが記録した撮影日などの詳細情報も確認すること
が可能だ。

写真を選択して「ホーム」リボンの「キャプション」をクリック。表示された「タ
グとキャプション」ペインで説明文などを入力する。

写真の情報を確認するには、「表示」リボンの「タグとキャプションペイン」を
クリック。これで画面右側に写真に埋め込まれたさまざまな情報が表示され
る。

PROHOME

写真に
「キャプション」を追加する

0648

PROHOME

写真に埋め込まれた
情報を確認する

0649

ここをクリック
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星の数を選択

人物の名前を入力

星の数を選択して検索

❶ここをクリック

❷キーワードを入力

　たくさんの写真のなかからお気に入りの写真だけを抽出できるよ
う、写真には「評価」を設定しておくとよい。「ホーム」リボンの「評
価」では最大5つの星の数で、写真の善し悪しを設定可能。写真1
枚1枚に「評価」を設定しておけば、あとで星の数で写真を絞り込
めるようになる。

　縦位置で撮影した写真が横向きでギャラリーに表示されるとき
は、90度回転して縦向きの写真に変換しておきたい。写真の向き
を変更するには、ギャラリーで写真を選択して、画面右下の「右回
りに回転」、または「左回りに回転」ボタンをクリックする。

　写真に追加した「評価」などの情報は、たくさんの写真のなかか
ら、見たい写真を検索するときの手がかりになる。「ホーム」リボン
の「クイック検索」欄では、人物タグや撮影した月、評価などですば
やく写真を検索することが可能だ。

　スライドショーを開始するには、表示する写真が保存されたフォ
ルダーを選択するか、複数の写真を選択した状態で、「ホーム」リ
ボンの「スライドショー」をクリックするだけ。スライドショーの表示
方法を選択することもできる。

　「人物タグ」は写っている人物の顔に、名前をタグとして追加で
きるユニークな機能。人物写真を開くと、顔が自動的に検出され
て、人物タグを追加することができる。さらに「ホーム」リボンの「人
物タグの一括追加」で、人物写真を抽出して一括で人物タグを追
加することも可能だ。

　初期状態のギャラリーには写真のサムネイルだけが表示されて
いるが、サムネイルに加えてファイル名などの情報を表示すること
も可能。情報を表示するには画面右下の「詳細情報」ボタンをク
リックする。これでファイル名や撮影日、評価などの情報が表示さ
れる。

　さらに「クイック検索」の「テキスト検索」を使えば、「説明タグ」
や「キャプション」に入力したテキストで検索可能。ナビゲーション
ウィンドウで検索対象とするフォルダーを選択してから、「テキスト
検索」をクリックして、「検索条件」欄にキーワードを入力する。

　表示しているスライドショーはそのまま動画に変換して、YouTu
beなどの動画共有サイトに投稿することが可能。投稿するにはス
ライドショーを表示している状態で、「スライドショーの共有」のプ
ルダウンメニューで投稿するサービスを選択する。

写真に「評価」を追加するには、写真を選択した状態で、「ホーム」リボンの
「評価」で星の数を選択する。

写真の向きの調整は「右回りに回転」、または「左回りに回転」ボタンを利用。
クリックすると写真が90度回転される。

「ホーム」リボンの「クイック検索」欄では、人物タグなどですばやく写真を検
索可能。評価で検索する場合は「評価済み」で星の数を選択する。

フォルダーか写真を選択したら、「ホーム」リボンの「スライドショー」でテーマ
（表示方法）を選択。これで全画面でスライドショーが開始する。

人物が写っている写真を開けば、顔が自動検出。「人物タグ」として名前を登
録しておけば、あとからその人が写っている写真だけ抽出できる。

画面右下の「詳細情報」ボタンをクリックすれば、ファイル名や撮影日などの
情報が表示される。ここで評価やキャプションを編集することも可能だ。

「テキスト検索」をクリックすると、「検索条件」欄が表示される。キーワードを
入力すれば、説明タグやキャプションに入力したテキストから検索される。

スライドショーを投稿するには、「スライドショーの共有」でYouTubeなどの
サービスを選択。動画のサイズを指定して、Microsoftアカウントとサービ
スのアカウントでサインインすればアップロードされる。

PROHOME

写真に「評価」を追加する

0650 PROHOME

写真を左右に90度回転する

0654PROHOME

クイック検索で写真を検索する

0652 PROHOME

写真をスライドショーで表示

0656

PROHOME

顔を検出して「人物タグ」を追加する

0651 PROHOME

写真の詳細情報を表示する

0655PROHOME

キーワードで写真を検索

0653 PROHOME

スライドショーを
YouTubeなどに投稿

0657

❶サービスを選択

❷動画のサイズを選択

❷写真の向きを選択

❶写真を選択

スライドショーのテーマを選択

ここをクリック
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星の数を選択

人物の名前を入力

星の数を選択して検索

❶ここをクリック

❷キーワードを入力

　たくさんの写真のなかからお気に入りの写真だけを抽出できるよ
う、写真には「評価」を設定しておくとよい。「ホーム」リボンの「評
価」では最大5つの星の数で、写真の善し悪しを設定可能。写真1
枚1枚に「評価」を設定しておけば、あとで星の数で写真を絞り込
めるようになる。

　縦位置で撮影した写真が横向きでギャラリーに表示されるとき
は、90度回転して縦向きの写真に変換しておきたい。写真の向き
を変更するには、ギャラリーで写真を選択して、画面右下の「右回
りに回転」、または「左回りに回転」ボタンをクリックする。

　写真に追加した「評価」などの情報は、たくさんの写真のなかか
ら、見たい写真を検索するときの手がかりになる。「ホーム」リボン
の「クイック検索」欄では、人物タグや撮影した月、評価などですば
やく写真を検索することが可能だ。

　スライドショーを開始するには、表示する写真が保存されたフォ
ルダーを選択するか、複数の写真を選択した状態で、「ホーム」リ
ボンの「スライドショー」をクリックするだけ。スライドショーの表示
方法を選択することもできる。

　「人物タグ」は写っている人物の顔に、名前をタグとして追加で
きるユニークな機能。人物写真を開くと、顔が自動的に検出され
て、人物タグを追加することができる。さらに「ホーム」リボンの「人
物タグの一括追加」で、人物写真を抽出して一括で人物タグを追
加することも可能だ。

　初期状態のギャラリーには写真のサムネイルだけが表示されて
いるが、サムネイルに加えてファイル名などの情報を表示すること
も可能。情報を表示するには画面右下の「詳細情報」ボタンをク
リックする。これでファイル名や撮影日、評価などの情報が表示さ
れる。

　さらに「クイック検索」の「テキスト検索」を使えば、「説明タグ」
や「キャプション」に入力したテキストで検索可能。ナビゲーション
ウィンドウで検索対象とするフォルダーを選択してから、「テキスト
検索」をクリックして、「検索条件」欄にキーワードを入力する。

　表示しているスライドショーはそのまま動画に変換して、YouTu
beなどの動画共有サイトに投稿することが可能。投稿するにはス
ライドショーを表示している状態で、「スライドショーの共有」のプ
ルダウンメニューで投稿するサービスを選択する。

写真に「評価」を追加するには、写真を選択した状態で、「ホーム」リボンの
「評価」で星の数を選択する。

写真の向きの調整は「右回りに回転」、または「左回りに回転」ボタンを利用。
クリックすると写真が90度回転される。

「ホーム」リボンの「クイック検索」欄では、人物タグなどですばやく写真を検
索可能。評価で検索する場合は「評価済み」で星の数を選択する。

フォルダーか写真を選択したら、「ホーム」リボンの「スライドショー」でテーマ
（表示方法）を選択。これで全画面でスライドショーが開始する。

人物が写っている写真を開けば、顔が自動検出。「人物タグ」として名前を登
録しておけば、あとからその人が写っている写真だけ抽出できる。

画面右下の「詳細情報」ボタンをクリックすれば、ファイル名や撮影日などの
情報が表示される。ここで評価やキャプションを編集することも可能だ。

「テキスト検索」をクリックすると、「検索条件」欄が表示される。キーワードを
入力すれば、説明タグやキャプションに入力したテキストから検索される。

スライドショーを投稿するには、「スライドショーの共有」でYouTubeなどの
サービスを選択。動画のサイズを指定して、Microsoftアカウントとサービ
スのアカウントでサインインすればアップロードされる。

PROHOME

写真に「評価」を追加する

0650 PROHOME

写真を左右に90度回転する

0654PROHOME

クイック検索で写真を検索する

0652 PROHOME

写真をスライドショーで表示

0656

PROHOME

顔を検出して「人物タグ」を追加する

0651 PROHOME

写真の詳細情報を表示する

0655PROHOME

キーワードで写真を検索

0653 PROHOME

スライドショーを
YouTubeなどに投稿

0657

❶サービスを選択

❷動画のサイズを選択

❷写真の向きを選択

❶写真を選択

スライドショーのテーマを選択

ここをクリック
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ここをクリック

❶ここをクリック

❷スライダーを動かして調整

❷色合いを調整

❶ここをクリック

❶ここをクリック

❷露出を調整

　フォトギャラリーには写真の管理機能だけでなく、写真の不具合
を修整するレタッチ機能も搭載されている。写真を開けば「編集」
リボンが表示されて、さまざまなレタッチが可能だ。「自動調整」で
はクリックひとつで明るさや色合いなどを自動修整することができ
る。

　「編集」リボンでは写真から必要な部分だけを切り抜くことがで
きる「トリミング」機能も用意されている。「トリミング」をクリックする
と、写真上に範囲を選択する白い枠が表示される。範囲の選択後
に、「トリミング」→「トリミングを適用」をクリックすれば、写真が切
り抜かれる。

　光が足りなくて写真が暗くなってしまった失敗写真もフォトギャラ
リーを使えば、明るく修整することが可能。写真の明るさは「編集」
リボンの「露出」で調整する。「露出」ボタンのクリックで自動調整
できるだけでなく、プルダウンメニューから好みの明るさを選択する
ことも可能だ。

　スマートフォンやコンパクトなデジカメではうまく水平がとれなく
て、写真が傾いてしまうことがある。そんな傾いた写真は「編集」リ
ボンの「傾きの調整」でまっすぐ水平になった写真に修整すること
ができる。自動で調整してくれるので、「傾きの調整」をクリックする
だけでOKだ。

　「編集」リボンの「色」では写真の彩度や色温度などを調整し
て、自然な色合いにすることが可能。「色」ボタンのクリックで自動
調整できるほか、プルダウンメニューから好みの色合いを選択して
調整することができる。蛍光灯の下で青みがかってしまった写真の
修整などに利用しよう。

　レンズやイメージセンサーにゴミが付着していると、写真に写り
込んでしまうことがある。「編集」リボンの「修整」ではそんな写真
上のゴミを簡単に取り除くことが可能だ。「修整」をクリックしてゴミ
を囲むように選択すれば、ゴミだけを消してくれる。

　「編集」リボンにはさまざまな自動調整機能が用意されているが、
さらに細かな修整項目を手動で調整することも可能だ。「微調整」
ボタンをクリックすれば、画面右側に調整画面が表示される。「露
出」や「色」、「傾き」などで細かな修整項目をスライダーを動かし
て細かく調整可能だ。

　「編集」リボンには写真の修整機能に加えて、カラー写真をモノ
クロ化する6種類の「効果」フィルタも用意されている。フィルタの
適用は「効果」欄のサンプルを選択するだけ。これで白黒やセピア
トーンの写真に変換することができる。

「編集」リボンの「自動調整」を利用すれば、暗く写ってしまった写真などをク
リックひとつできれいに修整することができる。

「編集」リボンの「トリミング」をクリックすれば、必要な部分だけ切り抜くこと
が可能。縦横比を固定して切り抜くこともできる。

写真の明るさは「編集」リボンの「露出」で調整可能。プルダウンメニューから
好みの明るさを選択できる。

傾いてしまった写真を開いたら「編集」リボンの「傾きの調整」をクリック。こ
れで自動的に傾きのない写真にしてくれる。

「編集」リボンの「色」では彩度や色温度、濃淡を調整可能。光の加減で色合
いがおかしくなった写真を修整できる。

「修整」をクリックしたら、十字カーソルでゴミを囲むように選択。これでゴミ
だけがきれいに消える。

「微調整」をクリックすれば調整画面が表示される。「露出の調整」では、明る
さやコントラスト、ヒストグラムなどを細かく調整可能だ。

カラー写真をモノクロ化するには、「編集」リボンで「効果」フィルタを選択す
るだけ。白黒やセピアカラーなど6種類の効果フィルタが用意されている。

PROHOME

撮影に失敗した写真を自動修整

0658 PROHOME

写真から必要な部分を切り抜く

0662PROHOME

写真の明るさを調整する

0660 PROHOME

写真の傾きを自動調整する

0664

PROHOME

写真の色合いを調整する

0659 PROHOME

写真上のゴミを削除する

0663PROHOME

明るさやコントラストなどを
手動で微調整する

0661 PROHOME

カラー写真を
モノクロ写真に変換する

0665

ここをクリック

効果を選択

❶ここをクリック

❷トリミングする
範囲を調整

❶ここをクリック

❷ゴミの周囲を選択
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ここをクリック

❶ここをクリック

❷スライダーを動かして調整

❷色合いを調整

❶ここをクリック

❶ここをクリック

❷露出を調整

　フォトギャラリーには写真の管理機能だけでなく、写真の不具合
を修整するレタッチ機能も搭載されている。写真を開けば「編集」
リボンが表示されて、さまざまなレタッチが可能だ。「自動調整」で
はクリックひとつで明るさや色合いなどを自動修整することができ
る。

　「編集」リボンでは写真から必要な部分だけを切り抜くことがで
きる「トリミング」機能も用意されている。「トリミング」をクリックする
と、写真上に範囲を選択する白い枠が表示される。範囲の選択後
に、「トリミング」→「トリミングを適用」をクリックすれば、写真が切
り抜かれる。

　光が足りなくて写真が暗くなってしまった失敗写真もフォトギャラ
リーを使えば、明るく修整することが可能。写真の明るさは「編集」
リボンの「露出」で調整する。「露出」ボタンのクリックで自動調整
できるだけでなく、プルダウンメニューから好みの明るさを選択する
ことも可能だ。

　スマートフォンやコンパクトなデジカメではうまく水平がとれなく
て、写真が傾いてしまうことがある。そんな傾いた写真は「編集」リ
ボンの「傾きの調整」でまっすぐ水平になった写真に修整すること
ができる。自動で調整してくれるので、「傾きの調整」をクリックする
だけでOKだ。

　「編集」リボンの「色」では写真の彩度や色温度などを調整し
て、自然な色合いにすることが可能。「色」ボタンのクリックで自動
調整できるほか、プルダウンメニューから好みの色合いを選択して
調整することができる。蛍光灯の下で青みがかってしまった写真の
修整などに利用しよう。

　レンズやイメージセンサーにゴミが付着していると、写真に写り
込んでしまうことがある。「編集」リボンの「修整」ではそんな写真
上のゴミを簡単に取り除くことが可能だ。「修整」をクリックしてゴミ
を囲むように選択すれば、ゴミだけを消してくれる。

　「編集」リボンにはさまざまな自動調整機能が用意されているが、
さらに細かな修整項目を手動で調整することも可能だ。「微調整」
ボタンをクリックすれば、画面右側に調整画面が表示される。「露
出」や「色」、「傾き」などで細かな修整項目をスライダーを動かし
て細かく調整可能だ。

　「編集」リボンには写真の修整機能に加えて、カラー写真をモノ
クロ化する6種類の「効果」フィルタも用意されている。フィルタの
適用は「効果」欄のサンプルを選択するだけ。これで白黒やセピア
トーンの写真に変換することができる。

「編集」リボンの「自動調整」を利用すれば、暗く写ってしまった写真などをク
リックひとつできれいに修整することができる。

「編集」リボンの「トリミング」をクリックすれば、必要な部分だけ切り抜くこと
が可能。縦横比を固定して切り抜くこともできる。

写真の明るさは「編集」リボンの「露出」で調整可能。プルダウンメニューから
好みの明るさを選択できる。

傾いてしまった写真を開いたら「編集」リボンの「傾きの調整」をクリック。こ
れで自動的に傾きのない写真にしてくれる。

「編集」リボンの「色」では彩度や色温度、濃淡を調整可能。光の加減で色合
いがおかしくなった写真を修整できる。

「修整」をクリックしたら、十字カーソルでゴミを囲むように選択。これでゴミ
だけがきれいに消える。

「微調整」をクリックすれば調整画面が表示される。「露出の調整」では、明る
さやコントラスト、ヒストグラムなどを細かく調整可能だ。

カラー写真をモノクロ化するには、「編集」リボンで「効果」フィルタを選択す
るだけ。白黒やセピアカラーなど6種類の効果フィルタが用意されている。

PROHOME

撮影に失敗した写真を自動修整

0658 PROHOME

写真から必要な部分を切り抜く

0662PROHOME

写真の明るさを調整する

0660 PROHOME

写真の傾きを自動調整する

0664

PROHOME

写真の色合いを調整する

0659 PROHOME

写真上のゴミを削除する

0663PROHOME

明るさやコントラストなどを
手動で微調整する

0661 PROHOME

カラー写真を
モノクロ写真に変換する

0665

ここをクリック

効果を選択

❶ここをクリック

❷トリミングする
範囲を調整

❶ここをクリック

❷ゴミの周囲を選択
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ここをクリック

❶ここをクリック

❷端末を選択

ゴミ箱に移動する
までの期間を選択

❶ここをクリック

❷ここをクリック

❹「参照」ボタンで
フォルダーを指定

❶ここをクリック

❷ここをクリック

❸ここをクリック

　「編集」リボンで加えたさまざまな修整は、あとから取り消すこと
が可能。修正前の状態で写真がコピーされて残されているので、
簡単に修正前の状態に戻すことができる。すべての修整を取り消
すには、「編集」リボンの「最初の状態に戻す」をクリックするだけ
でOKだ。

　広大に広がる風景は複数の写真に分けて撮影しておけば、1枚
の写真につなげてパノラマ写真に仕上げることが可能。ちょっと重
なるように撮影した複数の写真を選択して、「作成」リボンの「パノ
ラマ写真」をクリックすれば、つなぎ目のないパノラマ写真に合成
してくれる。

　フォトギャラリーはデジカメから直接ライブラリに写真を読み込む
ことが可能。「ホーム」リボンの「インポート」をクリックすれば、「写
真とビデオの読み込み」ウィザードが開始されて、写真をパソコン
にインポートできる。インポート時にタグを付けて整理することも可
能だ。

　フォトギャラリーで管理している写真は、Windows Live メール
で簡単に送信可能。送りたい写真を選択して、「ホーム」リボンの

「フォトメール」から「写真を添付ファイルとして送信」をクリックす
れば、新規メッセージ作成画面に写真が添付される。

　修整前の写真がそのまま保存されているのは安心だが、その分
だけHDDの容量を消費してしまうのは難点。容量を節約したけれ
ば、元の写真を一定期間後に削除するよう、設定しておくとよい。

「最初の状態に戻す」→「設定」で元の写真をゴミ箱に移動する
までの期間を設定できる。

　「作成」リボンではパノラマ写真以外にも、合成写真を作成する
ことができる。「オートコラージュ」機能では7枚以上の写真を選択
して、自動的に1枚の写真に合成することが可能。旅行の思い出
などを1枚の写真にして、デスクトップの背景などに利用できる。

　デジカメから直接インポートした写真は、初期状態では「ピク
チャ」フォルダーに保存されるが、保存先は変更可能。保存先を
変更するにはオプション画面の「読み込み」タブで、任意のフォル
ダーを指定する。ここではファイル名の変更なども可能だ。

　フォトギャラリーで管理している写真をプリンターで印刷するに
は、印刷する写真を選択して「ファイル」メニュー→「印刷」→「印
刷」をクリック。これで「画像の印刷」画面が表示されて、印刷でき
るようになる。複数の写真を選択して1枚の紙に印刷することも可
能だ。

「編集」リボンの「最初の状態に戻す」をクリックすれば、修正前の状態に戻す
ことが可能。修整に失敗しても安心だ。

パノラマ写真の作成機能はかなり優秀。自動的にオーバーラップした部分を
検出して、1枚の写真につなげてくれる。

デジカメから写真を読み込むには「ホーム」リボンの「インポート」をクリック。
これでウィザード形式でインポートできる。

写真を選択して「フォトメール」→「写真を添付ファイルとして送信」をクリッ
ク。次の画面で写真のサイズを選択すれば、Windows Live メールに添付
される。

まずは「最初の状態に戻す」→「設定」をクリック。表示されたオプション画面
で元の写真をゴミ箱に移動するまでの期間を設定する。

7枚以上の写真を選択したら「オートコラージュ」をクリック。これで自動的に
1枚の写真に合成してくれる。仕上がりのサイズを指定することも可能だ。

写真の保存先を変更するには、「ファイル」→「オプション」を選択。オプション
画面の「読み込み」タブでフォルダーを指定する。

まずは「ファイル」→「印刷」→「印刷」をクリック。「画像の印刷」画面で用紙
サイズなどを設定して「印刷」ボタンをクリックする。

PROHOME

写真を修正前の状態に戻す

0666 PROHOME

複数の写真から
パノラマ写真を作成する

0670PROHOME

デジカメから写真を読み込む

0668 PROHOME

写真をメールで送信する

0672

PROHOME

修整前の写真を削除するように設定

0667 PROHOME

「オートコラージュ」機能で
複数の写真を1枚にまとめる

0671PROHOME

写真の保存先を変更する

0669 PROHOME

写真をプリンターで印刷する

0673

❶写真を選択してここをクリック

❷写真のサイズを選択

❸ここをクリック

複数の写真を選択して
ここをクリック

7枚以上の写真を選択して
ここをクリック

❹用紙サイズなどを選択して
ここをクリック

❶ここをクリック

❷ここをクリック

❸ここをクリック
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ここをクリック

❶ここをクリック

❷端末を選択

ゴミ箱に移動する
までの期間を選択

❶ここをクリック

❷ここをクリック

❹「参照」ボタンで
フォルダーを指定

❶ここをクリック

❷ここをクリック

❸ここをクリック

　「編集」リボンで加えたさまざまな修整は、あとから取り消すこと
が可能。修正前の状態で写真がコピーされて残されているので、
簡単に修正前の状態に戻すことができる。すべての修整を取り消
すには、「編集」リボンの「最初の状態に戻す」をクリックするだけ
でOKだ。

　広大に広がる風景は複数の写真に分けて撮影しておけば、1枚
の写真につなげてパノラマ写真に仕上げることが可能。ちょっと重
なるように撮影した複数の写真を選択して、「作成」リボンの「パノ
ラマ写真」をクリックすれば、つなぎ目のないパノラマ写真に合成
してくれる。

　フォトギャラリーはデジカメから直接ライブラリに写真を読み込む
ことが可能。「ホーム」リボンの「インポート」をクリックすれば、「写
真とビデオの読み込み」ウィザードが開始されて、写真をパソコン
にインポートできる。インポート時にタグを付けて整理することも可
能だ。

　フォトギャラリーで管理している写真は、Windows Live メール
で簡単に送信可能。送りたい写真を選択して、「ホーム」リボンの

「フォトメール」から「写真を添付ファイルとして送信」をクリックす
れば、新規メッセージ作成画面に写真が添付される。

　修整前の写真がそのまま保存されているのは安心だが、その分
だけHDDの容量を消費してしまうのは難点。容量を節約したけれ
ば、元の写真を一定期間後に削除するよう、設定しておくとよい。

「最初の状態に戻す」→「設定」で元の写真をゴミ箱に移動する
までの期間を設定できる。

　「作成」リボンではパノラマ写真以外にも、合成写真を作成する
ことができる。「オートコラージュ」機能では7枚以上の写真を選択
して、自動的に1枚の写真に合成することが可能。旅行の思い出
などを1枚の写真にして、デスクトップの背景などに利用できる。

　デジカメから直接インポートした写真は、初期状態では「ピク
チャ」フォルダーに保存されるが、保存先は変更可能。保存先を
変更するにはオプション画面の「読み込み」タブで、任意のフォル
ダーを指定する。ここではファイル名の変更なども可能だ。

　フォトギャラリーで管理している写真をプリンターで印刷するに
は、印刷する写真を選択して「ファイル」メニュー→「印刷」→「印
刷」をクリック。これで「画像の印刷」画面が表示されて、印刷でき
るようになる。複数の写真を選択して1枚の紙に印刷することも可
能だ。

「編集」リボンの「最初の状態に戻す」をクリックすれば、修正前の状態に戻す
ことが可能。修整に失敗しても安心だ。

パノラマ写真の作成機能はかなり優秀。自動的にオーバーラップした部分を
検出して、1枚の写真につなげてくれる。

デジカメから写真を読み込むには「ホーム」リボンの「インポート」をクリック。
これでウィザード形式でインポートできる。

写真を選択して「フォトメール」→「写真を添付ファイルとして送信」をクリッ
ク。次の画面で写真のサイズを選択すれば、Windows Live メールに添付
される。

まずは「最初の状態に戻す」→「設定」をクリック。表示されたオプション画面
で元の写真をゴミ箱に移動するまでの期間を設定する。

7枚以上の写真を選択したら「オートコラージュ」をクリック。これで自動的に
1枚の写真に合成してくれる。仕上がりのサイズを指定することも可能だ。

写真の保存先を変更するには、「ファイル」→「オプション」を選択。オプション
画面の「読み込み」タブでフォルダーを指定する。

まずは「ファイル」→「印刷」→「印刷」をクリック。「画像の印刷」画面で用紙
サイズなどを設定して「印刷」ボタンをクリックする。

PROHOME

写真を修正前の状態に戻す

0666 PROHOME

複数の写真から
パノラマ写真を作成する

0670PROHOME

デジカメから写真を読み込む

0668 PROHOME

写真をメールで送信する

0672

PROHOME

修整前の写真を削除するように設定

0667 PROHOME

「オートコラージュ」機能で
複数の写真を1枚にまとめる

0671PROHOME

写真の保存先を変更する

0669 PROHOME

写真をプリンターで印刷する

0673

❶写真を選択してここをクリック

❷写真のサイズを選択

❸ここをクリック

複数の写真を選択して
ここをクリック

7枚以上の写真を選択して
ここをクリック

❹用紙サイズなどを選択して
ここをクリック

❶ここをクリック

❷ここをクリック

❸ここをクリック
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複数の写真を選択して
ここをクリック

❷ここをクリック

❶ここをクリック

❸スクリーンセーバーを選択

❶ここをクリック

❷ここをクリック

❸ディスクの使用方法
を選択

❷ここをクリック

❶ここをクリック

　フォトギャラリーで管理している写真は、「OneDrive」（詳細は
235ページ参照）に直接アップロードすることが可能。複数の写真
を選択して「作成」リボンの「OneDrive」をクリックすれば、OneDr
ive内のアルバムにアップロードできる。

　フォトギャラリーは210〜217ページで紹介した「ムービーメー
カー」と連携して、複数の写真からスライドショー動画を作成す
ることが可能。複数の写真を選択した状態で、「作成」リボンの

「ムービー」をクリックすれば、ムービーメーカーに写真が送り込ま
れて動画に変換できる。

　フォトギャラリーはプラグインを追加することで、機能を拡張する
ことが可能。「作成」リボンの「その他のツール」→「その他の写真
ツールのダウンロード」をクリックすれば、プラグインの配布サイト
にアクセスして、Twitter投稿機能などさまざまなプラグインを追加
可能だ。

　従来のWindowsに標準搭載されていたお絵かきソフト「ペイン
ト」は、Windows 10にでも健在。「スタート」メニューの「すべての
アプリ」→「Windowsアクセサリ」から「ペイント」クリックすれば起
動できる。

　写真を友人たちに配布するときには、CD-RやDVD-Rに、画像
ファイルのまま書き込んで渡すとよい。写真をCD／DVDメディア
に書き込むには、写真を選択したあと、「ファイル」メニュー→「CD
への書き込み」をクリックする。これで、ウィザード形式で書き込む
ことができる。

　「作成」リボンではMicrosoft純正のOneDriveに加えて、さまざ
まなWebサービスとも連携可能。Facebookへの画像アップロー
ド機能も用意されており、複数の写真をオンライン上のアルバム
にまとめてアップロードすることができる。

　フォトギャラリーで管理している写真は、スクリーンセーバーに表
示することも可能。「ファイル」メニューの「スクリーンセーバーの設
定」をクリックすれば、ライブラリの写真が次々切り替わるスクリー
ンセーバーになる。特定のフォルダーの写真だけを表示することも
可能だ。

　Windows 10の「ペイント」はリボンインターフェイスを採用。
「ホーム」リボンには線や図形を描くためのさまざまなツールが用
意されている。イラスト作成の基本となる「ブラシ」ツールではエア
ブラシや油彩、クレヨンなど9種類のブラシを用意。多彩な質感を
持った線を描くことができる。

スライドショーにしたい写真を選択したら、「作成」リボンの「ムービー」をク
リック。これでムービーメーカーに写真が送り込まれる。

写真を選択して「作成」リボンの「OneDrive」をクリック。これでアルバムを
指定して写真をまとめてアップロードできる。

プラグインは「作成」リボンの「その他のツール」から追加可能。Twitter連携
や写真合成機能などさまざまなプラグインが公開されている。

「ペイント」は「すべてのアプリ」から起動可能。「スタート」メニューの「すべ
てのアプリ」を開こう。

写真を選択したら「ファイル」→「CDへの書き込み」をクリック。Windows標
準の書き込み機能で、CD／DVDメディアに書き込みできる。

まずは「作成」リボンの「Facebook」をクリックして、Microsoftアカウントと
Facebookアカウントでサインイン。これでFacebookのアルバムに写真を
アップロードできるようになる。

まずは「ファイル」メニュー→「スクリーンセーバーの設定」をクリック。これ
で、フォトギャラリーで管理している写真がスクリーンセーバーとして利用で
きるようになる。

「ブラシ」ボタンから種類を選択。さらに「線の幅」と「色1」を選択すれば、フ
リーハンドで線を描くことができる。

PROHOME

複数の写真から
スライドショー動画を作成

0674 PROHOME

OneDriveに写真をアップロードする

0678PROHOME

プラグイン機能を追加する

0676 PROHOME

標準お絵かきソフト
「ペイント」を起動する

0680

PROHOME

CDやDVDメディアに写真を書き込む

0675 PROHOME

Facebookに
写真をアップロードする

0679PROHOME

写真をスクリーンセーバーにする

0677 PROHOME

多彩な「ブラシ」を選択する

0681

ブラシを選択

線の幅や色を選択

ここをクリック

ここをクリック

ここをクリック
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複数の写真を選択して
ここをクリック

❷ここをクリック

❶ここをクリック

❸スクリーンセーバーを選択

❶ここをクリック

❷ここをクリック

❸ディスクの使用方法
を選択

❷ここをクリック

❶ここをクリック

　フォトギャラリーで管理している写真は、「OneDrive」（詳細は
235ページ参照）に直接アップロードすることが可能。複数の写真
を選択して「作成」リボンの「OneDrive」をクリックすれば、OneDr
ive内のアルバムにアップロードできる。

　フォトギャラリーは210〜217ページで紹介した「ムービーメー
カー」と連携して、複数の写真からスライドショー動画を作成す
ることが可能。複数の写真を選択した状態で、「作成」リボンの

「ムービー」をクリックすれば、ムービーメーカーに写真が送り込ま
れて動画に変換できる。

　フォトギャラリーはプラグインを追加することで、機能を拡張する
ことが可能。「作成」リボンの「その他のツール」→「その他の写真
ツールのダウンロード」をクリックすれば、プラグインの配布サイト
にアクセスして、Twitter投稿機能などさまざまなプラグインを追加
可能だ。

　従来のWindowsに標準搭載されていたお絵かきソフト「ペイン
ト」は、Windows 10にでも健在。「スタート」メニューの「すべての
アプリ」→「Windowsアクセサリ」から「ペイント」クリックすれば起
動できる。

　写真を友人たちに配布するときには、CD-RやDVD-Rに、画像
ファイルのまま書き込んで渡すとよい。写真をCD／DVDメディア
に書き込むには、写真を選択したあと、「ファイル」メニュー→「CD
への書き込み」をクリックする。これで、ウィザード形式で書き込む
ことができる。

　「作成」リボンではMicrosoft純正のOneDriveに加えて、さまざ
まなWebサービスとも連携可能。Facebookへの画像アップロー
ド機能も用意されており、複数の写真をオンライン上のアルバム
にまとめてアップロードすることができる。

　フォトギャラリーで管理している写真は、スクリーンセーバーに表
示することも可能。「ファイル」メニューの「スクリーンセーバーの設
定」をクリックすれば、ライブラリの写真が次々切り替わるスクリー
ンセーバーになる。特定のフォルダーの写真だけを表示することも
可能だ。

　Windows 10の「ペイント」はリボンインターフェイスを採用。
「ホーム」リボンには線や図形を描くためのさまざまなツールが用
意されている。イラスト作成の基本となる「ブラシ」ツールではエア
ブラシや油彩、クレヨンなど9種類のブラシを用意。多彩な質感を
持った線を描くことができる。

スライドショーにしたい写真を選択したら、「作成」リボンの「ムービー」をク
リック。これでムービーメーカーに写真が送り込まれる。

写真を選択して「作成」リボンの「OneDrive」をクリック。これでアルバムを
指定して写真をまとめてアップロードできる。

プラグインは「作成」リボンの「その他のツール」から追加可能。Twitter連携
や写真合成機能などさまざまなプラグインが公開されている。

「ペイント」は「すべてのアプリ」から起動可能。「スタート」メニューの「すべ
てのアプリ」を開こう。

写真を選択したら「ファイル」→「CDへの書き込み」をクリック。Windows標
準の書き込み機能で、CD／DVDメディアに書き込みできる。

まずは「作成」リボンの「Facebook」をクリックして、Microsoftアカウントと
Facebookアカウントでサインイン。これでFacebookのアルバムに写真を
アップロードできるようになる。

まずは「ファイル」メニュー→「スクリーンセーバーの設定」をクリック。これ
で、フォトギャラリーで管理している写真がスクリーンセーバーとして利用で
きるようになる。

「ブラシ」ボタンから種類を選択。さらに「線の幅」と「色1」を選択すれば、フ
リーハンドで線を描くことができる。

PROHOME

複数の写真から
スライドショー動画を作成

0674 PROHOME

OneDriveに写真をアップロードする

0678PROHOME

プラグイン機能を追加する

0676 PROHOME

標準お絵かきソフト
「ペイント」を起動する

0680

PROHOME

CDやDVDメディアに写真を書き込む

0675 PROHOME

Facebookに
写真をアップロードする

0679PROHOME

写真をスクリーンセーバーにする

0677 PROHOME

多彩な「ブラシ」を選択する

0681

ブラシを選択

線の幅や色を選択

ここをクリック

ここをクリック

ここをクリック
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　「ペイント」には丸や星、吹き出しなど、さまざまな図形が描ける
「図形」ツールを用意。「ホーム」リボンで図形を選択して、描画
領域でマウスをドラッグするだけで、きれいな形の図形を描くこと
ができる。「Shift」キーを押しながらドラッグすれば、縦横比率の
整った図形になる。

　「ペイント」では読み込んだ画像のサイズを変更することが可能。
「ホーム」リボンの「サイズ変更」で表示される「サイズ変更と傾
斜」画面では、拡大、または縮小するパーセントや縦横のピクセル
数を指定して、サイズを変更できる。メール送信用など用途に合わ
せて変更しよう。

　「ホーム」リボンの「色」には、初期状態で20種類の色が用意さ
れているが、さらにオリジナルの色を追加することも可能。色を追
加するには、はじめに「色の編集」をクリック。これでカラーパレット
が表示されて、好みの色を追加することができる。

　ペイントを使えば写真の上にテキストを追加することが可能。
「ホーム」リボンの「テキスト」ツールを選択して、写真上をクリック
すればテキストボックスが表示され、自由に文字を入力することが
できる。フォントの種類やサイズ、色なども自由に選択可能だ。

　「図形」ツールで描いた図形は、描画直後なら自由に拡大縮小
することができる。描画後に図形の周囲に表示されるハンドルをド
ラッグすることで、拡大や縮小が可能だ。また、図形の中央部をド
ラッグすれば、自由に位置を移動することができる。

　ペイントで開いた画像ファイルはさまざまな形式で保存可能。
画像形式を変更するには、「ファイル」メニュー→「名前を付け
て保存」で形式を選択する。元の画像形式に関係なく、PNGや
JPEG、BMPなどの形式に変換して、画像ファイルを保存し直すこ
とが可能だ。

　「ペイント」はイラストの作成だけでなく、写真の加工にも利用可
能。パソコン内の画像ファイルを開いて、文字や図形などを追加
することができる。画像ファイルは「ファイル」メニューの「開く」か
ら読み込むことが可能だ。

　写真から必要な部分を切り抜くには、はじめに「ホーム」リボンの
「選択」をクリックして、切り抜きたい部分をマウスでドラッグして
選択。選択が完了したら、「トリミング」をクリックする。これで選択し
た部分だけが切り抜かれる。

「ホーム」リボンには23種類の「図形」ツールを用意。輪郭線や塗りつぶしの
色などを自由に選択して、描くことが可能だ。

画像のサイズを変更するには「ホーム」リボンの「サイズ変更」をクリック。
「サイズ変更と傾斜」画面で、パーセント、またはピクセルを指定して、サイ
ズを変更する。

「色の編集」ボタンをクリックすれば、カラーパレットを使ってオリジナルの色
を追加可能。ただし、追加した色は「ペイント」を再起動すると削除される。

まずは「ホーム」リボンの「テキスト」ツールをクリック。これで写真上をクリッ
クして、テキストを追加することができる。

図形を拡大縮小するには、描画直後に表示されるハンドルをドラッグする。ま
た、この状態では色などを変更することも可能だ。

画像形式は「ファイル」メニュー→「名前を付けて保存」で選択。JPEG画像
をPNG形式に変換するといった作業が可能だ。

写真を読み込むには「ファイルメニュー」→「開く」で、画像ファイルを指定。
これでペイントに読み込まれて、編集できるようになる。

必要な部分だけ切り抜くには「選択」ツールで必要な部分を選択して、「トリミ
ング」をクリックする。

PROHOME

マウスドラッグで図形を描く

0682 PROHOME

画像のサイズを変更する

0686PROHOME

オリジナルの色を追加する

0684 PROHOME

写真にテキストを追加する

0688

PROHOME

描画した図形を拡大縮小する

0683 PROHOME

画像の形式を変更する

0687PROHOME

パソコン内の画像ファイルを開く

0685 PROHOME

写真から必要な部分を切り抜く

0689

❶図形を選択

❷ドラッグで図形を描く

❷色を選択する

❸ここをクリック

❷ここをクリック

❶ここをクリックハンドルをドラッグして拡大縮小

テキストを入力

ここをクリック

❶ここをクリック

❷パーセントやピクセル単位で
サイズを指定する

❸保存形式を選択

❷ここをクリック

❶ここをクリック

❸ここをクリック

❷範囲を選択

❶ここをクリック

❶ここをクリック
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　「ペイント」には丸や星、吹き出しなど、さまざまな図形が描ける
「図形」ツールを用意。「ホーム」リボンで図形を選択して、描画
領域でマウスをドラッグするだけで、きれいな形の図形を描くこと
ができる。「Shift」キーを押しながらドラッグすれば、縦横比率の
整った図形になる。

　「ペイント」では読み込んだ画像のサイズを変更することが可能。
「ホーム」リボンの「サイズ変更」で表示される「サイズ変更と傾
斜」画面では、拡大、または縮小するパーセントや縦横のピクセル
数を指定して、サイズを変更できる。メール送信用など用途に合わ
せて変更しよう。

　「ホーム」リボンの「色」には、初期状態で20種類の色が用意さ
れているが、さらにオリジナルの色を追加することも可能。色を追
加するには、はじめに「色の編集」をクリック。これでカラーパレット
が表示されて、好みの色を追加することができる。

　ペイントを使えば写真の上にテキストを追加することが可能。
「ホーム」リボンの「テキスト」ツールを選択して、写真上をクリック
すればテキストボックスが表示され、自由に文字を入力することが
できる。フォントの種類やサイズ、色なども自由に選択可能だ。

　「図形」ツールで描いた図形は、描画直後なら自由に拡大縮小
することができる。描画後に図形の周囲に表示されるハンドルをド
ラッグすることで、拡大や縮小が可能だ。また、図形の中央部をド
ラッグすれば、自由に位置を移動することができる。

　ペイントで開いた画像ファイルはさまざまな形式で保存可能。
画像形式を変更するには、「ファイル」メニュー→「名前を付け
て保存」で形式を選択する。元の画像形式に関係なく、PNGや
JPEG、BMPなどの形式に変換して、画像ファイルを保存し直すこ
とが可能だ。

　「ペイント」はイラストの作成だけでなく、写真の加工にも利用可
能。パソコン内の画像ファイルを開いて、文字や図形などを追加
することができる。画像ファイルは「ファイル」メニューの「開く」か
ら読み込むことが可能だ。

　写真から必要な部分を切り抜くには、はじめに「ホーム」リボンの
「選択」をクリックして、切り抜きたい部分をマウスでドラッグして
選択。選択が完了したら、「トリミング」をクリックする。これで選択し
た部分だけが切り抜かれる。

「ホーム」リボンには23種類の「図形」ツールを用意。輪郭線や塗りつぶしの
色などを自由に選択して、描くことが可能だ。

画像のサイズを変更するには「ホーム」リボンの「サイズ変更」をクリック。
「サイズ変更と傾斜」画面で、パーセント、またはピクセルを指定して、サイ
ズを変更する。

「色の編集」ボタンをクリックすれば、カラーパレットを使ってオリジナルの色
を追加可能。ただし、追加した色は「ペイント」を再起動すると削除される。

まずは「ホーム」リボンの「テキスト」ツールをクリック。これで写真上をクリッ
クして、テキストを追加することができる。

図形を拡大縮小するには、描画直後に表示されるハンドルをドラッグする。ま
た、この状態では色などを変更することも可能だ。

画像形式は「ファイル」メニュー→「名前を付けて保存」で選択。JPEG画像
をPNG形式に変換するといった作業が可能だ。

写真を読み込むには「ファイルメニュー」→「開く」で、画像ファイルを指定。
これでペイントに読み込まれて、編集できるようになる。

必要な部分だけ切り抜くには「選択」ツールで必要な部分を選択して、「トリミ
ング」をクリックする。

PROHOME

マウスドラッグで図形を描く

0682 PROHOME

画像のサイズを変更する

0686PROHOME

オリジナルの色を追加する

0684 PROHOME

写真にテキストを追加する

0688

PROHOME

描画した図形を拡大縮小する

0683 PROHOME

画像の形式を変更する

0687PROHOME

パソコン内の画像ファイルを開く

0685 PROHOME

写真から必要な部分を切り抜く

0689

❶図形を選択

❷ドラッグで図形を描く

❷色を選択する

❸ここをクリック

❷ここをクリック

❶ここをクリックハンドルをドラッグして拡大縮小

テキストを入力

ここをクリック

❶ここをクリック

❷パーセントやピクセル単位で
サイズを指定する

❸保存形式を選択

❷ここをクリック

❶ここをクリック

❸ここをクリック

❷範囲を選択

❶ここをクリック

❶ここをクリック
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「ルーラー」や「グリッド線」にチェックする

　ペイントで読み込んだ写真は左右90度などで回転することがで
きる。回転するには「ホーム」リボンの「回転」で「右へ90度回転」
などを選択するだけ。180度回転させたり、上下左右反転すること
も可能だ。ただし、自由な角度で回転することはできない。

　ペイントで作成した画像を印刷するには「ページ設定」画面を
開いて、印刷に関する設定を行なう。ここでは、印刷する用紙のサ
イズや向き、画像の配置方法を設定可能。余白をなくしてフチなし
で印刷したり、用紙のサイズに合わせて画像を拡大縮小して印刷
することができる。

　ペイントでチラシを作成したり、正確な図形を描くときには、描画
領域に定規代わりになる「ルーラー」や、方眼紙のような「グリッド
線」を表示すると便利。表示するには「表示」リボンの「ルーラー」や

「グリッド線」にチェックを入れるだけだ。

　「ページ設定」が完了したら、実際に印刷する前に「印刷プレ
ビュー」で印刷の状態を確認。画像の配置や余白などを事前に
確認しておけば、印刷の失敗を防ぐことができる。プレビュー確認
後に「印刷プレビュー」リボンで「印刷」をクリックすればプリンター
で印刷される。

写真を回転するには、「ホーム」リボンの「回転」で角度や方向を選択する。

❶ここをクリック

❷ここをクリック

❸ここをクリック

まずは「ファイル」→「

▲

（印刷の右）」→「ページ設定」をクリック。「ページ設
定」画面で用紙サイズや余白などの設定を行なう。

「表示」リボンで「ルーラー」や「グリッド線」を表示すれば、文字や図形を配置
するときのガイドになる。

❶ここをクリック

❷ここをクリック

❸ここをクリック

印刷の状態を確認するには「ファイル」→「

▲

（印刷の右）」→「印刷プレ
ビュー」をクリック。これで画像の配置などを確認して印刷を実行できる。

PROHOME

写真を回転する

0690 PROHOME

印刷する前に
「ページ設定」を行なう

0692

PROHOME

ルーラーやグリッドを表示する

0691 PROHOME

「印刷プレビュー」で仕上がりを確認

0693

回転の角度や方向を選択
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　Windowsストアアプリを入手できる「ストア」アプリを起動する
には、タスクバーの「ストア」アイコンをクリックすればよい。また、
「スタート」メニューから「ストア」を選択してもOKだ。

　導入したWindowsストアアプリをアンインストールしたい場合
は、「スタート」メニューから該当するアプリを右クリックし、アプリメ
ニューからアンインストールを選択すればよい。

　Windowsストアアプリは、「ストア」からインストールすることがで
きる。導入したいアプリを選択して価格ボタンをクリックすればよ
い。

　Windows10は、Microsoftのオンラインストレージ「OneDrive」
がエクスプローラーに統合され、パソコン内のファイルを手軽にオ
ンラインと同期できるようになっている。まずは、OneDriveにサイ
ンインして同期の設定を行なおう。

PROHOME

「ストア」アプリを起動する

0694 PROHOME

Windowsストアアプリを
アンインストールする

0696PROHOME

Windowsストアアプリを
インストールする

0695 PROHOME

OneDriveにサインインする

0697

ここをクリック

1「ストア」アイコンをクリック
タスクバーの「ストア」アイコンをクリックする。

欲しいアプリをクリック

1「ストア」アプリを起動
タスクバーの「ストア」アイコンか、「スタート」メニューの「ストア」をクリック
して「ストア」アプリを起動。人気のアプリ一覧や検索機能を活用して、インス
トールしたいアプリを検索する。

ここをクリック

2価格をクリック
アプリの詳細を確認し、導入したいものに間違いなければ金額ボタン（インス
トールしたことのあるアプリの場合は「インストール」）をクリックする。

インストールした
アプリが表示される

3インストール完了
ダウンロードとインストール操作が自動的に行なわれ、作業が完了すると「ス
タート」メニューの「すべてのアプリ」に表示される。

タイルをクリック

2「スタート」メニューから起動する場合
「スタート」メニューから「ストア」タイルをクリックする。「ストア」タイルがな
い場合は、「すべてのアプリ」から「ストア」をクリックしよう。

3「ストア」アプリが起動
「ストア」アプリが起動する。好みのアプリを見つけてインストールしよう。

2確認画面
アンインストールの確認画面が表示される。本当に削除するなら「アンインス
トール」をクリックすればよい。

クリックしてアンインストール

2サインイン
「OneDriveへようこそ」画面で「使ってみる」をクリック。「サインイン」画面
が表示されたらMicrosoftアカウントでサインインする。

アカウント名とパスワードを入力してここをクリック

3アンインストールできないものもある
アプリによっては右クリックメニューに「アンインストール」が表示されず、ア
ンインストールできないものもあるので注意しよう。

3OneDriveフォルダーや同期の設定
画面の指示にしたがってOneDriveフォルダーや同期の設定を行なえば設定
は完了だ。

1「アンインストール」をクリック
スタートメニューを開き、アンインストールしたいアプリを右クリック→「アン
インストール」を選択する。

❶アプリを右クリック

❷ここをクリック

1「OneDrive」をクリック
スタートメニューを開き、「すべてのアプリ」から「OneDrive」を選択する。タ
イルが表示されている場合はタイルをクリックしてもOKだ。

❷ここをクリック
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　Windowsストアアプリを入手できる「ストア」アプリを起動する
には、タスクバーの「ストア」アイコンをクリックすればよい。また、
「スタート」メニューから「ストア」を選択してもOKだ。

　導入したWindowsストアアプリをアンインストールしたい場合
は、「スタート」メニューから該当するアプリを右クリックし、アプリメ
ニューからアンインストールを選択すればよい。

　Windowsストアアプリは、「ストア」からインストールすることがで
きる。導入したいアプリを選択して価格ボタンをクリックすればよ
い。

　Windows10は、Microsoftのオンラインストレージ「OneDrive」
がエクスプローラーに統合され、パソコン内のファイルを手軽にオ
ンラインと同期できるようになっている。まずは、OneDriveにサイ
ンインして同期の設定を行なおう。

PROHOME

「ストア」アプリを起動する

0694 PROHOME

Windowsストアアプリを
アンインストールする

0696PROHOME

Windowsストアアプリを
インストールする

0695 PROHOME

OneDriveにサインインする

0697

ここをクリック

1「ストア」アイコンをクリック
タスクバーの「ストア」アイコンをクリックする。

欲しいアプリをクリック

1「ストア」アプリを起動
タスクバーの「ストア」アイコンか、「スタート」メニューの「ストア」をクリック
して「ストア」アプリを起動。人気のアプリ一覧や検索機能を活用して、インス
トールしたいアプリを検索する。

ここをクリック

2価格をクリック
アプリの詳細を確認し、導入したいものに間違いなければ金額ボタン（インス
トールしたことのあるアプリの場合は「インストール」）をクリックする。

インストールした
アプリが表示される

3インストール完了
ダウンロードとインストール操作が自動的に行なわれ、作業が完了すると「ス
タート」メニューの「すべてのアプリ」に表示される。

タイルをクリック

2「スタート」メニューから起動する場合
「スタート」メニューから「ストア」タイルをクリックする。「ストア」タイルがな
い場合は、「すべてのアプリ」から「ストア」をクリックしよう。

3「ストア」アプリが起動
「ストア」アプリが起動する。好みのアプリを見つけてインストールしよう。

2確認画面
アンインストールの確認画面が表示される。本当に削除するなら「アンインス
トール」をクリックすればよい。

クリックしてアンインストール

2サインイン
「OneDriveへようこそ」画面で「使ってみる」をクリック。「サインイン」画面
が表示されたらMicrosoftアカウントでサインインする。

アカウント名とパスワードを入力してここをクリック

3アンインストールできないものもある
アプリによっては右クリックメニューに「アンインストール」が表示されず、ア
ンインストールできないものもあるので注意しよう。

3OneDriveフォルダーや同期の設定
画面の指示にしたがってOneDriveフォルダーや同期の設定を行なえば設定
は完了だ。

1「アンインストール」をクリック
スタートメニューを開き、アンインストールしたいアプリを右クリック→「アン
インストール」を選択する。

❶アプリを右クリック

❷ここをクリック

1「OneDrive」をクリック
スタートメニューを開き、「すべてのアプリ」から「OneDrive」を選択する。タ
イルが表示されている場合はタイルをクリックしてもOKだ。

❷ここをクリック
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　OneDriveに不要なファイルを保存しておくと、限りある保存容
量を無駄にしてしまうだけでなく、利用したいファイルも探しにくく
なるなど、何もよいことはない。不要なファイルが保存されているよ
うであれば、該当ファイルをOneDriveから削除して保存容量を有
効活用しよう。

　Windows10では、「OneDrive」がエクスプローラーに統合さ
れ、ローカルのファイルやフォルダーと同じようにOneDrive内の
ファイルやフォルダーにアクセスできる。エクスプローラーを起動し
て「OneDrive」をクリックしてアクセスすればよい。

　OneDriveには、他のユーザーとのファイル共有機能が搭載さ
れている。メール送信やSNSへのアップロードに加え、ダウンロー
ド用リンクの発行にも対応している。

　OneDriveにファイルをアップロードするのは簡単。通常のファ
イルやフォルダーのコピーと同じように、OneDriveのフォルダー内
にドラッグ＆ドロップするだけでよい。

PROHOME

OneDrive上のファイルを削除する

0701PROHOME

OneDrive内のファイルや
フォルダーにアクセスする

0698 PROHOME

OneDrive上のファイルを共有する

0703PROHOME

ファイルやフォルダーを
OneDriveにアップロードする

0700

ここをクリック

3アップロード完了
同期が完了して、ドラッグ＆ドロップしたファイルやフォルダーに緑色のチェッ
クマークが表示されれば、アップロードは完了だ。

2同期が開始される
ファイルやフォルダーがコピーされ、OneDriveとの同期が開始される。

❶ここをクリック

❷ここをクリックして
フォルダーを作成

❸同期が完了すると
緑色のチェックマークがつく

1ファイルやフォルダーをドラッグ＆ドロップ
エクスプローラーでOneDriveを開き、アップロードしたいファイルやフォル
ダーをドラッグ＆ドロップする。

ドラッグ＆ドロップ

　OneDriveに新規のフォルダーを作成するには、「エクスプロー
ラー」を開き、「OneDrive」をクリック。通常のフォルダー作成と同
じように「ホーム」の「新しいフォルダー」から作成すればよい。

　エクスプローラーからOneDriveにアクセスしている場合、One
Drive上のファイルはローカルのファイルと同じように閲覧・編集で
きる。なお、編集して保存したファイルは、OneDriveと同期してOn
eDrive上に保存される。

OneDriveにアクセスしたら、「新しいフォルダー」ボタンをクリックしてフォ
ルダーを作成。同期が完了すると、作成したフォルダーがOneDriveに反映
される。OneDrive直下だけでなく、既存のフォルダー内にも作成可能だ。

エクスプローラーからアクセスすれば、OneDrive上のファイルをダブルク
リックで開き、ローカルのファイルと同じように編集できる。編集後に保存す
ると、OneDrive上のファイルも上書きされるので、編集前の状態を残した
い場合は別名で保存しよう。

「エクスプローラー」を開き、「OneDrive」をクリックすると、OneDrive内の
ファイルやフォルダーにアクセスできる。

エクスプローラーの「OneDrive」でファイルやフォルダーを削除すれば、On
eDrive上からも削除される。ローカルのファイルと同じように削除したい
ファイルを右クリックし、「削除」をクリックすれば削除できる。

PROHOME

OneDriveに新規の
フォルダーを作成する

0699 PROHOME

OneDrive上のファイルを
閲覧・編集する

0702

ダブルクリックで開く

❷ここをクリック

2メールで送信
ブラウザが起動して、OneDriveの共有ページが表示される。メールで送信
する場合、共有相手のメールアドレスやメッセージを入力して「共有」をクリッ
クすればよい。

❷ここをクリック

❶宛先とメッセージを入力

3ダウンロードリンクを取得
ダウンロードリンクを取得する場合は、「リンクの取得」をクリック。表示され
たURLをメッセージなどに貼り付ければよい。「リンクを短縮」をクリックする
と、便利な短縮URLが取得できる。

❶「リンクの取得」をクリック

❷URLが表示される

1「共有」メニューを開く
「エクスプローラー」で「OneDrive」を開き、共有したいファイルを右クリッ
ク。「その他のOneDrive共有オプション」をクリックする。

❶ファイルを右クリック

❷ここをクリック

❶右クリック

緑色のチェックマークが表示されれば
アップロード完了
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　OneDriveに不要なファイルを保存しておくと、限りある保存容
量を無駄にしてしまうだけでなく、利用したいファイルも探しにくく
なるなど、何もよいことはない。不要なファイルが保存されているよ
うであれば、該当ファイルをOneDriveから削除して保存容量を有
効活用しよう。

　Windows10では、「OneDrive」がエクスプローラーに統合さ
れ、ローカルのファイルやフォルダーと同じようにOneDrive内の
ファイルやフォルダーにアクセスできる。エクスプローラーを起動し
て「OneDrive」をクリックしてアクセスすればよい。

　OneDriveには、他のユーザーとのファイル共有機能が搭載さ
れている。メール送信やSNSへのアップロードに加え、ダウンロー
ド用リンクの発行にも対応している。

　OneDriveにファイルをアップロードするのは簡単。通常のファ
イルやフォルダーのコピーと同じように、OneDriveのフォルダー内
にドラッグ＆ドロップするだけでよい。

PROHOME

OneDrive上のファイルを削除する

0701PROHOME

OneDrive内のファイルや
フォルダーにアクセスする

0698 PROHOME

OneDrive上のファイルを共有する

0703PROHOME

ファイルやフォルダーを
OneDriveにアップロードする

0700

ここをクリック

3アップロード完了
同期が完了して、ドラッグ＆ドロップしたファイルやフォルダーに緑色のチェッ
クマークが表示されれば、アップロードは完了だ。

2同期が開始される
ファイルやフォルダーがコピーされ、OneDriveとの同期が開始される。

❶ここをクリック

❷ここをクリックして
フォルダーを作成

❸同期が完了すると
緑色のチェックマークがつく

1ファイルやフォルダーをドラッグ＆ドロップ
エクスプローラーでOneDriveを開き、アップロードしたいファイルやフォル
ダーをドラッグ＆ドロップする。

ドラッグ＆ドロップ

　OneDriveに新規のフォルダーを作成するには、「エクスプロー
ラー」を開き、「OneDrive」をクリック。通常のフォルダー作成と同
じように「ホーム」の「新しいフォルダー」から作成すればよい。

　エクスプローラーからOneDriveにアクセスしている場合、One
Drive上のファイルはローカルのファイルと同じように閲覧・編集で
きる。なお、編集して保存したファイルは、OneDriveと同期してOn
eDrive上に保存される。

OneDriveにアクセスしたら、「新しいフォルダー」ボタンをクリックしてフォ
ルダーを作成。同期が完了すると、作成したフォルダーがOneDriveに反映
される。OneDrive直下だけでなく、既存のフォルダー内にも作成可能だ。

エクスプローラーからアクセスすれば、OneDrive上のファイルをダブルク
リックで開き、ローカルのファイルと同じように編集できる。編集後に保存す
ると、OneDrive上のファイルも上書きされるので、編集前の状態を残した
い場合は別名で保存しよう。

「エクスプローラー」を開き、「OneDrive」をクリックすると、OneDrive内の
ファイルやフォルダーにアクセスできる。

エクスプローラーの「OneDrive」でファイルやフォルダーを削除すれば、On
eDrive上からも削除される。ローカルのファイルと同じように削除したい
ファイルを右クリックし、「削除」をクリックすれば削除できる。

PROHOME

OneDriveに新規の
フォルダーを作成する

0699 PROHOME

OneDrive上のファイルを
閲覧・編集する

0702

ダブルクリックで開く

❷ここをクリック

2メールで送信
ブラウザが起動して、OneDriveの共有ページが表示される。メールで送信
する場合、共有相手のメールアドレスやメッセージを入力して「共有」をクリッ
クすればよい。

❷ここをクリック

❶宛先とメッセージを入力

3ダウンロードリンクを取得
ダウンロードリンクを取得する場合は、「リンクの取得」をクリック。表示され
たURLをメッセージなどに貼り付ければよい。「リンクを短縮」をクリックする
と、便利な短縮URLが取得できる。

❶「リンクの取得」をクリック

❷URLが表示される

1「共有」メニューを開く
「エクスプローラー」で「OneDrive」を開き、共有したいファイルを右クリッ
ク。「その他のOneDrive共有オプション」をクリックする。

❶ファイルを右クリック

❷ここをクリック

❶右クリック

緑色のチェックマークが表示されれば
アップロード完了
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　テクニック0703ではファイルの共有方法を紹介したが、フォル
ダーごと共有することも可能だ。共有したいフォルダーを表示した
状態で右クリックし、共有を設定しよう。

　OneDriveには、Webブラウザからもアクセスできる。ブラウザか
らのアクセスなら別のパソコンからでもアクセス可能。職場や外
出先などで利用することもできて便利だ。

PROHOME

フォルダーを共有する

0704 PROHOME

ブラウザで
OneDriveにアクセスする

0706

❶ここをクリック

❷メールアドレスを入力

❸ここをクリック

1メールアドレスを入力
ブラウザで「https://onedrive.live.com/about/ja-jp/」にアクセスして
「サインイン」をクリック。メールアドレスを入力して「次へ」をクリックする。

❶ファイルを右クリック

❷ここをクリック

1「共有」メニューを開く
「エクスプローラー」で「OneDrive」を開き、共有したいフォルダーを右ク
リック。「その他のOneDrive共有オプション」をクリックする。

2メールで送信
ブラウザが起動して、OneDriveの共有ページが表示される。あとは、ファ
イルの場合と同様にユーザーを招待したり、リンクを取得して共有すればよ
い。

3サインイン完了
サインインが完了すると、OneDriveが表示され、ファイルやフォルダーにア
クセスできるようになる。

　ダウンロード用リンクの取得はエクスプローラーだけでも行なえ
る。右クリックメニューの「OneDriveリンクの共有」をクリックする
だけでOKだ。

❶右クリック

❷ここをクリック

「エクスプローラー」で「OneDrive」を開き、共有したいフォルダーを右ク
リック。「OneDriveリンクの共有」をクリックすると、クリップボードに共有リ
ンクがコピーされる。メールなどにペーストして利用しよう。

PROHOME

エクスプローラーでファイルや
フォルダーのリンクを取得する

0705

❶ここをクリック

❸ここをクリック

❷言語を選択

ここをクリック

ここをクリック

ここをクリック

　ブラウザからOneDriveにアクセスした際にメニューなどが日本
語以外で表示されてしまうことがある。そういった場合は、画面下
部の言語部分をクリックして、「日本語」に変更すればよい。また、
逆に日本語以外の言語で利用したいという場合も、ここから言語
を変更すればOKだ。

　ブラウザからアクセスしたWeb版のOneDriveでは、OneDrive
に最近に使用したファイルだけをまとめて表示することもできる。メ
ニューから「最近使ったアイテム」をクリックすると、最近に使用し
たファイルが一覧表示される。OneDrive直下はもちろん、すべて
のフォルダーからピックアップして表示されるので便利だ。

　ブラウザでOneDriveにアクセスした際のファイルやフォルダー
の表示形式は簡単に変更できる。リスト表示とタイル表示の2種
類があり、画面右上のアイコンをクリックすると、表示形式が切り
変わり、再度クリックすると前の表示形式に切り替わる。

　OneDrive上にあるすべての写真をまとめて表示するには、左
上のアイコンをクリックして、表示されたメニューから「写真」をク
リック。これでフォルダー内にある写真も含めて、すべての写真が
表示される。

画面下部の言語部分をクリックして、「Language」（表示中の言語によって
表示が異なる）欄で言語を選択。「Save」（表示中の言語によって表示が異な
る）をクリックすれば言語の設定が反映される。

メニューから「最近使ったアイテム」をクリックすれば、OneDriveに最近使用
したファイルだけをまとめて表示できる。メニューが表示されていない場合
は、画面左上にある「≡」をクリックして表示すればよい。

タイル表示でアイコンをクリックすると、リスト表示に切り替わり、再度クリッ
クするとタイル表示に切り替わる。

メニューから「写真」をクリックすれば、OneDrive上のすべての写真を一括
表示できる。メニューが表示されていない場合は、画面左上にある「≡」をク
リックして表示させよう。

PROHOME

OneDriveの表示言語を変更する

0707 PROHOME

最近使用したファイルを表示する

0709

PROHOME

ファイルの表示形式を切り替える

0708 PROHOME

写真をすべて表示する

0710

2サインイン
パスワードを入力して、「サインイン」をクリックする。

❶パスワードを入力

❷ここをクリック
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　テクニック0703ではファイルの共有方法を紹介したが、フォル
ダーごと共有することも可能だ。共有したいフォルダーを表示した
状態で右クリックし、共有を設定しよう。

　OneDriveには、Webブラウザからもアクセスできる。ブラウザか
らのアクセスなら別のパソコンからでもアクセス可能。職場や外
出先などで利用することもできて便利だ。

PROHOME

フォルダーを共有する

0704 PROHOME

ブラウザで
OneDriveにアクセスする

0706

❶ここをクリック

❷メールアドレスを入力

❸ここをクリック

1メールアドレスを入力
ブラウザで「https://onedrive.live.com/about/ja-jp/」にアクセスして
「サインイン」をクリック。メールアドレスを入力して「次へ」をクリックする。

❶ファイルを右クリック

❷ここをクリック

1「共有」メニューを開く
「エクスプローラー」で「OneDrive」を開き、共有したいフォルダーを右ク
リック。「その他のOneDrive共有オプション」をクリックする。

2メールで送信
ブラウザが起動して、OneDriveの共有ページが表示される。あとは、ファ
イルの場合と同様にユーザーを招待したり、リンクを取得して共有すればよ
い。

3サインイン完了
サインインが完了すると、OneDriveが表示され、ファイルやフォルダーにア
クセスできるようになる。

　ダウンロード用リンクの取得はエクスプローラーだけでも行なえ
る。右クリックメニューの「OneDriveリンクの共有」をクリックする
だけでOKだ。

❶右クリック

❷ここをクリック

「エクスプローラー」で「OneDrive」を開き、共有したいフォルダーを右ク
リック。「OneDriveリンクの共有」をクリックすると、クリップボードに共有リ
ンクがコピーされる。メールなどにペーストして利用しよう。

PROHOME

エクスプローラーでファイルや
フォルダーのリンクを取得する

0705

❶ここをクリック

❸ここをクリック

❷言語を選択

ここをクリック

ここをクリック

ここをクリック

　ブラウザからOneDriveにアクセスした際にメニューなどが日本
語以外で表示されてしまうことがある。そういった場合は、画面下
部の言語部分をクリックして、「日本語」に変更すればよい。また、
逆に日本語以外の言語で利用したいという場合も、ここから言語
を変更すればOKだ。

　ブラウザからアクセスしたWeb版のOneDriveでは、OneDrive
に最近に使用したファイルだけをまとめて表示することもできる。メ
ニューから「最近使ったアイテム」をクリックすると、最近に使用し
たファイルが一覧表示される。OneDrive直下はもちろん、すべて
のフォルダーからピックアップして表示されるので便利だ。

　ブラウザでOneDriveにアクセスした際のファイルやフォルダー
の表示形式は簡単に変更できる。リスト表示とタイル表示の2種
類があり、画面右上のアイコンをクリックすると、表示形式が切り
変わり、再度クリックすると前の表示形式に切り替わる。

　OneDrive上にあるすべての写真をまとめて表示するには、左
上のアイコンをクリックして、表示されたメニューから「写真」をク
リック。これでフォルダー内にある写真も含めて、すべての写真が
表示される。

画面下部の言語部分をクリックして、「Language」（表示中の言語によって
表示が異なる）欄で言語を選択。「Save」（表示中の言語によって表示が異な
る）をクリックすれば言語の設定が反映される。

メニューから「最近使ったアイテム」をクリックすれば、OneDriveに最近使用
したファイルだけをまとめて表示できる。メニューが表示されていない場合
は、画面左上にある「≡」をクリックして表示すればよい。

タイル表示でアイコンをクリックすると、リスト表示に切り替わり、再度クリッ
クするとタイル表示に切り替わる。

メニューから「写真」をクリックすれば、OneDrive上のすべての写真を一括
表示できる。メニューが表示されていない場合は、画面左上にある「≡」をク
リックして表示させよう。

PROHOME

OneDriveの表示言語を変更する

0707 PROHOME

最近使用したファイルを表示する

0709

PROHOME

ファイルの表示形式を切り替える

0708 PROHOME

写真をすべて表示する

0710

2サインイン
パスワードを入力して、「サインイン」をクリックする。

❶パスワードを入力

❷ここをクリック
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　もちろん、Web版のOneDriveにファイルをアップロードするこ
ともできる。「アップロード」をクリックしてアップロードするファイル
を選択すればOKだ。

　OneDriveに保存されたファイルは、ブラウザ上でファイルの表
示順を並べ替えることができる。画面右上の「並べ替え」メニュー
をクリックし、名前やサイズ、最終更新などの条件を選択すれば、
条件に合わせて並び替えを行なってくれる。昇順、降順を入れ替
えることも可能だ。

　Web版のOneDriveでファイルやフォルダーを選択するには、
ファイルやフォルダーのチェックマークをクリックする。複数選択も
可能で、選択したファイルやフォルダーはチェックマークが青くなる
のですぐにわかる。なお、アイコンやファイル名、フォルダー名をク
リックすると、ファイルやフォルダーが開いてしまうので注意しよう。

　WebブラウザからOneDriveにアクセスすれば、OneDrive上の
ファイルをパソコンにダウンロードすることができる。複数のファイ
ルをまとめてダウンロードすることも可能だ。

　Web版のOneDriveでフォルダーを作成するには、「作成」をク
リックし、「フォルダー」を選択。フォルダー名を入力して新しいフォ
ルダーを作成しよう。

　OneDriveは、Webブラウザで表示した場合、アクセスする度
に、名前順に表示される仕組みになっている。だが、テクニック
0711で並べ替えた順序を保存してしまえば、いつでも並べ替え
た状態で表示させることが可能だ。この操作は、並べ替え画面の
「並べ替え順序を保存」で行なう。

　Web版のOneDriveでファイルやフォルダーを削除するには、
削除するファイルやフォルダーを選択して、「削除」をクリックすれ
ばよい。複数のファイルやフォルダーをまとめて削除することも
可能だ。また、削除するファイルやフォルダーを右クリックして、メ
ニューから「削除」を選択しても削除できる。

ファイルをアップロードするフォルダーを開き、画面上部の「アップロード」を
クリック。「開く」ウィンドウが表示されたら、アップロードしたいファイルを選
択して「開く」をクリックする。

画面右上の「並べ替え」をクリックするとメニューが一覧表示される。並べ替
え条件を選択すれば、手軽に並べ替えを行なうことができる。

タイル表示の場合はアイコンの右上、リスト表示の場合はアイコンの左にあ
るチェックマークをクリックして選択する。なお、選択するためのチェックマー
クはマウスカーソルを合わせたときにだけ表示される。

画面上部の「作成」をクリックしてメニューを表示させたら、「フォルダー」をク
リック。新しいフォルダー名を入力して「作成」をクリックすればフォルダーの
作成は完了だ。

並べ替えが完了したら、「並べ替え順序を保存」を選択して並び順を保存して
おくのがオススメ。次回以降、保存した順序でファイルが表示されるので非
常に便利だ。

削除したいファイルやフォルダーを選択した状態で、画面上部の「削除」をク
リックすると削除できる。

PROHOME

ファイルをアップロードする

0715PROHOME

条件ごとにファイルを並べ替える

0711 PROHOME

ファイルやフォルダーを選択する

0713

PROHOME

フォルダーを作成する

0716PROHOME

並べ替え順序を保存する

0712 PROHOME

ファイルやフォルダーを削除する

0714

PROHOME

OneDrive上のファイルを
ダウンロードする

0717

❷並べ替える条件を選択

❶ここをクリック

❷並べ替える条件を選択

❶ここをクリック

❶ファイルやフォルダーを選択

❷ここをクリック

❶ここをクリック

❷ファイルを選択して
ここをクリック

❶ここをクリック

❷ここをクリック

❸フォルダー名を入力

❹ここをクリック

❶ダウンロードするファイルを選択

❷ここをクリック

1「ダウンロード」をクリック
チェックボックスにチェックを入れて、ダウンロードしたいファイルを選択し
「ダウンロード」をクリックする。複数のファイルを選択してもOKだ。

2ダウンロードが開始される
ダウンロードが開始されるので、完了するまでしばらく待とう。

3ダウンロード完了
ファイルは「ダウンロード」フォルダ（Microsoft Edgeの初期状態）に保存
される。なお、フォルダーや複数のファイルをまとめてダウンロードした場合
は、ZIP形式で圧縮されて保存されているので、解凍して利用しよう。

タイル表示の場合はアイコンの右上の
チェックマークをクリック

リスト表示の場合はアイコンの左の
チェックマークをクリック
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　もちろん、Web版のOneDriveにファイルをアップロードするこ
ともできる。「アップロード」をクリックしてアップロードするファイル
を選択すればOKだ。

　OneDriveに保存されたファイルは、ブラウザ上でファイルの表
示順を並べ替えることができる。画面右上の「並べ替え」メニュー
をクリックし、名前やサイズ、最終更新などの条件を選択すれば、
条件に合わせて並び替えを行なってくれる。昇順、降順を入れ替
えることも可能だ。

　Web版のOneDriveでファイルやフォルダーを選択するには、
ファイルやフォルダーのチェックマークをクリックする。複数選択も
可能で、選択したファイルやフォルダーはチェックマークが青くなる
のですぐにわかる。なお、アイコンやファイル名、フォルダー名をク
リックすると、ファイルやフォルダーが開いてしまうので注意しよう。

　WebブラウザからOneDriveにアクセスすれば、OneDrive上の
ファイルをパソコンにダウンロードすることができる。複数のファイ
ルをまとめてダウンロードすることも可能だ。

　Web版のOneDriveでフォルダーを作成するには、「作成」をク
リックし、「フォルダー」を選択。フォルダー名を入力して新しいフォ
ルダーを作成しよう。

　OneDriveは、Webブラウザで表示した場合、アクセスする度
に、名前順に表示される仕組みになっている。だが、テクニック
0711で並べ替えた順序を保存してしまえば、いつでも並べ替え
た状態で表示させることが可能だ。この操作は、並べ替え画面の
「並べ替え順序を保存」で行なう。

　Web版のOneDriveでファイルやフォルダーを削除するには、
削除するファイルやフォルダーを選択して、「削除」をクリックすれ
ばよい。複数のファイルやフォルダーをまとめて削除することも
可能だ。また、削除するファイルやフォルダーを右クリックして、メ
ニューから「削除」を選択しても削除できる。

ファイルをアップロードするフォルダーを開き、画面上部の「アップロード」を
クリック。「開く」ウィンドウが表示されたら、アップロードしたいファイルを選
択して「開く」をクリックする。

画面右上の「並べ替え」をクリックするとメニューが一覧表示される。並べ替
え条件を選択すれば、手軽に並べ替えを行なうことができる。

タイル表示の場合はアイコンの右上、リスト表示の場合はアイコンの左にあ
るチェックマークをクリックして選択する。なお、選択するためのチェックマー
クはマウスカーソルを合わせたときにだけ表示される。

画面上部の「作成」をクリックしてメニューを表示させたら、「フォルダー」をク
リック。新しいフォルダー名を入力して「作成」をクリックすればフォルダーの
作成は完了だ。

並べ替えが完了したら、「並べ替え順序を保存」を選択して並び順を保存して
おくのがオススメ。次回以降、保存した順序でファイルが表示されるので非
常に便利だ。

削除したいファイルやフォルダーを選択した状態で、画面上部の「削除」をク
リックすると削除できる。

PROHOME

ファイルをアップロードする

0715PROHOME

条件ごとにファイルを並べ替える

0711 PROHOME

ファイルやフォルダーを選択する

0713

PROHOME

フォルダーを作成する

0716PROHOME

並べ替え順序を保存する

0712 PROHOME

ファイルやフォルダーを削除する

0714

PROHOME

OneDrive上のファイルを
ダウンロードする

0717

❷並べ替える条件を選択

❶ここをクリック

❷並べ替える条件を選択

❶ここをクリック

❶ファイルやフォルダーを選択

❷ここをクリック

❶ここをクリック

❷ファイルを選択して
ここをクリック

❶ここをクリック

❷ここをクリック

❸フォルダー名を入力

❹ここをクリック

❶ダウンロードするファイルを選択

❷ここをクリック

1「ダウンロード」をクリック
チェックボックスにチェックを入れて、ダウンロードしたいファイルを選択し
「ダウンロード」をクリックする。複数のファイルを選択してもOKだ。

2ダウンロードが開始される
ダウンロードが開始されるので、完了するまでしばらく待とう。

3ダウンロード完了
ファイルは「ダウンロード」フォルダ（Microsoft Edgeの初期状態）に保存
される。なお、フォルダーや複数のファイルをまとめてダウンロードした場合
は、ZIP形式で圧縮されて保存されているので、解凍して利用しよう。

タイル表示の場合はアイコンの右上の
チェックマークをクリック

リスト表示の場合はアイコンの左の
チェックマークをクリック
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❶右クリック

❷ここをクリック

❸ファイル名を入力

❹ここをクリック

❶ファイルやフォルダーを選択

❷ここをクリック

　Web版のOneDriveでは、OneDrive内の画像や動画、PDFな
どをブラウザ上で閲覧することができる。さらに、Offi  ceドキュメント
の場合は編集することも可能だ。

　OneDriveの無料容量は基本的に15GB（特典で増量している
場合がある）。大量のファイルを保存するなら有料版に登録して容
量を増やしておくとよい。

　アップロードしたファイル名を変更したいという場合は、変更し
たいファイルを右クリック。メニューから「名前の変更」をクリックす
れば、ファイル名を変更することができる。

　「OneNote」は、テキストや手書きでメモをとり、関連する表や画
像などを挿入できる便利なアプリ。「OneNote」を起動するには、
スタートメニューから「OneNote」タイルをクリックしよう。

　Web版のOneDriveは、Offi  ceドキュメントやテキストファイルの
新規作成にも対応している。画面上部の「新規」をクリックし、作
成したいドキュメントの種類を選択して作成しよう。

　Web版のOneDriveでも他のユーザーとファイルやフォルダー
の共有は行なえる。共有するファイルやフォルダーを選択した状態
で「共有」をクリック。あとは、エクスプローラーからの共有と同じよ
うにメールの送信やURLの取得を行なえばOKだ。

　「OneNote」で新規のメモを作成するには、「OneNote」アプリ
を起動して、「最近のノート」の左にある「+」をクリック。これで白
紙のノートが作成されるので、テキストや手書きなどでメモを記入
していこう。

名前を変更したいファイル名を右クリックしてメニューから、「名前の変更」を
クリック。新しいファイル名を入力して「名前の変更」をクリックすれば変更完
了だ。

「スタート」メニューの「OneNote」タイルをクリックすると、OneNoteを起
動できる。「すべてのアプリ」から「OneNote」をクリックしてもOKだ。

❶ここをクリック

❷ドキュメントの種類を選択

ファイルを作成したいフォルダーを開き、「新規」をクリック。メニューから作
成したいドキュメントの種類を選択しよう。

共有するファイルやフォルダーを選択した状態で「共有」をクリックすれば、
メールの送信やURLの取得を行なえる。

「最近のノート」の左にある「+」をクリックすると、新しい白紙のノートを作成
できる。

PROHOME

Web版のOneDriveで
ファイルを閲覧・編集する

0718 PROHOME

OneDriveの保存容量を増やす

0722PROHOME

ファイル名を変更する

0720 PROHOME

「OneNote」を起動する

0723

PROHOME

ファイルを作成する

0719

PROHOME

Web版のOneDriveで
共有を設定する

0721 PROHOME

「OneNote」で
新規のメモを作成する

0724

ファイルをクリック

1ファイルをクリック
閲覧・編集したいファイルをクリックする。

2ファイルの閲覧・編集
手順1でクリックしたファイルが開く。Offi  ceドキュメントは編集も可能だ。

4課金方法の選択
支払情報を入力して容量を追加する。クレジットカード決済とPayPalの種類
から課金方法が選べる。

3追加量を選択
必要な容量や価格を参考に追加量を選択する。

追加するプランを選択

ここをクリック

1「オプション」をクリック
OneDriveのトップ画面の「設定」から「オプション」をクリックする。

❶ここをクリック

❷ドキュメントの種類を選択

ここをクリック

2「追加のディスク容量を購入する」をクリック
OneDriveの利用状況が表示される。容量を追加したい場合は「追加のディ
スク容量を購入する」をクリックする。

ここをクリック
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❶右クリック

❷ここをクリック

❸ファイル名を入力

❹ここをクリック

❶ファイルやフォルダーを選択

❷ここをクリック

　Web版のOneDriveでは、OneDrive内の画像や動画、PDFな
どをブラウザ上で閲覧することができる。さらに、Offi  ceドキュメント
の場合は編集することも可能だ。

　OneDriveの無料容量は基本的に15GB（特典で増量している
場合がある）。大量のファイルを保存するなら有料版に登録して容
量を増やしておくとよい。

　アップロードしたファイル名を変更したいという場合は、変更し
たいファイルを右クリック。メニューから「名前の変更」をクリックす
れば、ファイル名を変更することができる。

　「OneNote」は、テキストや手書きでメモをとり、関連する表や画
像などを挿入できる便利なアプリ。「OneNote」を起動するには、
スタートメニューから「OneNote」タイルをクリックしよう。

　Web版のOneDriveは、Offi  ceドキュメントやテキストファイルの
新規作成にも対応している。画面上部の「新規」をクリックし、作
成したいドキュメントの種類を選択して作成しよう。

　Web版のOneDriveでも他のユーザーとファイルやフォルダー
の共有は行なえる。共有するファイルやフォルダーを選択した状態
で「共有」をクリック。あとは、エクスプローラーからの共有と同じよ
うにメールの送信やURLの取得を行なえばOKだ。

　「OneNote」で新規のメモを作成するには、「OneNote」アプリ
を起動して、「最近のノート」の左にある「+」をクリック。これで白
紙のノートが作成されるので、テキストや手書きなどでメモを記入
していこう。

名前を変更したいファイル名を右クリックしてメニューから、「名前の変更」を
クリック。新しいファイル名を入力して「名前の変更」をクリックすれば変更完
了だ。

「スタート」メニューの「OneNote」タイルをクリックすると、OneNoteを起
動できる。「すべてのアプリ」から「OneNote」をクリックしてもOKだ。

❶ここをクリック

❷ドキュメントの種類を選択

ファイルを作成したいフォルダーを開き、「新規」をクリック。メニューから作
成したいドキュメントの種類を選択しよう。

共有するファイルやフォルダーを選択した状態で「共有」をクリックすれば、
メールの送信やURLの取得を行なえる。

「最近のノート」の左にある「+」をクリックすると、新しい白紙のノートを作成
できる。

PROHOME

Web版のOneDriveで
ファイルを閲覧・編集する

0718 PROHOME

OneDriveの保存容量を増やす

0722PROHOME

ファイル名を変更する

0720 PROHOME

「OneNote」を起動する

0723

PROHOME

ファイルを作成する

0719

PROHOME

Web版のOneDriveで
共有を設定する

0721 PROHOME

「OneNote」で
新規のメモを作成する

0724

ファイルをクリック

1ファイルをクリック
閲覧・編集したいファイルをクリックする。

2ファイルの閲覧・編集
手順1でクリックしたファイルが開く。Offi  ceドキュメントは編集も可能だ。

4課金方法の選択
支払情報を入力して容量を追加する。クレジットカード決済とPayPalの種類
から課金方法が選べる。

3追加量を選択
必要な容量や価格を参考に追加量を選択する。

追加するプランを選択

ここをクリック

1「オプション」をクリック
OneDriveのトップ画面の「設定」から「オプション」をクリックする。

❶ここをクリック

❷ドキュメントの種類を選択

ここをクリック

2「追加のディスク容量を購入する」をクリック
OneDriveの利用状況が表示される。容量を追加したい場合は「追加のディ
スク容量を購入する」をクリックする。

ここをクリック
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❷ここをクリックして画像を選択

❶ここをクリック
テキストの書式を設定

カーソルを移動して文字を入力

❸文字やイラストを描画

❶ここをクリック

❷ペンの太さや色を選択

❷ここをクリック
❶ここをクリック

❸罫線の種類を選択

　「OneNote」でテキストを入力する場合は、テキストを入力する
位置にカーソルを移動して、キーボードで文字を入力すればよい。
なお、画面上部の「ホーム」リボンでフォントや文字の色、太字、箇
条書きなどの設定が行なえる。

　「OneNote」は、既存の写真やイラストを挿入することもできる。
「挿入」リボンの「図」をクリックして、挿入する写真や図を指定す
ればよい。JPEG、BMP、PIG、TIFFなどの形式の画像ファイルを
挿入できる。

　アプリで表示中の情報は、「OneNote」に送信して、テキストや
画像として記録することができる。ただし、メモを取ることができる
のは一部のアプリに限られているので注意しよう。

　「OneNote」では、手書きで文字やイラストをメモすることもでき
る。「描画」リボンを表示して、ペンを選択したら、マウスなどを使っ
て文字やイラストを手書きしていけばよい。ペンの太さや色を選択
することも可能だ。

　「OneNote」のノートに罫線を表示するには、「表示」リボンの
「罫線」をクリック。表示可能な罫線が一覧表示されるので、好み
の罫線をクリックすればよい。通常の罫線だけでなく、方眼線を表
示することも可能だ。

　「OneNote」では、表示中の情報をスクリーンショットで取り込
むこともできる。「共有」ボタンをクリックして表示される「共有」メ
ニューで、「スクリーンショット」を選択後、「OneNote」をクリックし
て保存しよう。

テキストを入力する位置にカーソルを移動して、キーボードで文字を入力す
る。テキストの書式を変更する場合は、テキストを選択した状態で「ホーム」リ
ボンから書式を設定しよう。

「挿入」リボンでは、画像のほか、表やファイル、リンクの挿入も可能。必要に
応じて活用していこう。

メモをとりたい画面を表示した状態で、「共有」ボタンをクリックし、「OneN
ote」をクリック。画面左に内容が表示されるので、必要に応じて編集し、「送
信」ボタンをクリックすれば「OneNote」に保存できる。

「描画」リボンでペンの太さや色を選択して文字やイラストを手書きする。
「消しゴム」で手書きした文字やイラストを消すことができる。

「表示」リボンでは、罫線の表示のほか、画面表示の拡大・縮小の操作も行な
える。

PROHOME

テキストを入力する

0725 PROHOME

写真やイラストを挿入する

0727 PROHOME

「OneNote」に気になる情報を
取り込んでメモ

0729

PROHOME

文字やイラストを手書きする

0726 PROHOME

ノートに罫線を表示する

0728 PROHOME

「OneNote」に
スクリーンショットを取り込む

0730

❷ここをクリック

❸ここをクリック

❶ここをクリック

スクリーンショットとして取り込みたい画面を表示して、「共有」ボタンをク
リック。「共有」メニューで「スクリーンショット」→「OneNote」をクリックす
る。画面左に内容が表示されるので、必要に応じて編集し、「送信」ボタンをク
リックすれば「OneNote」にスクリーンショットが保存できる。

❷ここをクリック

❸ここをクリック

❶ここをクリック

❹ここをクリック

　「OneNote Online」は、OneNoteで作成したノートの閲覧や編
集を行なえるWebアプリ。Ｗｅｂブラウザからアクセス可能なので、
職場や外出先などからOneNoteのノートを利用できて便利だ。

PROHOME

OneNote Onlineを活用する

0731

ここをクリック

1「OneNote Online」にアクセス
Webブラウザで「OneNote Online」(URL:https://www.onenote.com
/hrd)にアクセスして、「Microsoft アカウントでサインイン」をクリックす
る。

サインインする

2サインイン
メールアドレスとパスワードを入力してサインインする。

3ノートの閲覧や編集を行なう
閲覧・編集したいノートを選択すると、選択したノートが表示され、閲覧や編
集が可能になる。もちろん新しいノートを作成することも可能だ。
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❷ここをクリックして画像を選択

❶ここをクリック
テキストの書式を設定

カーソルを移動して文字を入力

❸文字やイラストを描画

❶ここをクリック

❷ペンの太さや色を選択

❷ここをクリック
❶ここをクリック

❸罫線の種類を選択

　「OneNote」でテキストを入力する場合は、テキストを入力する
位置にカーソルを移動して、キーボードで文字を入力すればよい。
なお、画面上部の「ホーム」リボンでフォントや文字の色、太字、箇
条書きなどの設定が行なえる。

　「OneNote」は、既存の写真やイラストを挿入することもできる。
「挿入」リボンの「図」をクリックして、挿入する写真や図を指定す
ればよい。JPEG、BMP、PIG、TIFFなどの形式の画像ファイルを
挿入できる。

　アプリで表示中の情報は、「OneNote」に送信して、テキストや
画像として記録することができる。ただし、メモを取ることができる
のは一部のアプリに限られているので注意しよう。

　「OneNote」では、手書きで文字やイラストをメモすることもでき
る。「描画」リボンを表示して、ペンを選択したら、マウスなどを使っ
て文字やイラストを手書きしていけばよい。ペンの太さや色を選択
することも可能だ。

　「OneNote」のノートに罫線を表示するには、「表示」リボンの
「罫線」をクリック。表示可能な罫線が一覧表示されるので、好み
の罫線をクリックすればよい。通常の罫線だけでなく、方眼線を表
示することも可能だ。

　「OneNote」では、表示中の情報をスクリーンショットで取り込
むこともできる。「共有」ボタンをクリックして表示される「共有」メ
ニューで、「スクリーンショット」を選択後、「OneNote」をクリックし
て保存しよう。

テキストを入力する位置にカーソルを移動して、キーボードで文字を入力す
る。テキストの書式を変更する場合は、テキストを選択した状態で「ホーム」リ
ボンから書式を設定しよう。

「挿入」リボンでは、画像のほか、表やファイル、リンクの挿入も可能。必要に
応じて活用していこう。

メモをとりたい画面を表示した状態で、「共有」ボタンをクリックし、「OneN
ote」をクリック。画面左に内容が表示されるので、必要に応じて編集し、「送
信」ボタンをクリックすれば「OneNote」に保存できる。

「描画」リボンでペンの太さや色を選択して文字やイラストを手書きする。
「消しゴム」で手書きした文字やイラストを消すことができる。

「表示」リボンでは、罫線の表示のほか、画面表示の拡大・縮小の操作も行な
える。

PROHOME

テキストを入力する

0725 PROHOME

写真やイラストを挿入する

0727 PROHOME

「OneNote」に気になる情報を
取り込んでメモ

0729

PROHOME

文字やイラストを手書きする

0726 PROHOME

ノートに罫線を表示する

0728 PROHOME

「OneNote」に
スクリーンショットを取り込む

0730

❷ここをクリック

❸ここをクリック

❶ここをクリック

スクリーンショットとして取り込みたい画面を表示して、「共有」ボタンをク
リック。「共有」メニューで「スクリーンショット」→「OneNote」をクリックす
る。画面左に内容が表示されるので、必要に応じて編集し、「送信」ボタンをク
リックすれば「OneNote」にスクリーンショットが保存できる。

❷ここをクリック

❸ここをクリック

❶ここをクリック

❹ここをクリック

　「OneNote Online」は、OneNoteで作成したノートの閲覧や編
集を行なえるWebアプリ。Ｗｅｂブラウザからアクセス可能なので、
職場や外出先などからOneNoteのノートを利用できて便利だ。

PROHOME

OneNote Onlineを活用する

0731

ここをクリック

1「OneNote Online」にアクセス
Webブラウザで「OneNote Online」(URL:https://www.onenote.com
/hrd)にアクセスして、「Microsoft アカウントでサインイン」をクリックす
る。

サインインする

2サインイン
メールアドレスとパスワードを入力してサインインする。

3ノートの閲覧や編集を行なう
閲覧・編集したいノートを選択すると、選択したノートが表示され、閲覧や編
集が可能になる。もちろん新しいノートを作成することも可能だ。
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表示形式を選択

詳細を確認したい
予定をクリック

❶ここをクリック

❷予定の内容を入力して
ここをクリック

　カレンダーの確認やスケジュールの管理に活用できる「カレン
ダー」アプリはスタートメニューから起動する。初回起動時には、設
定が必要なので、まずは設定を行なおう。

　「カレンダー」アプリには、予定を登録しておくことができる。件
名や日時、実行時間や場所などを細かく記入できるので活用して
みよう。

　カレンダーの表示形式は画面右上のアイコンから変更できる。
「日」「稼働日」「週」「月」の4種類の表示形式から好みのものを
クリックしよう。

　登録した予定はカレンダーの予定の日に開始時刻とタイトルが
表示される。終了時刻や場所など、カレンダーには表示されない情
報を確認するには、カレンダー上の予定をクリックする。

画面左上から「新しいイベント」（表示されていない場合は「≡」アイコンをク
リックして表示）を選択すると、予定の登録画面が表示される。予定の内容を
記入して「保存して閉じる」をクリックしよう。

画面右上の各アイコンをクリックすると、その表示形式に変更できる。
カレンダー上で予定をクリックすると、予定の登録画面が表示されて終了時
刻や場所などが確認できる。ここから予定の内容の変更も可能だ。

PROHOME

カレンダーを起動する

0732 PROHOME

予定を登録する

0734

PROHOME

カレンダーの表示を変更する

0733

PROHOME

予定の詳細を確認する

0735

ここをクリック

1「カレンダー」の起動
「スタート」メニューの「カレンダー」タイルをクリックすると起動できる。「す
べてのアプリ」から「カレンダー」をクリックしてもOKだ。

❶ここをクリックして
アカウントを追加

❷ここをクリック

2初期設定を行なう
初回起動時にはアカウントの設定が必要になる。「ようこそ」画面で「使って
みる」をクリックしたら、「アカウント」画面で同期するアカウントを設定する。

ここをクリック
時間を設定

❶カレンダーを右クリック

❷色を選択

❶ここをクリック

❷繰り返しの頻度などを設定

　「カレンダー」アプリには、予定の時間が近づくと通知する「ア
ラーム」機能が搭載されている。予定を忘れたといったミスを防止
するためにも登録しておくとよい。予定の登録画面でアラームを鳴
らす時間を設定すれば、指定した時間にアラームで通知されるよ
うになる。

　すでに終了した予定をいつまでもカレンダー上に残しておくと、
整理できなくなるだけでなく、あとで読み返したときに邪魔になるこ
とも多い。そんな場合は、完了した予定は削除してしまおう。予定
を削除するには、該当する予定の登録画面を開いて、「削除」をク
リックすればよい。

　毎週や毎月のように繰り返し行なわれる予定を登録する場合
は「繰り返し」を利用すると便利。予定の登録画面で画面上部の
「繰り返し」をクリックすると、繰り返しの設定ができるようになる
ので、「毎週●曜日」や「毎月」といった繰り返しの頻度などを設定
すればよい。

　登録した予定は同期しているカレンダーごとに色分けされてカレ
ンダー上に表示されるが、この色は変更することができる。カレン
ダーの色を変えるには、画面左のメニューで色を変更するカレン
ダーを右クリックして、利用したい色を選択すればよい。

スケジュールの登録画面を開き、画面上部の「アラーム」欄にアラームを鳴ら
す時間を設定する。ここで表示される「～分」は「～分」前、「～時間」は「～時
間」前という意味だ。

削除したい予定の詳細を開き、画面左上の「削除」をクリックすれば削除でき
る。

予定の登録画面を開き、画面上部の「繰り返し」をクリック。繰り返しの設定が
表示されるので、繰り返しの頻度などを設定する。

画面左のメニュー（表示されていない場合は「≡」アイコンをクリックして表
示）から色を変更するカレンダーを右クリック。表示された色から利用したい
色をクリックする。

PROHOME

予定にアラームを設定する

0736 PROHOME

終了した予定を削除する

0738

PROHOME

予定の繰り返しを設定する

0737 PROHOME

複数のカレンダーを
色を変えて表示する

0739
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表示形式を選択

詳細を確認したい
予定をクリック

❶ここをクリック

❷予定の内容を入力して
ここをクリック

　カレンダーの確認やスケジュールの管理に活用できる「カレン
ダー」アプリはスタートメニューから起動する。初回起動時には、設
定が必要なので、まずは設定を行なおう。

　「カレンダー」アプリには、予定を登録しておくことができる。件
名や日時、実行時間や場所などを細かく記入できるので活用して
みよう。

　カレンダーの表示形式は画面右上のアイコンから変更できる。
「日」「稼働日」「週」「月」の4種類の表示形式から好みのものを
クリックしよう。

　登録した予定はカレンダーの予定の日に開始時刻とタイトルが
表示される。終了時刻や場所など、カレンダーには表示されない情
報を確認するには、カレンダー上の予定をクリックする。

画面左上から「新しいイベント」（表示されていない場合は「≡」アイコンをク
リックして表示）を選択すると、予定の登録画面が表示される。予定の内容を
記入して「保存して閉じる」をクリックしよう。

画面右上の各アイコンをクリックすると、その表示形式に変更できる。
カレンダー上で予定をクリックすると、予定の登録画面が表示されて終了時
刻や場所などが確認できる。ここから予定の内容の変更も可能だ。

PROHOME

カレンダーを起動する

0732 PROHOME

予定を登録する

0734

PROHOME

カレンダーの表示を変更する

0733

PROHOME

予定の詳細を確認する

0735

ここをクリック

1「カレンダー」の起動
「スタート」メニューの「カレンダー」タイルをクリックすると起動できる。「す
べてのアプリ」から「カレンダー」をクリックしてもOKだ。

❶ここをクリックして
アカウントを追加

❷ここをクリック

2初期設定を行なう
初回起動時にはアカウントの設定が必要になる。「ようこそ」画面で「使って
みる」をクリックしたら、「アカウント」画面で同期するアカウントを設定する。

ここをクリック
時間を設定

❶カレンダーを右クリック

❷色を選択

❶ここをクリック

❷繰り返しの頻度などを設定

　「カレンダー」アプリには、予定の時間が近づくと通知する「ア
ラーム」機能が搭載されている。予定を忘れたといったミスを防止
するためにも登録しておくとよい。予定の登録画面でアラームを鳴
らす時間を設定すれば、指定した時間にアラームで通知されるよ
うになる。

　すでに終了した予定をいつまでもカレンダー上に残しておくと、
整理できなくなるだけでなく、あとで読み返したときに邪魔になるこ
とも多い。そんな場合は、完了した予定は削除してしまおう。予定
を削除するには、該当する予定の登録画面を開いて、「削除」をク
リックすればよい。

　毎週や毎月のように繰り返し行なわれる予定を登録する場合
は「繰り返し」を利用すると便利。予定の登録画面で画面上部の
「繰り返し」をクリックすると、繰り返しの設定ができるようになる
ので、「毎週●曜日」や「毎月」といった繰り返しの頻度などを設定
すればよい。

　登録した予定は同期しているカレンダーごとに色分けされてカレ
ンダー上に表示されるが、この色は変更することができる。カレン
ダーの色を変えるには、画面左のメニューで色を変更するカレン
ダーを右クリックして、利用したい色を選択すればよい。

スケジュールの登録画面を開き、画面上部の「アラーム」欄にアラームを鳴ら
す時間を設定する。ここで表示される「～分」は「～分」前、「～時間」は「～時
間」前という意味だ。

削除したい予定の詳細を開き、画面左上の「削除」をクリックすれば削除でき
る。

予定の登録画面を開き、画面上部の「繰り返し」をクリック。繰り返しの設定が
表示されるので、繰り返しの頻度などを設定する。

画面左のメニュー（表示されていない場合は「≡」アイコンをクリックして表
示）から色を変更するカレンダーを右クリック。表示された色から利用したい
色をクリックする。

PROHOME

予定にアラームを設定する

0736 PROHOME

終了した予定を削除する

0738

PROHOME

予定の繰り返しを設定する

0737 PROHOME

複数のカレンダーを
色を変えて表示する

0739
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❶参加者を登録

❷ここをクリック

　カレンダーの表示形式は「カレンダー」アプリの「設定」から変更
できる。週の開始曜日や稼働日など、自由に設定できるので、好み
のものに変更しておくとよいだろう。

　作成した予定にほかのユーザーを招待するには、予定の作成
画面で招待者を設定し、送信すればよい。複数のユーザーを招待
することもできる。

予定の作成画面で予定の内容を入力した状態で、「参加者」欄に招待したい
人のメールアドレスを入力して設定（「People」アプリに登録しているユー
ザーの場合は名前から検索可能）。「送信」をクリックすれば、参加者に登録し
たユーザーに招待メールが送信される。

PROHOME

カレンダーの表示形式を変更する

0740

PROHOME

作成した予定に
ほかのユーザーを招待する

0741

　最新のニュースを手軽にチェックしたいなら、「ニュース」アプリ
が便利。国内のトップニュースはもちろん、国際ニュース、エンタメ
情報や経済情報など、多彩なニュースがこのアプリひとつでチェッ
クできる。

PROHOME

ニュースをチェックする

0742

ここをクリック

1「ニュース」アプリを起動
「ニュース」アプリは、「スタート」メニューの「ニュース」タイルをクリックすれ
ば起動できる。「すべてのアプリ」から「ニュース」をクリックしてもOKだ。

カテゴリをクリック

2トップ画面
ニュースアプリを起動するとトップニュースが表示される。画面上部のカテゴ
リ名をクリックすれば、そのカテゴリのニュースを表示できる。

気になるニュースをクリック

3ニュース一覧の表示
選択したカテゴリのニュースが一覧表示される。気になるものがあればク
リックして詳細をチェックしてみよう。

キーワードを入力

❶ここをクリック

❷ジャンルを選択

❸クリックしてチェックを入れる

❶ここをクリック

❷キーワードを入力

　「ニュース」アプリのトップ画面に表示されるカテゴリは追加する
ことができる。トップ画面に表示したいカテゴリを「マイニュース」に
登録しておこう。

　「マイニュース」に表示されるカテゴリは既存のものだけでなく、
任意のキーワードを作成して追加することもできる。「マイニュー
ス」に登録しておこう。

　「マイニュース」に表示されるカテゴリに不要なものがある場合
は削除しておくとよい。「マイニュース」の登録画面で不要なカテ
ゴリのチェックをはずしておこう。

　「ニュース」アプリではニュースをキーワード検索することもでき
る。検索ボックスにキーワードを入力すれば、関連するニュースが
ピックアップされる。

「気になる」アイコンをクリックして、ニュースのジャンルを選択。カテゴリが
一覧表示されるので、目的のカテゴリの「+」をクリックしてチェックを入れれ
ば、そのカテゴリがトップ画面に表示されるようになる。

マイニュースの登録画面を開き、画面上部の「+」をクリック。「気になるを追
加」でキーワードを入力し、虫眼鏡型のアイコンをクリックすればそのキー
ワードがトップ画面に表示されるようになる。

❶ここをクリック

❷ジャンルを選択

❸クリックしてチェックをはずす

マイニュースの登録画面で削除したいカテゴリを表示して、チェックをはずせ
ばそのカテゴリがトップ画面に表示されなくなる。

画面右上の検索ボックスにキーワードを入力すると、キーワードに関連する
ニュースを検索できる。

PROHOME

気になるカテゴリを
マイニュースに追加する

0743 PROHOME

任意のキーワードを
マイニュースに追加する

0745

PROHOME

不要なカテゴリを
マイニュースから削除する

0744 PROHOME

ニュースを検索する

0746

画面左下の「設定」アイコンをクリックして「予定表の設定」をクリック。「予定
表の設定」で表示形式を変更する。

❶ここをクリック

❸表示形式を設定

❷ここをクリック

❸ここをクリック
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❶参加者を登録

❷ここをクリック

　カレンダーの表示形式は「カレンダー」アプリの「設定」から変更
できる。週の開始曜日や稼働日など、自由に設定できるので、好み
のものに変更しておくとよいだろう。

　作成した予定にほかのユーザーを招待するには、予定の作成
画面で招待者を設定し、送信すればよい。複数のユーザーを招待
することもできる。

予定の作成画面で予定の内容を入力した状態で、「参加者」欄に招待したい
人のメールアドレスを入力して設定（「People」アプリに登録しているユー
ザーの場合は名前から検索可能）。「送信」をクリックすれば、参加者に登録し
たユーザーに招待メールが送信される。

PROHOME

カレンダーの表示形式を変更する

0740

PROHOME

作成した予定に
ほかのユーザーを招待する

0741

　最新のニュースを手軽にチェックしたいなら、「ニュース」アプリ
が便利。国内のトップニュースはもちろん、国際ニュース、エンタメ
情報や経済情報など、多彩なニュースがこのアプリひとつでチェッ
クできる。

PROHOME

ニュースをチェックする

0742

ここをクリック

1「ニュース」アプリを起動
「ニュース」アプリは、「スタート」メニューの「ニュース」タイルをクリックすれ
ば起動できる。「すべてのアプリ」から「ニュース」をクリックしてもOKだ。

カテゴリをクリック

2トップ画面
ニュースアプリを起動するとトップニュースが表示される。画面上部のカテゴ
リ名をクリックすれば、そのカテゴリのニュースを表示できる。

気になるニュースをクリック

3ニュース一覧の表示
選択したカテゴリのニュースが一覧表示される。気になるものがあればク
リックして詳細をチェックしてみよう。

キーワードを入力

❶ここをクリック

❷ジャンルを選択

❸クリックしてチェックを入れる

❶ここをクリック

❷キーワードを入力

　「ニュース」アプリのトップ画面に表示されるカテゴリは追加する
ことができる。トップ画面に表示したいカテゴリを「マイニュース」に
登録しておこう。

　「マイニュース」に表示されるカテゴリは既存のものだけでなく、
任意のキーワードを作成して追加することもできる。「マイニュー
ス」に登録しておこう。

　「マイニュース」に表示されるカテゴリに不要なものがある場合
は削除しておくとよい。「マイニュース」の登録画面で不要なカテ
ゴリのチェックをはずしておこう。

　「ニュース」アプリではニュースをキーワード検索することもでき
る。検索ボックスにキーワードを入力すれば、関連するニュースが
ピックアップされる。

「気になる」アイコンをクリックして、ニュースのジャンルを選択。カテゴリが
一覧表示されるので、目的のカテゴリの「+」をクリックしてチェックを入れれ
ば、そのカテゴリがトップ画面に表示されるようになる。

マイニュースの登録画面を開き、画面上部の「+」をクリック。「気になるを追
加」でキーワードを入力し、虫眼鏡型のアイコンをクリックすればそのキー
ワードがトップ画面に表示されるようになる。

❶ここをクリック

❷ジャンルを選択

❸クリックしてチェックをはずす

マイニュースの登録画面で削除したいカテゴリを表示して、チェックをはずせ
ばそのカテゴリがトップ画面に表示されなくなる。

画面右上の検索ボックスにキーワードを入力すると、キーワードに関連する
ニュースを検索できる。

PROHOME

気になるカテゴリを
マイニュースに追加する

0743 PROHOME

任意のキーワードを
マイニュースに追加する

0745

PROHOME

不要なカテゴリを
マイニュースから削除する

0744 PROHOME

ニュースを検索する

0746

画面左下の「設定」アイコンをクリックして「予定表の設定」をクリック。「予定
表の設定」で表示形式を変更する。

❶ここをクリック

❸表示形式を設定

❷ここをクリック

❸ここをクリック
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ここをクリックして
お気に入りからはずす

　「スポーツ」アプリでお気に入りのチーム情報をチェックしたい
場合、「お気に入りチーム」機能を活用すると便利。チーム名を検
索するだけで登録することができ、チームの試合日程や結果など
が手軽にチェックできる。ただし、すべてのスポーツチームに対応し
ているわけではないので注意が必要だ。

❷「+」をクリック

❸検索結果から
追加したいチームをクリック

❷追加したいチーム名を入力

❶ここをクリック

「マイスポーツ」アイコンをクリックして、「お気に入りチーム」の「+」ボタンを
クリック。チーム名を入力して追加すればよい。

チームをクリックすると、そのチームの詳細情報が表示される。

PROHOME

お気に入りのチームを登録する

0748

　お気に入り登録したチームは、「スポーツ」アプリのトップ画面に
表示される。チーム名をクリックすれば、最新ニュースや試合日程、
結果などを確認することができる。なお、お気に入りからはずす場
合は、画面上部の「★」アイコンをクリックすればよい。

PROHOME

お気に入りのチームの情報を見る

0749

　「スポーツ」アプリは、スポーツの最新情報がひと目でチェックで
きるニュースアプリ。野球やゴルフ、F1にサッカーなど、多彩なス
ポーツ情報の収集に役立てよう。

　最新の金融情報をチェックしたい場合、「マネー」アプリを活用
すると便利。株価や主要な指数、為替レートなど、多彩な情報を入
手することができる。

　お気に入りの銘柄情報へすばやくアクセスしたいなら「ウォッチ
リスト」を活用するのが便利。企業名や証券コードを入力するだけ
で株価や値上がり率などが確認できる。

PROHOME

スポーツの情報を見る

0747 PROHOME

金融情報をチェックする

0750 PROHOME

銘柄をウォッチリストに登録する

0751

ここをクリック

1「スポーツ」アプリを起動
「スポーツ」アプリは、「スタート」メニューの「スポーツ」タイルをクリックすれ
ば起動できる。「すべてのアプリ」から「スポーツ」をクリックしてもOKだ。

ここからスポーツを選択

2スポーツを選択
アプリが起動すると最新の話題が一覧表示される。画面の左側からスポーツ
のカテゴリを選択することも可能だ。

3スポーツのメニューの表示
手順2で選択したスポーツのニュースが表示される。最新の試合結果や日程
など、スポーツごとに最新の情報がチェックできる。

2トップ画面
トップ画面では、最新ニュースや日経平均、市場の動向が確認できる。

3「ウォッチリスト」を見る
「ウォッチリスト」に登録した企業の株価情報が表示される。企業名をクリック
するとさらに詳細な情報を確認できる。

1「マネー」アプリを起動
「スタート」メニューの「すべてのアプリ」から「マネー」をクリックすれば「マ
ネー」アプリを起動できる。「マネー」タイルがあるなら、タイルをクリックし
てもOKだ。

ここをクリック

3表示項目を切り替える
画面左側のアイコンで表示項目を切り替えることができる。

ここから表示項目を選択

1「ウォッチリスト」を開く
銘柄の登録は「ウォッチリスト」画面から行なうことができる。画面左側の
「ウォッチリスト」をクリックして画面上部の「+」をクリックしよう。

❷「+」をクリック

❶ここをクリック

2銘柄の登録
銘柄の登録画面が表示される。企業名や証券コードを入力して、検索結果か
ら追加したい銘柄をクリックする。

❶企業名や証券コードを入力

❸検索結果から
追加したい銘柄をクリック
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ここをクリックして
お気に入りからはずす

　「スポーツ」アプリでお気に入りのチーム情報をチェックしたい
場合、「お気に入りチーム」機能を活用すると便利。チーム名を検
索するだけで登録することができ、チームの試合日程や結果など
が手軽にチェックできる。ただし、すべてのスポーツチームに対応し
ているわけではないので注意が必要だ。

❷「+」をクリック

❸検索結果から
追加したいチームをクリック

❷追加したいチーム名を入力

❶ここをクリック

「マイスポーツ」アイコンをクリックして、「お気に入りチーム」の「+」ボタンを
クリック。チーム名を入力して追加すればよい。

チームをクリックすると、そのチームの詳細情報が表示される。

PROHOME

お気に入りのチームを登録する

0748

　お気に入り登録したチームは、「スポーツ」アプリのトップ画面に
表示される。チーム名をクリックすれば、最新ニュースや試合日程、
結果などを確認することができる。なお、お気に入りからはずす場
合は、画面上部の「★」アイコンをクリックすればよい。

PROHOME

お気に入りのチームの情報を見る

0749

　「スポーツ」アプリは、スポーツの最新情報がひと目でチェックで
きるニュースアプリ。野球やゴルフ、F1にサッカーなど、多彩なス
ポーツ情報の収集に役立てよう。

　最新の金融情報をチェックしたい場合、「マネー」アプリを活用
すると便利。株価や主要な指数、為替レートなど、多彩な情報を入
手することができる。

　お気に入りの銘柄情報へすばやくアクセスしたいなら「ウォッチ
リスト」を活用するのが便利。企業名や証券コードを入力するだけ
で株価や値上がり率などが確認できる。

PROHOME

スポーツの情報を見る

0747 PROHOME

金融情報をチェックする

0750 PROHOME

銘柄をウォッチリストに登録する

0751

ここをクリック

1「スポーツ」アプリを起動
「スポーツ」アプリは、「スタート」メニューの「スポーツ」タイルをクリックすれ
ば起動できる。「すべてのアプリ」から「スポーツ」をクリックしてもOKだ。

ここからスポーツを選択

2スポーツを選択
アプリが起動すると最新の話題が一覧表示される。画面の左側からスポーツ
のカテゴリを選択することも可能だ。

3スポーツのメニューの表示
手順2で選択したスポーツのニュースが表示される。最新の試合結果や日程
など、スポーツごとに最新の情報がチェックできる。

2トップ画面
トップ画面では、最新ニュースや日経平均、市場の動向が確認できる。

3「ウォッチリスト」を見る
「ウォッチリスト」に登録した企業の株価情報が表示される。企業名をクリック
するとさらに詳細な情報を確認できる。

1「マネー」アプリを起動
「スタート」メニューの「すべてのアプリ」から「マネー」をクリックすれば「マ
ネー」アプリを起動できる。「マネー」タイルがあるなら、タイルをクリックし
てもOKだ。

ここをクリック

3表示項目を切り替える
画面左側のアイコンで表示項目を切り替えることができる。

ここから表示項目を選択

1「ウォッチリスト」を開く
銘柄の登録は「ウォッチリスト」画面から行なうことができる。画面左側の
「ウォッチリスト」をクリックして画面上部の「+」をクリックしよう。

❷「+」をクリック

❶ここをクリック

2銘柄の登録
銘柄の登録画面が表示される。企業名や証券コードを入力して、検索結果か
ら追加したい銘柄をクリックする。

❶企業名や証券コードを入力

❸検索結果から
追加したい銘柄をクリック
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ここをクリック

ここをクリック

❶ここをクリック

❷金額などを設定

❸ここをクリック

　「マネー」アプリのトップ画面には最新の経済ニュースが表示
されるが、さらに経済ニュースをチェックしたい場合は、画面上部の
「ニュース」をクリックしよう。トップ画面よりも数多くの経済ニュー
スが表示される。ジャンルごとに表示することも可能だ。

　「マネー」アプリの画面左のメニューから「世界の市場」を開け
ば、日経平均株価やNYダウ、上海総合指数など、各国の株価指
数がチェックできる。各国の株価指数は世界地図上に表示され、
それぞれの上昇率や価格も確認可能。クリックすれば各市場の
詳細な情報もチェックできる。

　為替レートを計算したい場合は「マネー」アプリの「為替計算
機」を利用すると便利だ。通貨を選択して金額を入力するだけで
自動的に通貨計算を行なうことができる。世界各国の通貨変換に
対応しているほか、最新の為替レートで計算が行なえるので投資
や旅行時の参考にしよう。

　「マネー」アプリは住宅ローンの計算にも対応している。融資手
数料や年利、期間の設定が可能で、月の支払金額や支払総額、
利息などを簡単に計算することが可能だ。さらに、残高と返済額を
グラフで比較したり、支払いのスケジュールなどもチェックできる
ので便利に使える。

ニュース欄には主要ニュースが一覧表示される。それぞれの見出しクリック
すれば、詳細が確認できる。

世界市場の動向が一目瞭然。それぞれ価格と値上がり率などの情報が表示
されているのでひと目で動向がチェックできる。各市場をクリックすれば、さ
らに詳細な情報をチェック可能だ。

通貨と金額を指定するだけで自動的に換算される。画面下部には他の通貨
での換算結果も表示されるので便利だ。

月の支払金額や支払総額、利息だけでなく、残高と返済額のグラフや支払い
のスケジュールもチェックできる。

PROHOME

経済ニュースを見る

0752 PROHOME

株価指数を見る

0754

PROHOME

為替計算をする

0753 PROHOME

住宅ローンを計算する

0755

　天気予報をチェックしたい場合は、「天気」アプリを利用すると
便利。現在地周辺の天気はもちろん、指定した地域の詳細な気
象状況や週間天気をチェックすることができる。

　初回起動時に設定した「天気」アプリのトップ画面に表示される
天気予報の地域は変更することも可能。「地域設定」から表示し
たい地域を指定しよう。

PROHOME

天気予報をチェック

0756 PROHOME

トップ画面で表示される
地域を変更する

0757

ここをクリック

1「天気」アプリを起動
「スタート」メニューの「天気」タイルをクリックして「天気」アプリを起動する。
「すべてのアプリ」から「天気」をクリックしてもOKだ。

表示したい地域を入力

現在地付近の天気を表示する場合はここにチェックを入れる

2地域を変更
表示したい地域を入力して地域を変更する。また、「常に現在値を検出する」
にチェックを入れれば、指定した地域ではなく現在地付近の天気を表示する
ように設定することも可能だ。

3天気予報が表示される
以降は手順2で設定した地域の天気が表示されるようになる。

「オン」にする

3位置情報を「オン」にする
現在地付近の天気を表示するには位置情報を「オン」にする必要がある。
スタートメニューの「設定」→「プライバシー」→「位置情報」で「位置情報」と
「MSN天気」を「オン」にしておこう。

❶地名を入力

❷検索結果から表示したい地域をクリック

2表示する地域を設定
初回起動時には表示する地域の設定が必要。地名などでキーワード検索して
地域を登録しよう。

❶ここをクリック

❹換算結果が表示される

❷通貨を選択

❸金額を入力

1「起動時の場所を変更」をクリック
「地域設定」をクリックして、表示される天気予報の地域を右クリック。表示さ
れた「起動時の場所を変更」をクリックする。

❶ここをクリック

❷右クリック

❸ここをクリック
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ここをクリック

ここをクリック

❶ここをクリック

❷金額などを設定

❸ここをクリック

　「マネー」アプリのトップ画面には最新の経済ニュースが表示
されるが、さらに経済ニュースをチェックしたい場合は、画面上部の
「ニュース」をクリックしよう。トップ画面よりも数多くの経済ニュー
スが表示される。ジャンルごとに表示することも可能だ。

　「マネー」アプリの画面左のメニューから「世界の市場」を開け
ば、日経平均株価やNYダウ、上海総合指数など、各国の株価指
数がチェックできる。各国の株価指数は世界地図上に表示され、
それぞれの上昇率や価格も確認可能。クリックすれば各市場の
詳細な情報もチェックできる。

　為替レートを計算したい場合は「マネー」アプリの「為替計算
機」を利用すると便利だ。通貨を選択して金額を入力するだけで
自動的に通貨計算を行なうことができる。世界各国の通貨変換に
対応しているほか、最新の為替レートで計算が行なえるので投資
や旅行時の参考にしよう。

　「マネー」アプリは住宅ローンの計算にも対応している。融資手
数料や年利、期間の設定が可能で、月の支払金額や支払総額、
利息などを簡単に計算することが可能だ。さらに、残高と返済額を
グラフで比較したり、支払いのスケジュールなどもチェックできる
ので便利に使える。

ニュース欄には主要ニュースが一覧表示される。それぞれの見出しクリック
すれば、詳細が確認できる。

世界市場の動向が一目瞭然。それぞれ価格と値上がり率などの情報が表示
されているのでひと目で動向がチェックできる。各市場をクリックすれば、さ
らに詳細な情報をチェック可能だ。

通貨と金額を指定するだけで自動的に換算される。画面下部には他の通貨
での換算結果も表示されるので便利だ。

月の支払金額や支払総額、利息だけでなく、残高と返済額のグラフや支払い
のスケジュールもチェックできる。

PROHOME

経済ニュースを見る

0752 PROHOME

株価指数を見る

0754

PROHOME

為替計算をする

0753 PROHOME

住宅ローンを計算する

0755

　天気予報をチェックしたい場合は、「天気」アプリを利用すると
便利。現在地周辺の天気はもちろん、指定した地域の詳細な気
象状況や週間天気をチェックすることができる。

　初回起動時に設定した「天気」アプリのトップ画面に表示される
天気予報の地域は変更することも可能。「地域設定」から表示し
たい地域を指定しよう。

PROHOME

天気予報をチェック

0756 PROHOME

トップ画面で表示される
地域を変更する

0757

ここをクリック

1「天気」アプリを起動
「スタート」メニューの「天気」タイルをクリックして「天気」アプリを起動する。
「すべてのアプリ」から「天気」をクリックしてもOKだ。

表示したい地域を入力

現在地付近の天気を表示する場合はここにチェックを入れる

2地域を変更
表示したい地域を入力して地域を変更する。また、「常に現在値を検出する」
にチェックを入れれば、指定した地域ではなく現在地付近の天気を表示する
ように設定することも可能だ。

3天気予報が表示される
以降は手順2で設定した地域の天気が表示されるようになる。

「オン」にする

3位置情報を「オン」にする
現在地付近の天気を表示するには位置情報を「オン」にする必要がある。
スタートメニューの「設定」→「プライバシー」→「位置情報」で「位置情報」と
「MSN天気」を「オン」にしておこう。

❶地名を入力

❷検索結果から表示したい地域をクリック

2表示する地域を設定
初回起動時には表示する地域の設定が必要。地名などでキーワード検索して
地域を登録しよう。

❶ここをクリック

❹換算結果が表示される

❷通貨を選択

❸金額を入力

1「起動時の場所を変更」をクリック
「地域設定」をクリックして、表示される天気予報の地域を右クリック。表示さ
れた「起動時の場所を変更」をクリックする。

❶ここをクリック

❷右クリック

❸ここをクリック
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ここをクリック

ここをクリック

ここをクリック

　「天気」アプリでは気象ニュースをチェックすることもできる。画
面左のメニューから「ニュース」アイコンをクリックして、気象ニュー
スを表示しよう。

　「マップ」アプリの地図は航空写真で表示することも可能。画面
右側にあるツールパレットの「マップビュー」から「航空写真」を選
択すれば表示を変更可能だ。

　過去の気象データを見るには、メニューから「過去の気象デー
タ」アイコンをクリックすればよい。ここでは、月ごとの平均気温や
最高気温、最低気温などのほか、気温や降水量のグラフを確認で
きる。なお、過去の気象データには直前に天気予報を見ていた地
域のデータが表示される仕組みだ。

　「マップ」アプリでは、交通情報を表示することも可能。混雑具
合に応じて色分けして表示されるので、道路の渋滞がひと目で確
認できて便利だ。

メニューから「ニュース」アイコンをクリックすれば、さまざまな気象ニュース
をチェックできる。

画面右側のツールパレットで「マップビュー」をクリックして、「航空写真」をク
リックする。

「過去の気象データ」アイコンをクリックすれば、過去の気象データをチェッ
クできる。

画面右側のツールパレットで「マップビュー」をクリックして、「交通量」をク
リックする。

PROHOME

気象ニュースをチェックする

0758 PROHOME

地図を「航空写真」に切り替える

0761

PROHOME

過去の気象データをチェックする

0759 PROHOME

地図に交通情報を表示する

0762

　「マップ」アプリを活用すれば、現在地周辺や指定した地域の
地図をチェックしたり、目的地までのルートを検索することができ
る。スタートメニューの「すべてのアプリ」から起動しよう。

　「地図」アプリでは、公共交通機関を利用した目的地までのルー
トを検索することもできる。飛行機や急行列車の利用や優先する
条件を指定することも可能だ。

PROHOME

地図を見る

0760 PROHOME

目的地までのルートを検索する

0763

1「マップ」アプリを起動
「スタート」メニューの「すべてのアプリ」から「マップ」をクリックすれば「マッ
プ」アプリを起動できる。「マップ」タイルがあるなら、タイルをクリックしても
OKだ。

2地図の表示
地図が表示される。画面左上の検索ボックスで検索ができ、画面右側のツー
ルパレットから「現在地を表示」をクリックすると、現在地が表示される。

3任意の地点を選択
地図上をクリックし続けると、その地点が選択され、住所などの情報を確認で
きる。

2ルートが表示される
手順2で指定した条件に合致するルートが表示される。画面左側ではルート
の詳細も確認可能。

❷ここをクリック

❶ここをクリック

❷ここをクリック

❶ここをクリック

1出発地点や目的地などを設定
「マップ」アプリを起動して、画面左のメニューから、「ナビ」をクリック。出発
地点や目的地などを設定してルートを検索しよう。

❶ここをクリック

❷移動手段を選択

❹ここをクリック

❸出発地点と目的地を設定

現在地を表示

3複数のルートがある場合
複数のルートがある場合は、ルートが一覧表示されるので目的のルートをク
リックしよう。

目的のルートを
クリック

検索ボックス

クリックし続ける
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ここをクリック

ここをクリック

ここをクリック

　「天気」アプリでは気象ニュースをチェックすることもできる。画
面左のメニューから「ニュース」アイコンをクリックして、気象ニュー
スを表示しよう。

　「マップ」アプリの地図は航空写真で表示することも可能。画面
右側にあるツールパレットの「マップビュー」から「航空写真」を選
択すれば表示を変更可能だ。

　過去の気象データを見るには、メニューから「過去の気象デー
タ」アイコンをクリックすればよい。ここでは、月ごとの平均気温や
最高気温、最低気温などのほか、気温や降水量のグラフを確認で
きる。なお、過去の気象データには直前に天気予報を見ていた地
域のデータが表示される仕組みだ。

　「マップ」アプリでは、交通情報を表示することも可能。混雑具
合に応じて色分けして表示されるので、道路の渋滞がひと目で確
認できて便利だ。

メニューから「ニュース」アイコンをクリックすれば、さまざまな気象ニュース
をチェックできる。

画面右側のツールパレットで「マップビュー」をクリックして、「航空写真」をク
リックする。

「過去の気象データ」アイコンをクリックすれば、過去の気象データをチェッ
クできる。

画面右側のツールパレットで「マップビュー」をクリックして、「交通量」をク
リックする。

PROHOME

気象ニュースをチェックする

0758 PROHOME

地図を「航空写真」に切り替える

0761

PROHOME

過去の気象データをチェックする

0759 PROHOME

地図に交通情報を表示する

0762

　「マップ」アプリを活用すれば、現在地周辺や指定した地域の
地図をチェックしたり、目的地までのルートを検索することができ
る。スタートメニューの「すべてのアプリ」から起動しよう。

　「地図」アプリでは、公共交通機関を利用した目的地までのルー
トを検索することもできる。飛行機や急行列車の利用や優先する
条件を指定することも可能だ。

PROHOME

地図を見る

0760 PROHOME

目的地までのルートを検索する

0763

1「マップ」アプリを起動
「スタート」メニューの「すべてのアプリ」から「マップ」をクリックすれば「マッ
プ」アプリを起動できる。「マップ」タイルがあるなら、タイルをクリックしても
OKだ。

2地図の表示
地図が表示される。画面左上の検索ボックスで検索ができ、画面右側のツー
ルパレットから「現在地を表示」をクリックすると、現在地が表示される。

3任意の地点を選択
地図上をクリックし続けると、その地点が選択され、住所などの情報を確認で
きる。

2ルートが表示される
手順2で指定した条件に合致するルートが表示される。画面左側ではルート
の詳細も確認可能。

❷ここをクリック

❶ここをクリック

❷ここをクリック

❶ここをクリック

1出発地点や目的地などを設定
「マップ」アプリを起動して、画面左のメニューから、「ナビ」をクリック。出発
地点や目的地などを設定してルートを検索しよう。

❶ここをクリック

❷移動手段を選択

❹ここをクリック

❸出発地点と目的地を設定

現在地を表示

3複数のルートがある場合
複数のルートがある場合は、ルートが一覧表示されるので目的のルートをク
リックしよう。

目的のルートを
クリック

検索ボックス

クリックし続ける
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❷ここをクリック

❶ここをクリック

❶ここをクリック

❷ここをクリックして録音を開始

ここをクリックして
録音を停止

録音の一時停止 マーカーの追加

　録音が完了すると、画面上に録音データが一覧表示される。録
音データを再生するには、再生したい録音データをクリックして選
択し、「再生」ボタンをクリックする。

　「マップ」アプリで周辺の施設を検索するには、メニューから「検
索」アイコンをクリック。表示された施設のジャンルを選択すると、
そのジャンルの施設が検索される。

　パソコンに接続したマイクやライン入力された音源から録音を
行ないたい場合は、「ボイスレコーダー」を利用しよう。アプリを起
動してボタンをクリックするだけですぐに録音を開始できる。なお、
利用にはマイクが必要になる。

　「ボイスレコーダー」の録音データはトリミングすることができる。
画面右下の「トリミング」アイコンをクリックして、データの前後の
余分な部分を削除しておこう。

　「マップ」アプリの地図は、印刷することもできる。印刷したい範
囲の地図を表示した状態で、画面右下の「…」アイコンをクリック。
「印刷」をクリックすると印刷が可能だ。

　「ボイスレコーダー」の録音データは、「レコーディング」、「レコー
ディング(2)」...といった具合に自動で名前が付けられる。わかりづ
らいので、任意の名前に変更しておくとよい。

　「ボイスレコーダー」の録音を停止するには、「レコーディングを
停止」ボタンをクリックする。これで録音が停止して、録音した音声
ファイルが保存される。

　録音データを削除するには、削除したいデータを右クリックして
メニューから「削除」ボタンをクリック。確認画面で「削除」をクリッ
クすれば削除は完了だ。

「検索」アイコンをクリックして、施設のジャンルを選択する。検索ボックスで
キーワードによる検索も可能だ。検索結果はリストと地図上で表示される。

再生するデータを選択して「再生」ボタンをクリックすれば、再生が開始され
る。再生中もマーカーを追加することが可能だ。

スタートメニューの「すべてのアプリ」から「ボイスレコーダー」を起動し、「レ
コーディング開始」ボタンをクリックすれば録音が開始される。

画面右下の「…」をクリックして、「印刷」をクリックすると、表示中の範囲の地
図を印刷できる。

名前を変更するデータを右クリックして「名前の変更」をクリック。任意の名
前を入力して、「名前の変更」をクリックする。

録音中に「レコーディングを停止」ボタンをクリックすると、録音が停止して音
声ファイルが保存される。録音を一時停止したり、重要な部分にマーカーを
付けることもできる。

PROHOME

周辺の施設を検索する

0764 PROHOME

録音データを再生する

0768PROHOME

「ボイスレコーダー」で録音をする

0766 PROHOME

録音データをトリミングする

0770

PROHOME

地図を印刷する

0765 PROHOME

録音データに名前を付ける

0769PROHOME

録音を停止する

0767

PROHOME

録音データを削除する

0771

❷ここをクリック

❶再生するデータを選択

❶右クリック

❷ここをクリック

❹ここをクリック

❸名前を入力

右クリックメニューから「削除」ボタンをクリックして、確認画面で「削除」をク
リックすれば録音データを削除できる。

❶右クリック

❷ここをクリック

ここをクリック

1「トリミング」アイコンをクリック
トリミングしたいデータを選択した状態で、画面右下の「トリミング」アイコン
をクリックする。

❶始点と終点を指定

❷ここをクリック

2スライダーをドラッグ
スライダーを左右にドラッグして必要な録音データの始点と終点を指定し、
「✓」アイコンをクリックして保存する。

❷ジャンルを選択

ここでキーワード検索

❶ここをクリック
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❷ここをクリック

❶ここをクリック

❶ここをクリック

❷ここをクリックして録音を開始

ここをクリックして
録音を停止

録音の一時停止 マーカーの追加

　録音が完了すると、画面上に録音データが一覧表示される。録
音データを再生するには、再生したい録音データをクリックして選
択し、「再生」ボタンをクリックする。

　「マップ」アプリで周辺の施設を検索するには、メニューから「検
索」アイコンをクリック。表示された施設のジャンルを選択すると、
そのジャンルの施設が検索される。

　パソコンに接続したマイクやライン入力された音源から録音を
行ないたい場合は、「ボイスレコーダー」を利用しよう。アプリを起
動してボタンをクリックするだけですぐに録音を開始できる。なお、
利用にはマイクが必要になる。

　「ボイスレコーダー」の録音データはトリミングすることができる。
画面右下の「トリミング」アイコンをクリックして、データの前後の
余分な部分を削除しておこう。

　「マップ」アプリの地図は、印刷することもできる。印刷したい範
囲の地図を表示した状態で、画面右下の「…」アイコンをクリック。
「印刷」をクリックすると印刷が可能だ。

　「ボイスレコーダー」の録音データは、「レコーディング」、「レコー
ディング(2)」...といった具合に自動で名前が付けられる。わかりづ
らいので、任意の名前に変更しておくとよい。

　「ボイスレコーダー」の録音を停止するには、「レコーディングを
停止」ボタンをクリックする。これで録音が停止して、録音した音声
ファイルが保存される。

　録音データを削除するには、削除したいデータを右クリックして
メニューから「削除」ボタンをクリック。確認画面で「削除」をクリッ
クすれば削除は完了だ。

「検索」アイコンをクリックして、施設のジャンルを選択する。検索ボックスで
キーワードによる検索も可能だ。検索結果はリストと地図上で表示される。

再生するデータを選択して「再生」ボタンをクリックすれば、再生が開始され
る。再生中もマーカーを追加することが可能だ。

スタートメニューの「すべてのアプリ」から「ボイスレコーダー」を起動し、「レ
コーディング開始」ボタンをクリックすれば録音が開始される。

画面右下の「…」をクリックして、「印刷」をクリックすると、表示中の範囲の地
図を印刷できる。

名前を変更するデータを右クリックして「名前の変更」をクリック。任意の名
前を入力して、「名前の変更」をクリックする。

録音中に「レコーディングを停止」ボタンをクリックすると、録音が停止して音
声ファイルが保存される。録音を一時停止したり、重要な部分にマーカーを
付けることもできる。

PROHOME

周辺の施設を検索する

0764 PROHOME

録音データを再生する

0768PROHOME

「ボイスレコーダー」で録音をする

0766 PROHOME

録音データをトリミングする

0770

PROHOME

地図を印刷する

0765 PROHOME

録音データに名前を付ける

0769PROHOME

録音を停止する

0767

PROHOME

録音データを削除する

0771

❷ここをクリック

❶再生するデータを選択

❶右クリック

❷ここをクリック

❹ここをクリック

❸名前を入力

右クリックメニューから「削除」ボタンをクリックして、確認画面で「削除」をク
リックすれば録音データを削除できる。

❶右クリック

❷ここをクリック

ここをクリック

1「トリミング」アイコンをクリック
トリミングしたいデータを選択した状態で、画面右下の「トリミング」アイコン
をクリックする。

❶始点と終点を指定

❷ここをクリック

2スライダーをドラッグ
スライダーを左右にドラッグして必要な録音データの始点と終点を指定し、
「✓」アイコンをクリックして保存する。

❷ジャンルを選択

ここでキーワード検索

❶ここをクリック
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　iOSデバイスとの写真以外のファイルの転送はWindows10の
標準機能では実行できない。Apple純正の「iTunes」を利用して
音楽や動画、ドキュメントファイルなどをやり取りしよう。

　iPhoneやiPadといったiOSデバイスから写真をコピーするのは
簡単だ。USBケーブルでパソコンに接続するとポータブルデバイ
スとして認識されるので、ドラッグ＆ドロップでコピーできる。

　iOSデバイスで撮影した写真や動画を一括してコピーすること
も可能。端末内の写真や動画がすべてコピーできるので、バック
アップの作成などにも最適だ。

PROHOME

iPhoneやiPadで撮影した写真を
コピーする

0775 PROHOME

iPhoneやiPadで撮影した写真を
まとめてコピーする

0776

PROHOME

iPhoneやiPadに
ファイルを転送する

0777
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　録音データの保存フォルダーを開くには、任意のデータを右ク
リック。メニューから「ファイルの場所を開く」をクリックすると、録
音データの保存フォルダーが表示される。

　マイクを使って音声を録音する場合、音量が大きくなりすぎたり
小さくなるなど、バラつきが生じることもある。そんな場合は、マイク
の録音調整を行なってみよう。

　「モバイルコンパニオン」は、スマートフォンやタブレットをパソコ
ンと同期するためのアシスタントアプリ。ウィザードの指示にした
がって操作していくだけで、簡単に同期できるようになる。

PROHOME

録音データの保存フォルダーを開く

0772

PROHOME

録音音量を調整する

0773

PROHOME

「モバイルコンパニオン」で
スマートフォンとの同期を設定する

0774

ここをクリック

1「プロパティ」をクリック
コントロールパネルの「ハードウェアとサウンド」→「サウンド」をクリックし、
「録音」タブで利用するマイクを選択して「プロパティ」を選択する。

2同期する項目を選択
スマートフォンやタブレットの種類を選択し、同期したい項目の「開始する」ボ
タンをクリックする。

ここで音量を調整

2音量の調整
「レベル」タブを開き、「マイク」のスライダーを左右にドラッグして音量を調
整する。また、「マイクブースト」では音量を大きくすることもできる。

3同期設定を行なう
ウィザードが表示される。画面の指示にしたがって必要なアプリのインストー
ルやサインインなどの設定を行なえば同期の設定は完了だ。

❶右クリック

❷ここをクリック

右クリックメニューから「ファイルの場所を開く」ボタンをクリックすれば、エ
クスプローラーが起動して、保存フォルダーが表示される。

2画像とビデオのインポート
「画像とビデオのインポート」画面が開く。以降の手順はウィザードの指示に
したがって進めていけばよい。

iTunes
URL：https://www.apple.com/jp/itunes/download/

3画像をコピー
フォルダーを開いていき、パソコン上の任意の場所やフォルダーに目的の画
像をドラッグ＆ドロップ。これで画像がコピーされる。

ドラッグ＆ドロップ

1 iOSデバイスを接続
パソコンとiOSデバイスをUSBケーブルで接続する。はじめてパソコンと接
続した場合はドライバーがインストールされるので、終わるまでしばらく待と
う。その後、ｉＰｈｏｎｅやiPadの画面に「このコンピュータを信頼しますか？」と
表示されたら、「信頼」をタップする。

ここをタップ

1 iOSデバイスを開く
「PC」を開き、iOSデバイスを右クリック。メニューから「画像とビデオのイン
ポート」を選択しよう。

❷ここをクリック

❶右クリック

2 iOSデバイスを開く
パソコンの「エクスプローラー」で「PC」を開くと、iOSデバイスが認識され
ているはずだ。これをダブルクリックして開こう。

ダブルクリック

ここをクリック

1「モバイルコンパニオン」アプリを起動
「スタート」メニューの「モバイルコンパニオン」タイル、もしくは「すべてのア
プリ」の「モバイルコンパニオン」をクリック。「モバイルコンパニオン」が起動
したら、スマートフォンやタブレットをUSBケーブルでパソコンに接続しよう。

❶スマホやタブレットの
種類を選択

❷同期する項目を選択
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　iOSデバイスとの写真以外のファイルの転送はWindows10の
標準機能では実行できない。Apple純正の「iTunes」を利用して
音楽や動画、ドキュメントファイルなどをやり取りしよう。

　iPhoneやiPadといったiOSデバイスから写真をコピーするのは
簡単だ。USBケーブルでパソコンに接続するとポータブルデバイ
スとして認識されるので、ドラッグ＆ドロップでコピーできる。

　iOSデバイスで撮影した写真や動画を一括してコピーすること
も可能。端末内の写真や動画がすべてコピーできるので、バック
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　録音データの保存フォルダーを開くには、任意のデータを右ク
リック。メニューから「ファイルの場所を開く」をクリックすると、録
音データの保存フォルダーが表示される。

　マイクを使って音声を録音する場合、音量が大きくなりすぎたり
小さくなるなど、バラつきが生じることもある。そんな場合は、マイク
の録音調整を行なってみよう。

　「モバイルコンパニオン」は、スマートフォンやタブレットをパソコ
ンと同期するためのアシスタントアプリ。ウィザードの指示にした
がって操作していくだけで、簡単に同期できるようになる。

PROHOME

録音データの保存フォルダーを開く

0772

PROHOME

録音音量を調整する

0773

PROHOME

「モバイルコンパニオン」で
スマートフォンとの同期を設定する

0774

ここをクリック

1「プロパティ」をクリック
コントロールパネルの「ハードウェアとサウンド」→「サウンド」をクリックし、
「録音」タブで利用するマイクを選択して「プロパティ」を選択する。

2同期する項目を選択
スマートフォンやタブレットの種類を選択し、同期したい項目の「開始する」ボ
タンをクリックする。

ここで音量を調整

2音量の調整
「レベル」タブを開き、「マイク」のスライダーを左右にドラッグして音量を調
整する。また、「マイクブースト」では音量を大きくすることもできる。

3同期設定を行なう
ウィザードが表示される。画面の指示にしたがって必要なアプリのインストー
ルやサインインなどの設定を行なえば同期の設定は完了だ。

❶右クリック

❷ここをクリック

右クリックメニューから「ファイルの場所を開く」ボタンをクリックすれば、エ
クスプローラーが起動して、保存フォルダーが表示される。

2画像とビデオのインポート
「画像とビデオのインポート」画面が開く。以降の手順はウィザードの指示に
したがって進めていけばよい。

iTunes
URL：https://www.apple.com/jp/itunes/download/

3画像をコピー
フォルダーを開いていき、パソコン上の任意の場所やフォルダーに目的の画
像をドラッグ＆ドロップ。これで画像がコピーされる。

ドラッグ＆ドロップ

1 iOSデバイスを接続
パソコンとiOSデバイスをUSBケーブルで接続する。はじめてパソコンと接
続した場合はドライバーがインストールされるので、終わるまでしばらく待と
う。その後、ｉＰｈｏｎｅやiPadの画面に「このコンピュータを信頼しますか？」と
表示されたら、「信頼」をタップする。

ここをタップ

1 iOSデバイスを開く
「PC」を開き、iOSデバイスを右クリック。メニューから「画像とビデオのイン
ポート」を選択しよう。

❷ここをクリック

❶右クリック

2 iOSデバイスを開く
パソコンの「エクスプローラー」で「PC」を開くと、iOSデバイスが認識され
ているはずだ。これをダブルクリックして開こう。

ダブルクリック

ここをクリック

1「モバイルコンパニオン」アプリを起動
「スタート」メニューの「モバイルコンパニオン」タイル、もしくは「すべてのア
プリ」の「モバイルコンパニオン」をクリック。「モバイルコンパニオン」が起動
したら、スマートフォンやタブレットをUSBケーブルでパソコンに接続しよう。

❶スマホやタブレットの
種類を選択

❷同期する項目を選択
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　Androidを搭載しているスマートフォンやタブレットとのファイル
のやりとりは非常に簡単。USBケーブルでパソコンとAndroid端
末を接続し、ドラッグ＆ドロップでコピーすればOKだ。

PROHOME

Androidスマ－トフォンやタブレットと
ファイルをやりとりする

0778
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　電卓機能には、指数計算に最適な関数電卓機能が搭載されて
いる。この機能を活用すれば、設計現場や教育シーンに役立つ計
算式の組み立てから計算まで行なうことができる。

　「電卓」機能は、「スタート」メニューから起動することができる。
市販されている電卓と同じ感覚で、インターフェイス上の操作ボタ
ンを操作できるほか、テンキーを使って計算も行なえる。

　「プログラマー」モードは、プログラミングシーンでよく利用される
10進法や16進法、2進法の計算に対応した計算モード。「And」や
「Not」、「Or」など、条件を指定した計算も可能だ。

PROHOME

関数電卓で指数計算などを行なう

0780PROHOME

パソコンの電卓を使う

0779

PROHOME

「プログラマー」モードを使用する

0781

関数電卓機能はメニューから
「関数電卓」をクリックすると
起動できる。各種数式ボタン
をクリックして計算を行なえば
よい。

進法の選択や入力モードの選
択にも対応。関数計算も行な
えるなど機能も充実している。

2  
計算を実行
市販の電卓とほぼ同じインターフェイス
を搭載。表示されている操作ボタンやテン
キーを使って計算を実行しよう。

1「電卓」を起動
「スタート」メニューの「すべてのアプリ」から「電卓」をクリックすると、電卓
が起動する。

ここをクリック

3  
モードを切り替える
「≡」アイコンをクリックして、メ
ニューを表示し、利用したいモー
ドを選択しよう。

❷モードを選択

❶ここをクリック

1Android端末を接続
パソコンとAndroid端末をUSBケーブルで接続。ドライバーがインストール
される場合は、終わるまでしばらく待とう。ドライバーのインストールも完了
したら、「PC」を開き、Android端末をダブルクリックして開こう。

ダブルクリック

2フォルダーを開く
ストレージを選択してフォルダーを開いていき、ファイルをやりとりしたい
フォルダーを表示させよう。なお、エクスプローラーの通常の操作方法で
フォルダーの作成や削除なども可能になっている。

ダブルクリック

3ファイルやフォルダーのやりとり
目的のファイルやフォルダーをドラッグ＆ドロップする。これでAndroid端末
内にファイルをコピーできる。なお、同様の操作でAndroid端末からパソコ
ンにファイルやフォルダーをコピーすることも可能だ。

ドラッグ＆ドロップ

　電卓のメニューから「コンバーター」の下にある「長さ」や「面積」
などを選択すれば、単位の変換が行なえる。変換元と変換先の単
位を選択し、数値を記入すれば変換される。

　「電卓」には過去に計算を行なった履歴が保存されており、計
算式や計算結果をあとから確認することができる。「履歴」ボタンを
クリックすれば計算履歴を表示可能だ。

時間や温度、長さに速度など
さまざまな単位の変換に対
応。おもに海外で使われる聞
き慣れない単位の変換も手軽
に行なえる。

ここをクリック

「履歴」ボタンをクリックすれ
ばこれまでの計算履歴が表示
される。

PROHOME

単位の変換をする

0782

PROHOME

計算の履歴を確認する

0783
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　Androidを搭載しているスマートフォンやタブレットとのファイル
のやりとりは非常に簡単。USBケーブルでパソコンとAndroid端
末を接続し、ドラッグ＆ドロップでコピーすればOKだ。

PROHOME

Androidスマ－トフォンやタブレットと
ファイルをやりとりする

0778
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　電卓機能には、指数計算に最適な関数電卓機能が搭載されて
いる。この機能を活用すれば、設計現場や教育シーンに役立つ計
算式の組み立てから計算まで行なうことができる。

　「電卓」機能は、「スタート」メニューから起動することができる。
市販されている電卓と同じ感覚で、インターフェイス上の操作ボタ
ンを操作できるほか、テンキーを使って計算も行なえる。

　「プログラマー」モードは、プログラミングシーンでよく利用される
10進法や16進法、2進法の計算に対応した計算モード。「And」や
「Not」、「Or」など、条件を指定した計算も可能だ。

PROHOME

関数電卓で指数計算などを行なう

0780PROHOME

パソコンの電卓を使う

0779

PROHOME

「プログラマー」モードを使用する

0781

関数電卓機能はメニューから
「関数電卓」をクリックすると
起動できる。各種数式ボタン
をクリックして計算を行なえば
よい。

進法の選択や入力モードの選
択にも対応。関数計算も行な
えるなど機能も充実している。

2  
計算を実行
市販の電卓とほぼ同じインターフェイス
を搭載。表示されている操作ボタンやテン
キーを使って計算を実行しよう。

1「電卓」を起動
「スタート」メニューの「すべてのアプリ」から「電卓」をクリックすると、電卓
が起動する。

ここをクリック

3  
モードを切り替える
「≡」アイコンをクリックして、メ
ニューを表示し、利用したいモー
ドを選択しよう。

❷モードを選択

❶ここをクリック

1Android端末を接続
パソコンとAndroid端末をUSBケーブルで接続。ドライバーがインストール
される場合は、終わるまでしばらく待とう。ドライバーのインストールも完了
したら、「PC」を開き、Android端末をダブルクリックして開こう。

ダブルクリック

2フォルダーを開く
ストレージを選択してフォルダーを開いていき、ファイルをやりとりしたい
フォルダーを表示させよう。なお、エクスプローラーの通常の操作方法で
フォルダーの作成や削除なども可能になっている。

ダブルクリック

3ファイルやフォルダーのやりとり
目的のファイルやフォルダーをドラッグ＆ドロップする。これでAndroid端末
内にファイルをコピーできる。なお、同様の操作でAndroid端末からパソコ
ンにファイルやフォルダーをコピーすることも可能だ。

ドラッグ＆ドロップ

　電卓のメニューから「コンバーター」の下にある「長さ」や「面積」
などを選択すれば、単位の変換が行なえる。変換元と変換先の単
位を選択し、数値を記入すれば変換される。

　「電卓」には過去に計算を行なった履歴が保存されており、計
算式や計算結果をあとから確認することができる。「履歴」ボタンを
クリックすれば計算履歴を表示可能だ。

時間や温度、長さに速度など
さまざまな単位の変換に対
応。おもに海外で使われる聞
き慣れない単位の変換も手軽
に行なえる。

ここをクリック

「履歴」ボタンをクリックすれ
ばこれまでの計算履歴が表示
される。

PROHOME

単位の変換をする

0782

PROHOME

計算の履歴を確認する

0783
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　「Windows Journal」は、手軽に手書き風のメモが残せる便利
なノートアプリ。「スタート」メニューからWindows Journalを起動
して、メモを記入していこう。

　ひとつのノートに複数のページを作成したい場合は、ページの
追加作業を行なえばよい。この操作は、「挿入」メニューから行なえ
るので必要に応じて行なってみよう。

　ノートの表示方法は、ページの幅に合わせたり2ページ同時表
示など、全5種類から選択できる。それぞれ「表示」メニューから選
べるので利用シーンに合わせて選択しよう。

　Windows Journalは、手書きメモの作成を目的に搭載されたア
プリだが、キーボードによる文字入力を行なうことも可能。「挿入」
メニューからテキストボックスを作成しよう。

PROHOME

Windows Journalで
手書き風のメモをとる

0787 PROHOME

ノートに新しいページを追加する

0789

PROHOME

ノートの表示方法を変更する

0788

ここをクリックして
新たなノートを作成する

2新規ノートの作成
Windows Journalが起動すると新規ノートが表示される。メモを作成した
らファイルの「名前を付けて保存」を選択すれば保存できる。新たなノートを
作成する場合は画面左上にある「新しいノート」をクリックすればよい。

ここをクリック

1Windows Journalの起動
Windows Journalを起動するには、「スタート」メニューの「すべてのアプ
リ」→「Windows アクセサリ」→「Windows Journal」をクリックする。

❷表示方法を選択

❶ここをクリック

ノートの表示方法は「表示」メニューから選択可能。拡大や縮小表示にも対応
しているので好みに合わせて活用してみよう。

「挿入」→「新しいページ」を選択すれば、新規ページを作成することができ
る。

❷ここをクリックして新規ページを追加

❶ここをクリック

2テキストボックスを作成
ドラッグ操作でテキストボックスを作成するとキーボードによる文字入力が
行なえる仕組みとなっている。

ドラッグしてテキストボックスを作成

1「テキストボックス」をクリック
テキストボックスの追加は「挿入」→「テキストボックス」から行なう。

❷ここをクリック

❶ここをクリック

　「電卓」の計算履歴を削除するには、計算履歴の右下にあるご
み箱型のアイコンをクリックする。これですべての計算履歴がまと
めて削除される。

　電卓で計算した結果は、WordやExcelなどのOfficeソフトやメ
モ帳などに貼り付けることが可能。右クリックメニューの「コピー」
で計算結果をコピーして、貼り付けを行なえばよい。

ここをクリック

ごみ箱型のアイコンをクリック
するとすべての計算履歴が削
除される。残念ながら履歴を
個別に消すことはできない。

❷ここをクリック

❶右クリック

計算結果を右クリックして「コ
ピー」を選択すれば、クリップ
ボードに結果がコピーされる。

PROHOME

計算の履歴を削除する

0784

PROHOME

計算結果を貼り付ける

0785

　Windows10ではゲーム機能が「Xbox」アプリに集約されてい
る。Windowsのゲームアプリをストアからダウンロードして楽しめ
るほか、「Xbox One」をストリーミング操作することができる。

PROHOME

「Xbox」でゲームを楽しむ

0786

1「Xbox」アプリを起動
「スタート」メニューの「Xbox」タイル、もしくは「すべてのアプリ」の「Xbox」
をクリックして起動し、画面の指示にしたがってサインインする。Windows
のゲームアプリは「マイゲーム」からダウンロードしてプレイできる。

2「Xbox One」をストリーミング
「接続」をクリックすると、同一のLAN上に存在するXbox Oneが表示され
る。ストリーミングする本体を選択して「ストリーミング」をクリックする。

3ストリーミング開始
ストリーミングが開始されると、「Xbox One」の画面がそのまま全画面で表
示される。プレイしたいゲームを選択したり、メッセージを確認することも可
能だ。コントローラをWindows10に接続すれば、より快適にプレイできる。

ここをクリックして
ゲームアプリをダウンロード・プレイ

❶ここをクリック

❸ここをクリック

❷本体を選択

PROHOME

テキストボックスで
キーボードから文字を入力する

0790
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　「Windows Journal」は、手軽に手書き風のメモが残せる便利
なノートアプリ。「スタート」メニューからWindows Journalを起動
して、メモを記入していこう。

　ひとつのノートに複数のページを作成したい場合は、ページの
追加作業を行なえばよい。この操作は、「挿入」メニューから行なえ
るので必要に応じて行なってみよう。

　ノートの表示方法は、ページの幅に合わせたり2ページ同時表
示など、全5種類から選択できる。それぞれ「表示」メニューから選
べるので利用シーンに合わせて選択しよう。

　Windows Journalは、手書きメモの作成を目的に搭載されたア
プリだが、キーボードによる文字入力を行なうことも可能。「挿入」
メニューからテキストボックスを作成しよう。

PROHOME

Windows Journalで
手書き風のメモをとる

0787 PROHOME

ノートに新しいページを追加する

0789

PROHOME

ノートの表示方法を変更する

0788

ここをクリックして
新たなノートを作成する

2新規ノートの作成
Windows Journalが起動すると新規ノートが表示される。メモを作成した
らファイルの「名前を付けて保存」を選択すれば保存できる。新たなノートを
作成する場合は画面左上にある「新しいノート」をクリックすればよい。

ここをクリック

1Windows Journalの起動
Windows Journalを起動するには、「スタート」メニューの「すべてのアプ
リ」→「Windows アクセサリ」→「Windows Journal」をクリックする。

❷表示方法を選択

❶ここをクリック

ノートの表示方法は「表示」メニューから選択可能。拡大や縮小表示にも対応
しているので好みに合わせて活用してみよう。

「挿入」→「新しいページ」を選択すれば、新規ページを作成することができ
る。

❷ここをクリックして新規ページを追加

❶ここをクリック

2テキストボックスを作成
ドラッグ操作でテキストボックスを作成するとキーボードによる文字入力が
行なえる仕組みとなっている。

ドラッグしてテキストボックスを作成

1「テキストボックス」をクリック
テキストボックスの追加は「挿入」→「テキストボックス」から行なう。

❷ここをクリック

❶ここをクリック

　「電卓」の計算履歴を削除するには、計算履歴の右下にあるご
み箱型のアイコンをクリックする。これですべての計算履歴がまと
めて削除される。

　電卓で計算した結果は、WordやExcelなどのOfficeソフトやメ
モ帳などに貼り付けることが可能。右クリックメニューの「コピー」
で計算結果をコピーして、貼り付けを行なえばよい。

ここをクリック

ごみ箱型のアイコンをクリック
するとすべての計算履歴が削
除される。残念ながら履歴を
個別に消すことはできない。

❷ここをクリック

❶右クリック

計算結果を右クリックして「コ
ピー」を選択すれば、クリップ
ボードに結果がコピーされる。

PROHOME

計算の履歴を削除する

0784

PROHOME

計算結果を貼り付ける

0785

　Windows10ではゲーム機能が「Xbox」アプリに集約されてい
る。Windowsのゲームアプリをストアからダウンロードして楽しめ
るほか、「Xbox One」をストリーミング操作することができる。

PROHOME

「Xbox」でゲームを楽しむ

0786

1「Xbox」アプリを起動
「スタート」メニューの「Xbox」タイル、もしくは「すべてのアプリ」の「Xbox」
をクリックして起動し、画面の指示にしたがってサインインする。Windows
のゲームアプリは「マイゲーム」からダウンロードしてプレイできる。

2「Xbox One」をストリーミング
「接続」をクリックすると、同一のLAN上に存在するXbox Oneが表示され
る。ストリーミングする本体を選択して「ストリーミング」をクリックする。

3ストリーミング開始
ストリーミングが開始されると、「Xbox One」の画面がそのまま全画面で表
示される。プレイしたいゲームを選択したり、メッセージを確認することも可
能だ。コントローラをWindows10に接続すれば、より快適にプレイできる。

ここをクリックして
ゲームアプリをダウンロード・プレイ

❶ここをクリック

❸ここをクリック

❷本体を選択

PROHOME

テキストボックスで
キーボードから文字を入力する

0790
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　ノートにフラグを表示させれば、重要事項を目立たせることがで
きる。この機能は、ノート中のどこにでも表示させられるほか、大き
さの変更も行なえるので活用してみよう。

　Windows Journalのフラグは、全5色から好きなものを選ぶこと
ができる。「フラグ」アイコンの右側にある「

▲

」をクリックして表示
されたメニューから配色が変更できる仕組みとなっている。

PROHOME

文章中の重要な部分に
フラグを立てる

0795

PROHOME

別の色のフラグを利用する

0796

　ノートを見やすく整理する場合、空白を挿入してノートを区切る
とよい。この操作は画面右上にある「空白の挿入」から行なうこと
ができ、始点と終点を選択すればOKだ。

　ノートへの画像挿入テクニックを活用すれば、写真やマップを
ノートに表示することができる。表示位置やサイズの調整にも対応
している。

PROHOME

空白を挿入して行間を調整する

0797

PROHOME

ノートに地図や写真を挿入する

0798

画面右上の「空白の挿入」をクリックしたらノート上でドラッグし、空白にする
場所の始点と終点を選択する。

1アイコンをクリック
画面右上にある「フラッグ」アイコンをクリックすれば、フラグが挿入可能とな
る。

ここをクリック

2画像を調整
選択した画像がノート上に表示される。ドラッグ操作で場所が移動できるほ
か、四隅をドラッグすればサイズを変更することもできる。

ドラッグして位置や
サイズを変更

❷ドラッグして始点と
終点を選択

❶ここをクリック

1写真を選択
画像の挿入は「挿入」→「画像」メニューから行なえる。挿入する写真を選択
して「挿入」をクリックしよう。

❹ここをクリック

❸画像を選択

❶ここをクリック

❷ここをクリック

2フラグを立てる
フラグを立てたい場所をクリックするとフラグが表示される。ドラッグ操作で
場所が移動できるほか、四隅をドラッグすればサイズを変更することもでき
る。

ドラッグして移動・サイズ変更

フラグアイコンの右に
ある「▼」をクリックし
て配色を選択する。あ
との操作は、フラグの
挿入と同じだ。

❷配色を選択

❶ここをクリック

ここをクリック

　テクニック0789で挿入したテキストは、フォント画面を呼び出す
ことで文字のサイズやフォントなどの書式を変更できる。斜体や太
字などの装飾を行なうことも可能だ。

　ノートに挿入したテキストボックスやオブジェクトを選択するには、
「選択ツール」を利用しよう。画面右上のアイコンからツールを起
動すれば、クリック操作でテキストや写真などが選択できる。

PROHOME

選択した文字列に書式を設定する

0791

PROHOME

テキストボックスやオブジェクトを
選択する

0792

2フォントの選択
書式の設定画面が表示される。ここでフォントやスタイル、サイズなどをそれ
ぞれ選択すれば適用される。

テキストを右クリックして
ここをクリック

1「フォント」を選択
挿入したテキストを選択した状態で右クリックして「フォント」を選択し、書式
の選択画面を開く。

「選択ツール」アイコンをクリックすれば、クリック操作でテキストや画像など
の選択が行なえるようになる。

　ノートの書式は、オプション画面から変更することが可能。用紙
のサイズや幅、高さはもちろん、罫のスタイルやノートのタイトル領
域のデザインなどを設定することができる。

　Windows Journalの動作に関する設定をしたい場合は、「オプ
ション」画面を開けばよい。既定のフォントや表示設定、自動保存
に関する設定などを自由に設定することができる。

PROHOME

ノートの書式を変更する

0793

PROHOME

Windows Journalの
動作を設定する

0794

ここをクリック

1  
「表示」タブ
オプション画面は「ツー
ル」→「オプション」から開
ける。「表示」タブを開け
ばスクロールバーを表示
したりノートの表示領域
などの設定が行なえる。

ここをクリック

2  
「その他」タブ
「その他」タブを開けば、
自動保存の間隔や手書き
認識機能を有効にするこ
とができる。ジェスチャや
設定の復元もここから行
なえる。

❷用紙サイズを変更

❶ここをクリック

ノートの書式は「ファイル」
→「ページ設定」から設定す
ることができる。「用紙」タ
ブでは用紙サイズの設定、
「スタイル」タブでは罫の
種類や配色、「背景とタイト
ル領域」タブでは、背景やタ
イトル領域のスタイルが設
定できる。

P234-284.indd   264-265 2015/08/28   11:51

k-moriyama@katch.ne.jp



265264

ア
プ
リ
と
ア
ク
セ
サ
リ

P a r t

11

　ノートにフラグを表示させれば、重要事項を目立たせることがで
きる。この機能は、ノート中のどこにでも表示させられるほか、大き
さの変更も行なえるので活用してみよう。

　Windows Journalのフラグは、全5色から好きなものを選ぶこと
ができる。「フラグ」アイコンの右側にある「

▲

」をクリックして表示
されたメニューから配色が変更できる仕組みとなっている。

PROHOME

文章中の重要な部分に
フラグを立てる

0795

PROHOME

別の色のフラグを利用する

0796

　ノートを見やすく整理する場合、空白を挿入してノートを区切る
とよい。この操作は画面右上にある「空白の挿入」から行なうこと
ができ、始点と終点を選択すればOKだ。

　ノートへの画像挿入テクニックを活用すれば、写真やマップを
ノートに表示することができる。表示位置やサイズの調整にも対応
している。

PROHOME

空白を挿入して行間を調整する

0797

PROHOME

ノートに地図や写真を挿入する

0798

画面右上の「空白の挿入」をクリックしたらノート上でドラッグし、空白にする
場所の始点と終点を選択する。

1アイコンをクリック
画面右上にある「フラッグ」アイコンをクリックすれば、フラグが挿入可能とな
る。

ここをクリック

2画像を調整
選択した画像がノート上に表示される。ドラッグ操作で場所が移動できるほ
か、四隅をドラッグすればサイズを変更することもできる。

ドラッグして位置や
サイズを変更

❷ドラッグして始点と
終点を選択

❶ここをクリック

1写真を選択
画像の挿入は「挿入」→「画像」メニューから行なえる。挿入する写真を選択
して「挿入」をクリックしよう。

❹ここをクリック

❸画像を選択

❶ここをクリック

❷ここをクリック

2フラグを立てる
フラグを立てたい場所をクリックするとフラグが表示される。ドラッグ操作で
場所が移動できるほか、四隅をドラッグすればサイズを変更することもでき
る。

ドラッグして移動・サイズ変更

フラグアイコンの右に
ある「▼」をクリックし
て配色を選択する。あ
との操作は、フラグの
挿入と同じだ。

❷配色を選択

❶ここをクリック

ここをクリック

　テクニック0789で挿入したテキストは、フォント画面を呼び出す
ことで文字のサイズやフォントなどの書式を変更できる。斜体や太
字などの装飾を行なうことも可能だ。

　ノートに挿入したテキストボックスやオブジェクトを選択するには、
「選択ツール」を利用しよう。画面右上のアイコンからツールを起
動すれば、クリック操作でテキストや写真などが選択できる。

PROHOME

選択した文字列に書式を設定する

0791

PROHOME

テキストボックスやオブジェクトを
選択する

0792

2フォントの選択
書式の設定画面が表示される。ここでフォントやスタイル、サイズなどをそれ
ぞれ選択すれば適用される。

テキストを右クリックして
ここをクリック

1「フォント」を選択
挿入したテキストを選択した状態で右クリックして「フォント」を選択し、書式
の選択画面を開く。

「選択ツール」アイコンをクリックすれば、クリック操作でテキストや画像など
の選択が行なえるようになる。

　ノートの書式は、オプション画面から変更することが可能。用紙
のサイズや幅、高さはもちろん、罫のスタイルやノートのタイトル領
域のデザインなどを設定することができる。

　Windows Journalの動作に関する設定をしたい場合は、「オプ
ション」画面を開けばよい。既定のフォントや表示設定、自動保存
に関する設定などを自由に設定することができる。

PROHOME

ノートの書式を変更する

0793

PROHOME

Windows Journalの
動作を設定する

0794

ここをクリック

1  
「表示」タブ
オプション画面は「ツー
ル」→「オプション」から開
ける。「表示」タブを開け
ばスクロールバーを表示
したりノートの表示領域
などの設定が行なえる。

ここをクリック

2  
「その他」タブ
「その他」タブを開けば、
自動保存の間隔や手書き
認識機能を有効にするこ
とができる。ジェスチャや
設定の復元もここから行
なえる。

❷用紙サイズを変更

❶ここをクリック

ノートの書式は「ファイル」
→「ページ設定」から設定す
ることができる。「用紙」タ
ブでは用紙サイズの設定、
「スタイル」タブでは罫の
種類や配色、「背景とタイト
ル領域」タブでは、背景やタ
イトル領域のスタイルが設
定できる。
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　テクニック0802でグループ化したオブジェクトを元に戻したい場
合は、該当するオブジェクトを選択してグループ化を解除してしま
えばよい。

　手書きした文字やイラストを削除したい場合は、消しゴムツール
を利用すればよい。ツールを起動した状態で削除したい手書き文
字をクリックすれば、ノート上から該当する文字が削除される仕組
みだ。このテクニックは、手書き文字だけでなく画像の削除にも使
えるのでしっかり覚えておこう。

　手書き文字だけでなくイラストなどの画像もグループ化すること
ができる。選択ツールを使ってグループ化するオブジェクトを選択
してグループ化メニューを選択すればよい。

　文字や画像の削除を行なう消しゴムツールには、いくつかの大
きさに加え、文字削除ツールが用意されている。削除するオブジェ
クトに合わせて切り替えてみよう。

ここをクリック

オブジェクトを選択し
て「操作」→「グループ
解除」を選択すればグ
ループ化が解除でき
る。

ここから種類を選択

消しゴムツールの右側にある「▼」をクリックしてメニューを開き、削除する
ツールに適した消しゴムツールを選択しよう。

このツールを選択

画面右上にある消しゴムツールを起動し、削除したい文字をクリックすれば
よい。

PROHOME

グループ化を解除して
オブジェクトを元に戻す

0803 PROHOME

書き込んだ文字やイラストを消去する

0805

PROHOME

書き込んだイラストをグループ化する

0804

PROHOME

消しゴムの種類を変更する

0806

選択ツールを使って
囲みたい範囲を選択

1オブジェクトを選択
選択ツールを起動し、グループ化したいオブジェクトをすべて囲い込む。

ここをクリック

2グループ化
オブジェクトの選択が完了したら「操作」→「グループ化」を選択する。これで
選択したオブジェクトがグループ化される。

　手書きした文字をテキストデータに変換したい場合は、手書きし
た文字を選択し、テキストの変換機能を起動しよう。自動認識され
た文字から変換するものを選択すればよい。

　ノートに手書き文字を挿入したい場合は、ペンツールや蛍光ペ
ンツールを利用するのがセオリー。それぞれのツールを選択したら
ノート上に手書きで文字を記入しよう。

　手書き文字、特に漢字などは選択ツールでクリックしても、文字
の一部分しか選択できない場合がある。そんなときは、文字のすべ
ての部分を選択してグループ化すればよい。

PROHOME

手書き文字を
テキストデータに変換する

0801PROHOME

Windows Journalで
手書き文字を作成する

0799

PROHOME

うまく認識されない
手書き文字をグループ化する

0802

❶変換する文字を選択

❷ここをクリック

2変換候補から選択
変換候補が一覧表示されるので変換するものを選択して「OK」をクリックす
ればよい。

❶手書きの文字を選択

❷ここをクリック

❸ここをクリック

1「手書きをテキストに変換」を選択
選択ツールを使って手書きした文字を選択。それから「操作」→「手書きをテ
キストに変換」を選択する。

❶ツールを選択

❷文字や図形を描画

ツールバーからペン
ツールや蛍光ペン
ツールを選択する。あ
とはマウスやタブレッ
トのペンを使って手
書き文字を記入すれ
ばよい。文字だけでな
く、イラストや図形を
描いてもOKだ。

選択ツールを起動し、
文字の周りを囲って、
選択状態にする。「操
作」→「グループ化」
をクリックすれば、グ
ループ化可能だ。これ
で、テキストにも変換
しやすくなる。

ここをクリック

　地図や写真の一部に印を付けたい場合、手書きで囲むだけで
は物足りない。そんな場合は、手書きした印を図形化してしまえ
ば、体裁も整ってノートを見やすくできる。

PROHOME

手書きしたオブジェクトを
図形化する

0800

ドラッグして
位置やサイズを調整

2形が整えられる
選択した図形に形が整えられる。図形をクリックすれば、サイズの変更や位置
の微調整が可能だ。

❶手書きの図形を選択

❷ここをクリック

❸図形を選択

1図形を選択
ペンツールを利用して印を付けたい箇所に手書きしたら、選択ツールを使っ
て印を選択する。ここで「操作」→「形の変換」から図形を選択する。
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えばよい。

　手書きした文字やイラストを削除したい場合は、消しゴムツール
を利用すればよい。ツールを起動した状態で削除したい手書き文
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みだ。このテクニックは、手書き文字だけでなく画像の削除にも使
えるのでしっかり覚えておこう。

　手書き文字だけでなくイラストなどの画像もグループ化すること
ができる。選択ツールを使ってグループ化するオブジェクトを選択
してグループ化メニューを選択すればよい。

　文字や画像の削除を行なう消しゴムツールには、いくつかの大
きさに加え、文字削除ツールが用意されている。削除するオブジェ
クトに合わせて切り替えてみよう。

ここをクリック

オブジェクトを選択し
て「操作」→「グループ
解除」を選択すればグ
ループ化が解除でき
る。

ここから種類を選択

消しゴムツールの右側にある「▼」をクリックしてメニューを開き、削除する
ツールに適した消しゴムツールを選択しよう。

このツールを選択

画面右上にある消しゴムツールを起動し、削除したい文字をクリックすれば
よい。

PROHOME

グループ化を解除して
オブジェクトを元に戻す

0803 PROHOME

書き込んだ文字やイラストを消去する

0805

PROHOME

書き込んだイラストをグループ化する

0804

PROHOME

消しゴムの種類を変更する

0806

選択ツールを使って
囲みたい範囲を選択

1オブジェクトを選択
選択ツールを起動し、グループ化したいオブジェクトをすべて囲い込む。

ここをクリック

2グループ化
オブジェクトの選択が完了したら「操作」→「グループ化」を選択する。これで
選択したオブジェクトがグループ化される。

　手書きした文字をテキストデータに変換したい場合は、手書きし
た文字を選択し、テキストの変換機能を起動しよう。自動認識され
た文字から変換するものを選択すればよい。

　ノートに手書き文字を挿入したい場合は、ペンツールや蛍光ペ
ンツールを利用するのがセオリー。それぞれのツールを選択したら
ノート上に手書きで文字を記入しよう。

　手書き文字、特に漢字などは選択ツールでクリックしても、文字
の一部分しか選択できない場合がある。そんなときは、文字のすべ
ての部分を選択してグループ化すればよい。

PROHOME

手書き文字を
テキストデータに変換する

0801PROHOME

Windows Journalで
手書き文字を作成する

0799

PROHOME

うまく認識されない
手書き文字をグループ化する

0802

❶変換する文字を選択

❷ここをクリック

2変換候補から選択
変換候補が一覧表示されるので変換するものを選択して「OK」をクリックす
ればよい。

❶手書きの文字を選択

❷ここをクリック

❸ここをクリック

1「手書きをテキストに変換」を選択
選択ツールを使って手書きした文字を選択。それから「操作」→「手書きをテ
キストに変換」を選択する。

❶ツールを選択

❷文字や図形を描画

ツールバーからペン
ツールや蛍光ペン
ツールを選択する。あ
とはマウスやタブレッ
トのペンを使って手
書き文字を記入すれ
ばよい。文字だけでな
く、イラストや図形を
描いてもOKだ。

選択ツールを起動し、
文字の周りを囲って、
選択状態にする。「操
作」→「グループ化」
をクリックすれば、グ
ループ化可能だ。これ
で、テキストにも変換
しやすくなる。

ここをクリック

　地図や写真の一部に印を付けたい場合、手書きで囲むだけで
は物足りない。そんな場合は、手書きした印を図形化してしまえ
ば、体裁も整ってノートを見やすくできる。

PROHOME

手書きしたオブジェクトを
図形化する

0800

ドラッグして
位置やサイズを調整

2形が整えられる
選択した図形に形が整えられる。図形をクリックすれば、サイズの変更や位置
の微調整が可能だ。

❶手書きの図形を選択

❷ここをクリック

❸図形を選択

1図形を選択
ペンツールを利用して印を付けたい箇所に手書きしたら、選択ツールを使っ
て印を選択する。ここで「操作」→「形の変換」から図形を選択する。
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　蛍光ペンツールには、初期設定で5種類のペン先が用意されて
いる。テクニック0809と同様にペン設定画面を開けば、太さやペ
ン先を好みに合わせて設定することが可能だ。

　作成したノートをホームページ公開用に保存したい場合は、エク
スポート機能を利用しよう。一般的なWebサイトを構成するHTML
形式のファイルを作成することができる。

PROHOME

蛍光ペンの形状をカスタマイズする

0811

PROHOME

作成したノートをホームページ
公開用として保存

0812

1「ペン設定」を選択
蛍光ペンツールの右側にある「▼」をクリックしてメニューを開き、「蛍光ペン
設定」を選択してペン設定画面を開く。

ここを選択

ノートをホームページ
用に保存したい場合は
「ファイル」→「名前
を付けてエクスポー
ト」から保存を行なえ
ばよい。

ここをクリック

2色や太さを設定
ペン設定画面が開いたら色や太さ、ペン先の形など、それぞれプルダウンメ
ニューから選択すればよい。

ペンの形状を選択

ペン先の形状を選択

ここからペン先を選択

❸図形を選択

❶ここをクリック

❷ここをクリック

　四角形や円などの手書きした図形は、変換機能を利用すること
によって形を整えることができる。整形に対応する図形は、四角形
と円、そして直線の3種類に限られるが、手書き入力では不可能な
綺麗な図形作成が行なえるので知っておいて損のないテクニック
と言えるだろう。

　初期設定で5種類のペン先が用意されているペンツールだが、
さらに細かくカスタマイズすることも可能。太さやペン先の形など
好みに合わせて設定してみよう。

　文字や図形の手書きに利用するペンツールは、用途に合わせ
て選べる5種類のペン先が用意されている。ノートの見やすさを向
上させたり、装飾目的など利用シーンに合わせて変更してみよう。
この操作は、ペンツールのプルダウンメニューから行なうことがで
きる。

　蛍光ペンツールもペンツールと同様、5種類のペン先が用意さ
れている。それぞれプルダウンメニューから選択することができる
ので利用シーンに合わせて使い分けてみよう。

PROHOME

図形に変形したオブジェクトの形を
変更する

0807 PROHOME

ペンの形状をカスタマイズする

0809

PROHOME

ペンの種類を変更する

0808

PROHOME

蛍光ペンの種類を変更する

0810

ここをクリック

1「ペン設定」を選択
ペンツールの右側にある「▼」をクリックしてメニューを開き、「ペン設定」を
選択してペン設定画面を開く。

ペンツールの右側にある「▼」をクリックしてメニューを開き、ペン先の形状
を変更することができる。

選択ツールで図形を選択し、「操作」→「形の変換」メニューから図形を選択
すればよい。

蛍光ペンツールの右側にある「▼」をクリックしてメニューを開き、利用する
ペン先を選択すればよい。

2色や太さを設定
ペン設定画面が開いたら色や太さ、ペン先の形など、それぞれプルダウンメ
ニューから選択すればよい。

ペンの形状を選択

付箋の左上に表示される「+」ボタンをクリックすれば新たな付箋が表示され
る仕組みとなっている。

❷新しい付箋が作成される

❶ここをクリック

　ちょっとしたメモを手軽に管理したい場合に活用したいのが「付
箋」。忘れられない予定やメモ書きをデスクトップに付箋感覚で張
り付けられるお手軽アプリだ。

　複数の付箋をデスクトップに張り付けたい場合は、すでに表示
されている付箋の左上の「+」ボタンをクリック。新しい付箋が表示
されるのであとはウィンドウをドラッグして位置を調整すればよい。

PROHOME

メモに便利な付箋を起動する

0813

PROHOME

新しい付箋を追加する

0814

メモの内容を記入

2内容を記入
表示された付箋をクリックして、メモする内容を記入すればよい。

ここをクリック

1「付箋」を起動
「スタート」メニューの「すべてのアプリ」→「Windowsアクセサリ」から「付
箋」をクリックすると、デスクトップに付箋が張り付けられる。
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ト」から保存を行なえ
ばよい。

ここをクリック

2色や太さを設定
ペン設定画面が開いたら色や太さ、ペン先の形など、それぞれプルダウンメ
ニューから選択すればよい。

ペンの形状を選択

ペン先の形状を選択

ここからペン先を選択

❸図形を選択

❶ここをクリック

❷ここをクリック

　四角形や円などの手書きした図形は、変換機能を利用すること
によって形を整えることができる。整形に対応する図形は、四角形
と円、そして直線の3種類に限られるが、手書き入力では不可能な
綺麗な図形作成が行なえるので知っておいて損のないテクニック
と言えるだろう。

　初期設定で5種類のペン先が用意されているペンツールだが、
さらに細かくカスタマイズすることも可能。太さやペン先の形など
好みに合わせて設定してみよう。

　文字や図形の手書きに利用するペンツールは、用途に合わせ
て選べる5種類のペン先が用意されている。ノートの見やすさを向
上させたり、装飾目的など利用シーンに合わせて変更してみよう。
この操作は、ペンツールのプルダウンメニューから行なうことがで
きる。

　蛍光ペンツールもペンツールと同様、5種類のペン先が用意さ
れている。それぞれプルダウンメニューから選択することができる
ので利用シーンに合わせて使い分けてみよう。

PROHOME

図形に変形したオブジェクトの形を
変更する

0807 PROHOME

ペンの形状をカスタマイズする

0809

PROHOME

ペンの種類を変更する

0808

PROHOME

蛍光ペンの種類を変更する

0810

ここをクリック

1「ペン設定」を選択
ペンツールの右側にある「▼」をクリックしてメニューを開き、「ペン設定」を
選択してペン設定画面を開く。

ペンツールの右側にある「▼」をクリックしてメニューを開き、ペン先の形状
を変更することができる。

選択ツールで図形を選択し、「操作」→「形の変換」メニューから図形を選択
すればよい。

蛍光ペンツールの右側にある「▼」をクリックしてメニューを開き、利用する
ペン先を選択すればよい。

2色や太さを設定
ペン設定画面が開いたら色や太さ、ペン先の形など、それぞれプルダウンメ
ニューから選択すればよい。

ペンの形状を選択

付箋の左上に表示される「+」ボタンをクリックすれば新たな付箋が表示され
る仕組みとなっている。

❷新しい付箋が作成される

❶ここをクリック

　ちょっとしたメモを手軽に管理したい場合に活用したいのが「付
箋」。忘れられない予定やメモ書きをデスクトップに付箋感覚で張
り付けられるお手軽アプリだ。

　複数の付箋をデスクトップに張り付けたい場合は、すでに表示
されている付箋の左上の「+」ボタンをクリック。新しい付箋が表示
されるのであとはウィンドウをドラッグして位置を調整すればよい。

PROHOME

メモに便利な付箋を起動する

0813

PROHOME

新しい付箋を追加する

0814

メモの内容を記入

2内容を記入
表示された付箋をクリックして、メモする内容を記入すればよい。

ここをクリック

1「付箋」を起動
「スタート」メニューの「すべてのアプリ」→「Windowsアクセサリ」から「付
箋」をクリックすると、デスクトップに付箋が張り付けられる。
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箇条書きのショートカットキー
Ctrl  ＋ Shift  ＋ L

　付箋に箇条書きを残したい場合は、ショートカットキー「Ctrl」+
「Shift」+「L」キーを押せばよい。ショートカットキーを押すごとに
箇条書きの種類を切り替えられる。

　付箋を削除したい場合は、画面右上の「×」ボタンをクリックす
ればよい。削除確認のダイアログが表示されるので「はい」を選択
すれば削除が行なわれる。

　標準の付箋背景色は、黄色となっているが、壁紙の変更などデ
スクトップのカスタマイズに合わせて付箋の表示色を変えたい場
合もある。そういった場合は、付箋の右クリックメニューから表示色
を変更すればよい。背景色は、全6色から選択することができ、ク
リックひとつで変更可能だ。

　付箋に記入した内容のコピーは右クリックメニューから行なうこ
とができる。コピーしたい文字列を選択して「コピー」を選択すれ
ば、クリップボードに保存される。

利用できる箇条書きの書体は11種類。箇条書きのメモ内容を記入して「En
ter」キーを押せば、次の行にも箇条書き書体が表示される仕組みだ。

❷背景色を選択

❶右クリック

付箋を右クリックする
と、背景色の変更が行
なえる。好みに合わせ
てカスタマイズを楽し
もう。

PROHOME

付箋で箇条書きを行なう

0817 PROHOME

付箋を削除する

0819

PROHOME

背景色を指定する

0818

PROHOME

付箋の内容をコピーする

0820

ここをクリックして削除

2削除の確認
確認ダイアログの「はい」をクリックすれば削除が完了する。

ここをクリック

1「×」アイコンをクリック
削除したい付箋の右上にある「×」アイコンをクリックする。

コピーする文字列を選択したら右ク
リック→「コピー」を選択すればよ
い。

ここをクリック

　付箋に記入したテキストの書式変更は、それぞれショートカット
キー操作によって行なうことができる。適用する文字列を選択して
ショートカットキーを入力しよう。

　付箋に記入したテキストサイズの変更は、ショートカットキーの入
力で行なうことができる。サイズを変更する文字列を選択した状態
で入力を行なう点に注意して操作してみよう。

付箋に記入した文字列を選択して上記ショートカットキーを入力すれば、斜体
や太字などの書式設定を行なうことができる。

テキストの拡大は、「Ctrl」+「Shift」+「＞」で拡大、「Ctrl」+「Shift」+「＜」で
縮小される仕組みとなっている。

PROHOME

付箋の書式を変更する

0815

PROHOME

付箋のテキストサイズを変更する

0816

テキストサイズ変更のショートカットキー

テキストサイズの拡大　 Ctrl  ＋ Shift  ＋ ＞

テキストサイズの縮小　 Ctrl  ＋ Shift  ＋ ＜

書体変更のショートカットキー

太字　 Ctrl  ＋ B  斜体　 Ctrl  ＋ I

下線　 Ctrl  ＋ U  取り消し線　 Ctrl  ＋ T

　「メモ帳」は、ちょっとしたメモから本格的な文書まで作成できる
テキストエディタだ。文字を入力して保存するだけの手軽な操作と
保存容量の小ささが大きな魅力だ。

　メモ帳に表示される文字のフォントやサイズは、自由自在に変更
することが可能。サムネイルを確認しながらフォントが変えられるの
で好みに合わせてカスタマイズしよう。

PROHOME

メモ帳で文書を作成する

0821

PROHOME

メモ帳のフォントを変更する

0822

フォントやサイズは「書式」→「フォント」
から変更することができる。それぞれ選
択して「OK」をクリックすればよい。

クリックして変更

2メモの保存
メモの内容を記入し、「ファイル」→「名前を付けて保存」から保存することが
できる。

❶ここをクリック

❷ここをクリック

1「メモ帳」を起動
「スタート」メニューの「すべてのアプリ」→「Windowsアクセサリ」から「メ
モ帳」をクリックする。

ここをクリック
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箇条書きのショートカットキー
Ctrl  ＋ Shift  ＋ L

　付箋に箇条書きを残したい場合は、ショートカットキー「Ctrl」+
「Shift」+「L」キーを押せばよい。ショートカットキーを押すごとに
箇条書きの種類を切り替えられる。

　付箋を削除したい場合は、画面右上の「×」ボタンをクリックす
ればよい。削除確認のダイアログが表示されるので「はい」を選択
すれば削除が行なわれる。

　標準の付箋背景色は、黄色となっているが、壁紙の変更などデ
スクトップのカスタマイズに合わせて付箋の表示色を変えたい場
合もある。そういった場合は、付箋の右クリックメニューから表示色
を変更すればよい。背景色は、全6色から選択することができ、ク
リックひとつで変更可能だ。

　付箋に記入した内容のコピーは右クリックメニューから行なうこ
とができる。コピーしたい文字列を選択して「コピー」を選択すれ
ば、クリップボードに保存される。

利用できる箇条書きの書体は11種類。箇条書きのメモ内容を記入して「En
ter」キーを押せば、次の行にも箇条書き書体が表示される仕組みだ。

❷背景色を選択

❶右クリック

付箋を右クリックする
と、背景色の変更が行
なえる。好みに合わせ
てカスタマイズを楽し
もう。

PROHOME

付箋で箇条書きを行なう

0817 PROHOME

付箋を削除する

0819

PROHOME

背景色を指定する

0818

PROHOME

付箋の内容をコピーする

0820

ここをクリックして削除

2削除の確認
確認ダイアログの「はい」をクリックすれば削除が完了する。

ここをクリック

1「×」アイコンをクリック
削除したい付箋の右上にある「×」アイコンをクリックする。

コピーする文字列を選択したら右ク
リック→「コピー」を選択すればよ
い。

ここをクリック

　付箋に記入したテキストの書式変更は、それぞれショートカット
キー操作によって行なうことができる。適用する文字列を選択して
ショートカットキーを入力しよう。

　付箋に記入したテキストサイズの変更は、ショートカットキーの入
力で行なうことができる。サイズを変更する文字列を選択した状態
で入力を行なう点に注意して操作してみよう。

付箋に記入した文字列を選択して上記ショートカットキーを入力すれば、斜体
や太字などの書式設定を行なうことができる。

テキストの拡大は、「Ctrl」+「Shift」+「＞」で拡大、「Ctrl」+「Shift」+「＜」で
縮小される仕組みとなっている。

PROHOME

付箋の書式を変更する

0815

PROHOME

付箋のテキストサイズを変更する

0816

テキストサイズ変更のショートカットキー

テキストサイズの拡大　 Ctrl  ＋ Shift  ＋ ＞

テキストサイズの縮小　 Ctrl  ＋ Shift  ＋ ＜

書体変更のショートカットキー

太字　 Ctrl  ＋ B  斜体　 Ctrl  ＋ I

下線　 Ctrl  ＋ U  取り消し線　 Ctrl  ＋ T

　「メモ帳」は、ちょっとしたメモから本格的な文書まで作成できる
テキストエディタだ。文字を入力して保存するだけの手軽な操作と
保存容量の小ささが大きな魅力だ。

　メモ帳に表示される文字のフォントやサイズは、自由自在に変更
することが可能。サムネイルを確認しながらフォントが変えられるの
で好みに合わせてカスタマイズしよう。

PROHOME

メモ帳で文書を作成する

0821

PROHOME

メモ帳のフォントを変更する

0822

フォントやサイズは「書式」→「フォント」
から変更することができる。それぞれ選
択して「OK」をクリックすればよい。

クリックして変更

2メモの保存
メモの内容を記入し、「ファイル」→「名前を付けて保存」から保存することが
できる。

❶ここをクリック

❷ここをクリック

1「メモ帳」を起動
「スタート」メニューの「すべてのアプリ」→「Windowsアクセサリ」から「メ
モ帳」をクリックする。

ここをクリック
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1「ワードパッド」を起動
「スタート」メニューの「すべてのアプリ」→「Windowsアクセサリ」から「ワー
ドパッド」をクリックする。

ここをクリック

ヘッダーとフッターのコマンド
&f : ファイル名を挿入する
&d : 印刷を実行した日付を印刷する
&t : 印刷を実行した時間を印刷する
&p : 印刷ページ数が印刷される

ここに印刷する文字列や
コマンドを記入

❷ここをクリック

❶キーワードを入力

　メモ帳で編集した文書を印刷する際、ヘッダーとフッターを利用
すれば、ファイル名やページ数を自動的に挿入することができる。
ここではおもな設定方法を紹介しよう。

　文書内にある特定のキーワードがある場所に移動したい場合
は、検索機能を利用すると便利。大文字と小文字の区別や検索
方向の指定を行なうこともできる。

ヘッダーとフッターは「ファイル」→「ページ設定」メニューから設定すること
ができる。文字列とコマンドを一緒に使うことができるほか、複数のコマンド
を組み合わせることも可能。おもなコマンドは上記を参考にして挿入しよう。

「編集」→「検索」メニューを開き、「検索する文字列」欄にキーワードを記入し
て「次を検索」をクリックすれば、そのキーワードがある場所へと移動する。

PROHOME

印刷時のヘッダーや
フッターを設定する

0825

PROHOME

文字列を検索移動する

0826

　特定のキーワードをほかのキーワードに置き換えたい場合、置
換機能を利用すると便利。文書内すべての置き換えに対応するの
はもちろん、指定箇所のみの置き換えも行なえる。

PROHOME

文字列を置換する

0827

クリックしてすべて置換

2キーワードを入力
変換元となるキーワードと置き換えるキーワードを記入する。すべて置き換
える場合は「すべて置換」をクリックすればよい。

クリックして文字を検索

置き換えて次へ移動

3文字列を置換
「次を検索」をクリックすると変換元のキーワードがある場所へ移動する。
「置換して次に」をクリックすれば、キーワードを置き換えて次のキーワード
がある場所へ移動する。あとは同じ作業を繰り返せばよい。

❶ここをクリック

❷ここをクリック

1置換機能を起動
文書の置換機能は「編集」→「置換」メニューから起動することができる。

　長文を作成した場合、行が膨大な数に及ぶこともある。スクロー
ルバーやマウスのスクロール機能を使って行を探すのもよいが、
具体的に行番号がわかっている場合は、直接行番号を指定して
移動するのが効率的だ。この操作は長文作成時に役立つので
しっかりマスターしておこう。

　メモ帳には、クリックひとつで日時の入力機能が搭載されてい
る。この機能を活用すれば、文書の作成日時を手軽に記入するこ
とができるので必要に応じて利用してみよう。

「編集」→「行へ移動」を選択すれば、行番号の指定画面が表示される。ここに
行番号を記入して「移動」をクリックすれば移動できる仕組みだ。

「編集」→「日付と時刻」を選択すれば、時刻と日付がメモ帳内に記載される
仕組みとなっている。

PROHOME

メモ帳で行番号を指定して移動する

0823

PROHOME

日時を入力する

0824

❷ここを選択して日付と
時刻を挿入

❶ここをクリック

❶行番号を入力

❷ここをクリック

　Windows10には文書の作成に便利な「ワードパッド」が搭載さ
れている。この「ワードパッド」は、「ホーム」と「表示」の2種類のリ
ボンを切り替えて利用する。

PROHOME

ワードパッドを起動する

0828

　「ホーム」や「表示」のリボンは、非表示に切り替えることも可
能。リボンを非表示にしておけば、画面の小さいノートPCなど限ら
れた表示環境下でも快適な文書作成が行なえる。

PROHOME

リボンの表示と非表示を切り替える

0829

ここをクリック

2リボンの切り替え
「ホーム」をクリックすれば、文字のフォントやサイズ、飾りなどの設定を行な
うことができる「ホーム」リボンが表示される。また、「表示」をクリックすれば、
「表示」リボンが表示され、ウィンドウの表示に関する設定などが行なえる。

ここをクリック

「ホーム」、もしくは「表示」をダブルクリックして表示と非表示を切り替える。

ここをダブルクリック
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1「ワードパッド」を起動
「スタート」メニューの「すべてのアプリ」→「Windowsアクセサリ」から「ワー
ドパッド」をクリックする。

ここをクリック

ヘッダーとフッターのコマンド
&f : ファイル名を挿入する
&d : 印刷を実行した日付を印刷する
&t : 印刷を実行した時間を印刷する
&p : 印刷ページ数が印刷される

ここに印刷する文字列や
コマンドを記入

❷ここをクリック

❶キーワードを入力

　メモ帳で編集した文書を印刷する際、ヘッダーとフッターを利用
すれば、ファイル名やページ数を自動的に挿入することができる。
ここではおもな設定方法を紹介しよう。

　文書内にある特定のキーワードがある場所に移動したい場合
は、検索機能を利用すると便利。大文字と小文字の区別や検索
方向の指定を行なうこともできる。

ヘッダーとフッターは「ファイル」→「ページ設定」メニューから設定すること
ができる。文字列とコマンドを一緒に使うことができるほか、複数のコマンド
を組み合わせることも可能。おもなコマンドは上記を参考にして挿入しよう。

「編集」→「検索」メニューを開き、「検索する文字列」欄にキーワードを記入し
て「次を検索」をクリックすれば、そのキーワードがある場所へと移動する。

PROHOME

印刷時のヘッダーや
フッターを設定する

0825

PROHOME

文字列を検索移動する

0826

　特定のキーワードをほかのキーワードに置き換えたい場合、置
換機能を利用すると便利。文書内すべての置き換えに対応するの
はもちろん、指定箇所のみの置き換えも行なえる。

PROHOME

文字列を置換する

0827

クリックしてすべて置換

2キーワードを入力
変換元となるキーワードと置き換えるキーワードを記入する。すべて置き換
える場合は「すべて置換」をクリックすればよい。

クリックして文字を検索

置き換えて次へ移動

3文字列を置換
「次を検索」をクリックすると変換元のキーワードがある場所へ移動する。
「置換して次に」をクリックすれば、キーワードを置き換えて次のキーワード
がある場所へ移動する。あとは同じ作業を繰り返せばよい。

❶ここをクリック

❷ここをクリック

1置換機能を起動
文書の置換機能は「編集」→「置換」メニューから起動することができる。

　長文を作成した場合、行が膨大な数に及ぶこともある。スクロー
ルバーやマウスのスクロール機能を使って行を探すのもよいが、
具体的に行番号がわかっている場合は、直接行番号を指定して
移動するのが効率的だ。この操作は長文作成時に役立つので
しっかりマスターしておこう。

　メモ帳には、クリックひとつで日時の入力機能が搭載されてい
る。この機能を活用すれば、文書の作成日時を手軽に記入するこ
とができるので必要に応じて利用してみよう。

「編集」→「行へ移動」を選択すれば、行番号の指定画面が表示される。ここに
行番号を記入して「移動」をクリックすれば移動できる仕組みだ。

「編集」→「日付と時刻」を選択すれば、時刻と日付がメモ帳内に記載される
仕組みとなっている。

PROHOME

メモ帳で行番号を指定して移動する

0823

PROHOME

日時を入力する

0824

❷ここを選択して日付と
時刻を挿入

❶ここをクリック

❶行番号を入力

❷ここをクリック

　Windows10には文書の作成に便利な「ワードパッド」が搭載さ
れている。この「ワードパッド」は、「ホーム」と「表示」の2種類のリ
ボンを切り替えて利用する。

PROHOME

ワードパッドを起動する

0828

　「ホーム」や「表示」のリボンは、非表示に切り替えることも可
能。リボンを非表示にしておけば、画面の小さいノートPCなど限ら
れた表示環境下でも快適な文書作成が行なえる。

PROHOME

リボンの表示と非表示を切り替える

0829

ここをクリック

2リボンの切り替え
「ホーム」をクリックすれば、文字のフォントやサイズ、飾りなどの設定を行な
うことができる「ホーム」リボンが表示される。また、「表示」をクリックすれば、
「表示」リボンが表示され、ウィンドウの表示に関する設定などが行なえる。

ここをクリック

「ホーム」、もしくは「表示」をダブルクリックして表示と非表示を切り替える。

ここをダブルクリック
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　「ホーム」リボンの「日付と時刻」を活用すれば、文書を作成した
日付を手軽に入力することができる。多彩な書式が用意されてい
るので好みに合わせて利用しよう。

　写真入りの文書を作成したい場合は、「ホーム」リボンの「画
像」アイコンをクリックすればよい。ここから挿入する写真を選択す
ると貼り付けられる仕組みとなっている。

PROHOME

ワードパッドで写真入りの文書を
作成する

0830

PROHOME

日時をワードパッドに入力する

0831

1写真を選択
「ホーム」リボンの「画像」をクリックすると写真の選択画面が表示される。こ
こから貼り付ける写真を選択しよう。

写真を選択してここをクリック

「ホーム」リボンの「日付と時刻」アイコンをクリックすると、日付と時刻の挿
入メニューが表示される。ここから貼り付ける書式を選択しよう。

書式を選択

2サイズ変更
選択した写真が貼り付けられる。写真をクリックすると四隅に「□」が表示さ
れるので、これをドラッグしてサイズの変更を行なってみよう。

ここをドラッグしてサイズを変更

アイコンをクリックして適用する

❶ここをクリック

❷調整値を設定

　ワードパッドには、入力した文字を上下に寄せて表示する「上付
き文字」や「下付き文字」機能が搭載されている。この機能を利用
すれば、文章に注釈を加えたり、他の文章とは異なる表現を行なう
場合に便利だ。それぞれ、文字列を選択し、アイコンをクリックする
だけで適用できる。

　文章を段落で区切りたい場合は、段落の設定メニューを利用す
るとより細かな表現が行なえるので活用すると便利。文章の開始
や終了位置を指定する左右の「インデント」が設定できるほか、行
間や整列方法など、文章をより見やすく、読みやすくするための設
定が行なえる。

上付きや下付きで表現する文字列を選択して「ホーム」リボンの「上付き文
字」、もしくは「下付き文字」を選択すれば適用可能だ。

段落設定は「ホーム」リボンの「段落」から行なえる。開始位置や終了位置の
インデント、そして行間など用途に合わせて設定しておこう。

PROHOME

「下付き文字」や「上付き文字」
を使用する

0834

PROHOME

段落の位置を調整する

0835

　作成する文書のサイズや印刷の向きの変更は、「ページ設定」
画面から行なうことができる。それぞれ選択することできるほか、ミ
リ単位で余白を設定することも可能だ。

　ワードパッドでは表やグラフ入りの文書を作成することも可能
だ。「ホーム」リボンの「オブジェクトの挿入」からオブジェクトの種
類を選択して挿入しよう。Officeがインストールされていれば、Offi
ceで表やグラフ、数式などを作成して挿入することも可能だ。

PROHOME

用紙サイズや印刷の向きを変更する

0832

PROHOME

ワードパッドで
表やグラフ入りの文書を作成する

0833

2挿入完了
選択したオブジェクトの選択画面が表示される。グラフや数式などを作成し
て挿入してみよう。

「ファイル」メニューの「ページ設定」を
開き、「サイズ」から用紙サイズ、「向き」
から印刷の向きを選択することができ
る。「余白」欄に数値を記入すれば、余白
のサイズも自由自在に変更できる。

1オブジェクトの種類を選択
「ホーム」リボンの「オブジェクトの挿入」を開いたら、挿入するオブジェクトの
種類を選択する。

❷ここをクリックして
挿入するオブジェクト
の種類を選択

❶ここをクリック

ここをクリック

❶ここをクリック

❷単位を選択

　文字の開始位置や折り返し位置を指定する「ルーラー」だが、
初期設定では「㎝」単位で表示されている。この単位の変更が必
要な場合は、「表示」リボンの「単位」をクリックしてプルダウンメ
ニューから単位を選択すればよい。単位を選択したらルーラーを
左右にスライドして調整を行なおう。

　作成した文書を印刷したらイメージと異なっていた……、とい
うのはよくあること。こういったミスを防ぎたい場合は、「印刷プレ
ビュー」を使ってあらかじめイメージを確認しておくとよいだろう。印
刷イメージの確認だけでなく、ページ設定から微調整を行なうこと
も可能だ。

「表示」リボンの「単位」をクリックするとプルダウンメニューが表示されるの
でルーラーの単位を指定すればよい。

「ファイル」→「印刷」→「印刷プレビュー」を開くと印刷イメージが確認でき
る。拡大や縮小表示はもちろん、ページ設定もここから開くことができる。

PROHOME

ルーラーの単位を変更する

0836

PROHOME

印刷前にプレビューで確認する

0837
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　「ホーム」リボンの「日付と時刻」を活用すれば、文書を作成した
日付を手軽に入力することができる。多彩な書式が用意されてい
るので好みに合わせて利用しよう。

　写真入りの文書を作成したい場合は、「ホーム」リボンの「画
像」アイコンをクリックすればよい。ここから挿入する写真を選択す
ると貼り付けられる仕組みとなっている。

PROHOME

ワードパッドで写真入りの文書を
作成する

0830

PROHOME

日時をワードパッドに入力する

0831

1写真を選択
「ホーム」リボンの「画像」をクリックすると写真の選択画面が表示される。こ
こから貼り付ける写真を選択しよう。

写真を選択してここをクリック

「ホーム」リボンの「日付と時刻」アイコンをクリックすると、日付と時刻の挿
入メニューが表示される。ここから貼り付ける書式を選択しよう。

書式を選択

2サイズ変更
選択した写真が貼り付けられる。写真をクリックすると四隅に「□」が表示さ
れるので、これをドラッグしてサイズの変更を行なってみよう。

ここをドラッグしてサイズを変更

アイコンをクリックして適用する

❶ここをクリック

❷調整値を設定

　ワードパッドには、入力した文字を上下に寄せて表示する「上付
き文字」や「下付き文字」機能が搭載されている。この機能を利用
すれば、文章に注釈を加えたり、他の文章とは異なる表現を行なう
場合に便利だ。それぞれ、文字列を選択し、アイコンをクリックする
だけで適用できる。

　文章を段落で区切りたい場合は、段落の設定メニューを利用す
るとより細かな表現が行なえるので活用すると便利。文章の開始
や終了位置を指定する左右の「インデント」が設定できるほか、行
間や整列方法など、文章をより見やすく、読みやすくするための設
定が行なえる。

上付きや下付きで表現する文字列を選択して「ホーム」リボンの「上付き文
字」、もしくは「下付き文字」を選択すれば適用可能だ。

段落設定は「ホーム」リボンの「段落」から行なえる。開始位置や終了位置の
インデント、そして行間など用途に合わせて設定しておこう。

PROHOME

「下付き文字」や「上付き文字」
を使用する

0834

PROHOME

段落の位置を調整する

0835

　作成する文書のサイズや印刷の向きの変更は、「ページ設定」
画面から行なうことができる。それぞれ選択することできるほか、ミ
リ単位で余白を設定することも可能だ。

　ワードパッドでは表やグラフ入りの文書を作成することも可能
だ。「ホーム」リボンの「オブジェクトの挿入」からオブジェクトの種
類を選択して挿入しよう。Officeがインストールされていれば、Offi
ceで表やグラフ、数式などを作成して挿入することも可能だ。

PROHOME

用紙サイズや印刷の向きを変更する

0832

PROHOME

ワードパッドで
表やグラフ入りの文書を作成する

0833

2挿入完了
選択したオブジェクトの選択画面が表示される。グラフや数式などを作成し
て挿入してみよう。

「ファイル」メニューの「ページ設定」を
開き、「サイズ」から用紙サイズ、「向き」
から印刷の向きを選択することができ
る。「余白」欄に数値を記入すれば、余白
のサイズも自由自在に変更できる。

1オブジェクトの種類を選択
「ホーム」リボンの「オブジェクトの挿入」を開いたら、挿入するオブジェクトの
種類を選択する。

❷ここをクリックして
挿入するオブジェクト
の種類を選択

❶ここをクリック

ここをクリック

❶ここをクリック

❷単位を選択

　文字の開始位置や折り返し位置を指定する「ルーラー」だが、
初期設定では「㎝」単位で表示されている。この単位の変更が必
要な場合は、「表示」リボンの「単位」をクリックしてプルダウンメ
ニューから単位を選択すればよい。単位を選択したらルーラーを
左右にスライドして調整を行なおう。

　作成した文書を印刷したらイメージと異なっていた……、とい
うのはよくあること。こういったミスを防ぎたい場合は、「印刷プレ
ビュー」を使ってあらかじめイメージを確認しておくとよいだろう。印
刷イメージの確認だけでなく、ページ設定から微調整を行なうこと
も可能だ。

「表示」リボンの「単位」をクリックするとプルダウンメニューが表示されるの
でルーラーの単位を指定すればよい。

「ファイル」→「印刷」→「印刷プレビュー」を開くと印刷イメージが確認でき
る。拡大や縮小表示はもちろん、ページ設定もここから開くことができる。

PROHOME

ルーラーの単位を変更する

0836

PROHOME

印刷前にプレビューで確認する

0837
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❶ここをクリック

❷ここをクリック

❸ドラッグして領域を指定

❶ここをクリック

❷ここをクリック

❸自由な形に領域を
指定できる

デスクトップキャプチャのキーボード操作
PrintScreen  キー

ウィンドウキャプチャのキーボード操作
Alt  + PrintScreen  キー

　四角形で領域を指定してキャプチャーしたい場合は、「Snippin
gTool」の「四角形の領域切り取り」を利用すればよい。ドラッグし
て選択した四角形の部分だけをキャプチャすることができる。

　Windows 10の「Snipping Tool」には「遅延」機能が搭載され
ており、キャプチャをタイマー撮影することができる。方法は簡単で、
「遅延」をクリックして秒数を指定したあとに通常どおりキャプチャ
の操作を行なうだけ。これで指定した時間後にキャプチャが実行さ
れる。マウスカーソル合わせているときやクリックしているときだけ
表示されるメニューをキャプチャしたいときなどに役に立つだろう。

　領域を自由な形で指定してキャプチャーしたいという場合は、
「SnippingTool」の「自由形式の領域切り取り」を利用しよう。フ
リーハンドで囲った領域だけをキャプチャーすることができる。

　Snipping Toolを使わずともキャプチャすることもできる。デス
クトップ全体をキャプチャする場合は「PrintScreen」キーを押し、
ウィンドウをキャプチャする場合は「Alt」+「Print Screen」キーを
押して、キャプチャしたいウィンドウをクリックする。これで画像とし
てクリップボードにコピーされるので、ペイントなどの画像ソフトに
貼り付けて保存すればOKだ。

「SnippingTool」を起動したら「四角形の領域切り取り」を選択し、領域を指
定する。保存方法はテクニック0838と同様だ。

キャプチャをタイマー撮影するには、「遅延」をクリックして秒数を指定し、
キャプチャ方法を選択。これで指定した時間後にキャプチャが実行される。
キャプチャ方法を選択してから、キャプチャが実行されるまでの間に目的のメ
ニューやウィンドウを表示しておこう。

「SnippingTool」を起動したら「自由形式の領域切り取り」を選択し、フリー
ハンドで領域を指定する。保存方法はテクニック0838と同様だ。

「PrintScreen」キーを押せばデスクトップをキャプチャできる。「Alt」+「Pri
nt Screen」キーを押して、キャプチャしたいウィンドウをクリックすると、ウィ
ンドウのキャプチャが可能だ。どちらの場合もクリップボードにコピーされて
いるので、ペイントなどに貼り付けて利用しよう。

PROHOME

四角形でキャプチャする

0840 PROHOME

キャプチャをタイマー撮影する

0842

PROHOME

自由な形にキャプチャする

0841 PROHOME

キーボード操作でキャプチャする

0843

❶ここをクリック

❷秒数を指定

❸ここをクリックしてキャプチャ方法を選択

　デスクトップをキャプチャしたい場合は「SnippingTool」を利用
すると便利。クリックひとつでデスクトップや指定した領域やウィン
ドウなどをキャプチャすることができる。

　指定したウィンドウをキャプチャしたい場合は、「SnippingTool」
の「ウィンドウの領域切り取り」を利用する。対象ウィンドウを選ぶ
だけでキャプチャできる。

PROHOME

デスクトップをキャプチャする

0838

PROHOME

ウィンドウをキャプチャする

0839

❶ここをクリック

❷ここをクリック

「SnippingTool」を起動したら「ウィンドウの領域切り取り」を選択し、対象
ウィンドウを選択する。保存方法はテクニック0838と同様だ。

1「SnippingTool」を起動
「スタート」メニューの「すべてのアプリ」から「SnippingTool」を起動したら
「新規作成」→「全画面領域切り取り」を選択する。

❶ここをクリック

❷ここをクリック

2画像を保存
キャプチャしたデスクトップ画面がプレビュー表示される。「ファイル」→「名
前を付けて保存」から保存を行なうことができる。

❷ここをクリック

❶ここをクリック

数式を手書きする

　数式を作成する場合は「数式入力パネル」を利用すると便利。
手書き入力に対応しており、複雑な記号や計算式でも簡単に入
力することが可能となっている。

　「数式入力パネル」で作成した数式は、画面右下にある「挿入」
ボタンからクリップボードに保存することができる。これをWord文
書に張り付けることが可能だ。

PROHOME

数式入力パネルで数式を作成する

0844

PROHOME

作成した数式をWordに挿入する

0845

スタートメニューの「すべてのプログラム」→「Windowsアクセサリ」から
「数式入力パネル」を起動したら、入力フォームに数式を手書き入力する。画
面右側のツールを利用すれば、文字の消去や元に戻すなどの操作が行なえ
る。

「貼り付け」メニューで貼り付ける

2数式を貼り付ける
Word文書を開き、数式を表示させたい部分に「貼り付け」れば数式が表
示される仕組みとなっている。なお、数式の貼り付けに対応するのはOffi
ce2010以降のWordのみと対応ソフトが少ないのが難点だ。

ここをクリック

1「挿入」ボタンをクリック
数式の入力が完了したら「挿入」ボタンをクリックしてクリップボードにコピー
する。

P234-284.indd   276-277 2015/08/28   11:52

k-moriyama@katch.ne.jp



277276

ア
プ
リ
と
ア
ク
セ
サ
リ

P a r t

11

❶ここをクリック

❷ここをクリック

❸ドラッグして領域を指定

❶ここをクリック

❷ここをクリック

❸自由な形に領域を
指定できる

デスクトップキャプチャのキーボード操作
PrintScreen  キー

ウィンドウキャプチャのキーボード操作
Alt  + PrintScreen  キー

　四角形で領域を指定してキャプチャーしたい場合は、「Snippin
gTool」の「四角形の領域切り取り」を利用すればよい。ドラッグし
て選択した四角形の部分だけをキャプチャすることができる。

　Windows 10の「Snipping Tool」には「遅延」機能が搭載され
ており、キャプチャをタイマー撮影することができる。方法は簡単で、
「遅延」をクリックして秒数を指定したあとに通常どおりキャプチャ
の操作を行なうだけ。これで指定した時間後にキャプチャが実行さ
れる。マウスカーソル合わせているときやクリックしているときだけ
表示されるメニューをキャプチャしたいときなどに役に立つだろう。

　領域を自由な形で指定してキャプチャーしたいという場合は、
「SnippingTool」の「自由形式の領域切り取り」を利用しよう。フ
リーハンドで囲った領域だけをキャプチャーすることができる。

　Snipping Toolを使わずともキャプチャすることもできる。デス
クトップ全体をキャプチャする場合は「PrintScreen」キーを押し、
ウィンドウをキャプチャする場合は「Alt」+「Print Screen」キーを
押して、キャプチャしたいウィンドウをクリックする。これで画像とし
てクリップボードにコピーされるので、ペイントなどの画像ソフトに
貼り付けて保存すればOKだ。

「SnippingTool」を起動したら「四角形の領域切り取り」を選択し、領域を指
定する。保存方法はテクニック0838と同様だ。

キャプチャをタイマー撮影するには、「遅延」をクリックして秒数を指定し、
キャプチャ方法を選択。これで指定した時間後にキャプチャが実行される。
キャプチャ方法を選択してから、キャプチャが実行されるまでの間に目的のメ
ニューやウィンドウを表示しておこう。

「SnippingTool」を起動したら「自由形式の領域切り取り」を選択し、フリー
ハンドで領域を指定する。保存方法はテクニック0838と同様だ。

「PrintScreen」キーを押せばデスクトップをキャプチャできる。「Alt」+「Pri
nt Screen」キーを押して、キャプチャしたいウィンドウをクリックすると、ウィ
ンドウのキャプチャが可能だ。どちらの場合もクリップボードにコピーされて
いるので、ペイントなどに貼り付けて利用しよう。

PROHOME

四角形でキャプチャする

0840 PROHOME

キャプチャをタイマー撮影する

0842

PROHOME

自由な形にキャプチャする

0841 PROHOME

キーボード操作でキャプチャする

0843

❶ここをクリック

❷秒数を指定

❸ここをクリックしてキャプチャ方法を選択

　デスクトップをキャプチャしたい場合は「SnippingTool」を利用
すると便利。クリックひとつでデスクトップや指定した領域やウィン
ドウなどをキャプチャすることができる。

　指定したウィンドウをキャプチャしたい場合は、「SnippingTool」
の「ウィンドウの領域切り取り」を利用する。対象ウィンドウを選ぶ
だけでキャプチャできる。

PROHOME

デスクトップをキャプチャする

0838

PROHOME

ウィンドウをキャプチャする

0839

❶ここをクリック

❷ここをクリック

「SnippingTool」を起動したら「ウィンドウの領域切り取り」を選択し、対象
ウィンドウを選択する。保存方法はテクニック0838と同様だ。

1「SnippingTool」を起動
「スタート」メニューの「すべてのアプリ」から「SnippingTool」を起動したら
「新規作成」→「全画面領域切り取り」を選択する。

❶ここをクリック

❷ここをクリック

2画像を保存
キャプチャしたデスクトップ画面がプレビュー表示される。「ファイル」→「名
前を付けて保存」から保存を行なうことができる。

❷ここをクリック

❶ここをクリック

数式を手書きする

　数式を作成する場合は「数式入力パネル」を利用すると便利。
手書き入力に対応しており、複雑な記号や計算式でも簡単に入
力することが可能となっている。

　「数式入力パネル」で作成した数式は、画面右下にある「挿入」
ボタンからクリップボードに保存することができる。これをWord文
書に張り付けることが可能だ。

PROHOME

数式入力パネルで数式を作成する

0844

PROHOME

作成した数式をWordに挿入する

0845

スタートメニューの「すべてのプログラム」→「Windowsアクセサリ」から
「数式入力パネル」を起動したら、入力フォームに数式を手書き入力する。画
面右側のツールを利用すれば、文字の消去や元に戻すなどの操作が行なえ
る。

「貼り付け」メニューで貼り付ける

2数式を貼り付ける
Word文書を開き、数式を表示させたい部分に「貼り付け」れば数式が表
示される仕組みとなっている。なお、数式の貼り付けに対応するのはOffi
ce2010以降のWordのみと対応ソフトが少ないのが難点だ。

ここをクリック

1「挿入」ボタンをクリック
数式の入力が完了したら「挿入」ボタンをクリックしてクリップボードにコピー
する。
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　手元のパソコンから他のパソコンを操作したい場合、「リモート
デスクトップ接続」機能を利用すると便利。Windows10はもちろ
ん、8/8.1や7、Vista、XPのパソコンにも接続可能だ。

PROHOME

リモート接続を開始する

0847

3接続開始
警告が表示されることもあるが、「はい」を選択すれば接続できる。「このコン
ピューターへの接続～」にチェックを入れると、今後、警告が表示されない。

クリックして接続開始

1コンピューター名を入力
「スタート」メニューの「すべてのアプリ」→「Windowsアクセサリ」から「リ
モートデスクトップ接続」を起動。接続先のコンピューター名を入力して「接
続」をクリックする。

❶接続先のコンピュータ名を入力

❷ここをクリック

2アカウント情報を入力
資格情報の記入画面が表示される。ここに自身のパソコンへログインするた
めのアカウント情報を記入して「OK」をクリックする。

❶自身のパソコンにサインインする
アカウント情報を入力

❷ここをクリック

　「ステップ記録ツール」は、自分で行なった操作を記録して
HTML形式で保存できるアプリ。Windowsや各種アプリの操作
法をメールで送信したりWebサイトで公開するのに便利だ。

PROHOME

操作手順のステップを記録する

0846

クリックして保存

3保存
実行した操作がWebサイトを構成するHTML形式で表示される。「保存」を
クリックすれば、HTML形式で保存することが可能だ。

ここをクリック

2記録終了
記録したい操作を実行する。操作が完了したら「記録の停止」をクリックす
る。

ここをクリックして記録を開始

1記録開始
「スタート」メニューから「ステップ記録ツール」を起動したら「記録の開始」ボ
タンをクリックする。

　「リモートデスクトップ接続」は、ネットーワークを介してほかのパ
ソコンから接続する。この性質上、セキュリティ面に配慮して初期
設定ではリモート接続できないように設定されている。ほかのパソ

コンから接続できるようにするには、リモート接続をシステム的に許
可しておく必要がある。なお、「HOME」エディションでは、この機
能は利用不可。ほかのパソコンからのアクセスはできない。

PRO

リモート接続でアクセスできるように設定する
0848

ここをクリック

3「リモートの設定」をクリック
コンピューターの基本情報が表示される。ここで画面左側にある「リモートの
設定」を選択しよう。

ここをクリック

6ユーザーを追加
アカウントの追加画面が表示される。メインで利用しているアカウント情報
を他人に知らせたくない場合、ゲスト用のアカウントを追加しておくといった
使い方ができる。

ここをクリック

5「追加」をクリック
手順4の画面で「ユーザーの選択」をクリックすると、リモート接続できる
ユーザーを確認できる。ユーザーを追加するには、「追加」をクリックしよう。

ここをクリック

1「システムとセキュリティ」をクリック
コントロールパネルを開き、「システムとセキュリティ」をクリックする。

2「システム」をクリック
「システムとセキュリティ」が開いたら「システム」をクリックして先に進む。

ここをクリック

4リモート接続を許可
リモート接続の設定画面が表示される。「リモート」タブの「このコンピュータ
へのリモート接続を許可する」にチェックを入れる。

❶ここをクリック

❷チェックを入れる
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　手元のパソコンから他のパソコンを操作したい場合、「リモート
デスクトップ接続」機能を利用すると便利。Windows10はもちろ
ん、8/8.1や7、Vista、XPのパソコンにも接続可能だ。

PROHOME

リモート接続を開始する

0847

3接続開始
警告が表示されることもあるが、「はい」を選択すれば接続できる。「このコン
ピューターへの接続～」にチェックを入れると、今後、警告が表示されない。

クリックして接続開始

1コンピューター名を入力
「スタート」メニューの「すべてのアプリ」→「Windowsアクセサリ」から「リ
モートデスクトップ接続」を起動。接続先のコンピューター名を入力して「接
続」をクリックする。

❶接続先のコンピュータ名を入力

❷ここをクリック

2アカウント情報を入力
資格情報の記入画面が表示される。ここに自身のパソコンへログインするた
めのアカウント情報を記入して「OK」をクリックする。

❶自身のパソコンにサインインする
アカウント情報を入力

❷ここをクリック

　「ステップ記録ツール」は、自分で行なった操作を記録して
HTML形式で保存できるアプリ。Windowsや各種アプリの操作
法をメールで送信したりWebサイトで公開するのに便利だ。

PROHOME

操作手順のステップを記録する

0846

クリックして保存

3保存
実行した操作がWebサイトを構成するHTML形式で表示される。「保存」を
クリックすれば、HTML形式で保存することが可能だ。

ここをクリック

2記録終了
記録したい操作を実行する。操作が完了したら「記録の停止」をクリックす
る。

ここをクリックして記録を開始

1記録開始
「スタート」メニューから「ステップ記録ツール」を起動したら「記録の開始」ボ
タンをクリックする。

　「リモートデスクトップ接続」は、ネットーワークを介してほかのパ
ソコンから接続する。この性質上、セキュリティ面に配慮して初期
設定ではリモート接続できないように設定されている。ほかのパソ

コンから接続できるようにするには、リモート接続をシステム的に許
可しておく必要がある。なお、「HOME」エディションでは、この機
能は利用不可。ほかのパソコンからのアクセスはできない。

PRO

リモート接続でアクセスできるように設定する
0848

ここをクリック

3「リモートの設定」をクリック
コンピューターの基本情報が表示される。ここで画面左側にある「リモートの
設定」を選択しよう。

ここをクリック

6ユーザーを追加
アカウントの追加画面が表示される。メインで利用しているアカウント情報
を他人に知らせたくない場合、ゲスト用のアカウントを追加しておくといった
使い方ができる。

ここをクリック

5「追加」をクリック
手順4の画面で「ユーザーの選択」をクリックすると、リモート接続できる
ユーザーを確認できる。ユーザーを追加するには、「追加」をクリックしよう。

ここをクリック

1「システムとセキュリティ」をクリック
コントロールパネルを開き、「システムとセキュリティ」をクリックする。

2「システム」をクリック
「システムとセキュリティ」が開いたら「システム」をクリックして先に進む。

ここをクリック

4リモート接続を許可
リモート接続の設定画面が表示される。「リモート」タブの「このコンピュータ
へのリモート接続を許可する」にチェックを入れる。

❶ここをクリック

❷チェックを入れる
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❷チェックを入れる

❶設定を行なう

❷回線を選択

❶ここをクリック

❶ここをクリック

❷接続オプションが
表示される

　リモート先の画面設定やネットワークの回線設定などは、接続オ
プションから行なう。この接続オプションを表示するには接続画面
で「オプションの表示」をクリックすればよい。

　「リモートデスクトップ接続」は、ネットワークの速度によってパ
フォーマンスが最適化される仕組みを持っている。最適な状態で
利用するためにも接続設定を見直してみよう。

　リモート先の画面表示サイズや画面の色は、接続画面のオプ
ションから選ぶことができる。特に画面のサイズは操作性を大きく
左右するため、可能な限り高解像度にしておこう。

　リモート接続の設定を保存しておくと、設定ファイルをダブルク
リックするだけで、設定条件でのリモート接続が可能になるので
便利。「接続オプション」で設定を行なったあとに、「保存」、もしくは
「名前を付けて保存」をクリックすれば、設定を保存して設定ファ
イルを作成できる。

　リモート先の画面表示サイズや画面の色は、接続画面の「オプションの表
示」から選ぶことができる。特に画面のサイズは操作性を大きく左右するた
め、可能な限り高解像度にしておこう。

パフォーマンスはオプション画面の「エクスペリエンス」欄にあるプルダウン
メニューから選択することができる。通常は自動検出で構わないが、LAN環
境を利用しているなら最高パフォーマンスの「LAN」を選択しておこう。

オプション画面の「画面」タブを開き、画面のサイズと色をそれぞれ選択して
おこう。

設定を行なったあとに、「保存」、もしくは「名前を付けて保存」をクリックして
設定を保存する。

PROHOME

接続オプションを設定する

0851 PROHOME

適切な通信回線を選んで
パフォーマンスを最適化する

0853

PROHOME

リモート先の画面サイズや
色を変更する

0852 PROHOME

接続設定を保存する

0854

❷解像度を選択

❶ここをクリック

❸色数を選択

　リモート接続が正常に完了したら、接続先のパソコンのデスク
トップが表示される。あとは自身のパソコンを操作するのと同じ感
覚で操作を行なえばよい。ただし、接続の解除やウィンドウ表示へ
の切り替えなどは、画面上部のツールバーなどから行なう。

　リモート接続先のシステム設定を変更する場合、特に特別な
操作は不要。自身のパソコンを設定するのと同じ感覚で「設定」や
「コントロールパネル」などを開き、設定を進めればよい。一部設
定不可の項目もあるが、離れた場所にあるパソコンの設定サポー
トを行なう際に活用すると便利だ。

全画面表示の場合は画面上部のツールバー、ウィンドウ表示の場合はウィン
ドウ上部を右クリックして表示されるメニューから接続の解除などを行なう。

リモート接続時でも「設定」や「コントロールパネル」を開くことが可能。もち
ろん各種設定にも対応している。

PROHOME

リモート接続で接続先の
パソコンを操作する

0849

PROHOME

リモート接続先の設定を変更する

0850

　「リモートアシスタンス」は、リモートデスクトップと同様、他のパ
ソコンを操作することができる機能。相手にすべての操作を許可
する仕組みを持っているため、初期状態では接続は不可能となっ
ている。ここでは、リモートアシスタンスを受け入れるための設定を
紹介しよう。

PROHOME

リモートアシスタンスを設定する

0855

3招待を有効にする時間を選択
「招待」欄から招待を有効にする時間を選択し、「Windows Vista以降の～」
にチェックを入れて「OK」をクリックすればよい。

チェックを入れる

1「リモートの設定」を開く
「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「システム」をクリックし
て、「リモートの設定」をクリックする。

ここをクリック

2「詳細設定」をクリック
システムのプロパティが開く。「リモート」タブで「このコンピュータへのリ
モート～」にチェックを入れて「詳細設定」をクリックする。

❸ここをクリック

❶ここをクリック

❷チェックを入れる
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❷チェックを入れる

❶設定を行なう

❷回線を選択

❶ここをクリック

❶ここをクリック

❷接続オプションが
表示される

　リモート先の画面設定やネットワークの回線設定などは、接続オ
プションから行なう。この接続オプションを表示するには接続画面
で「オプションの表示」をクリックすればよい。

　「リモートデスクトップ接続」は、ネットワークの速度によってパ
フォーマンスが最適化される仕組みを持っている。最適な状態で
利用するためにも接続設定を見直してみよう。

　リモート先の画面表示サイズや画面の色は、接続画面のオプ
ションから選ぶことができる。特に画面のサイズは操作性を大きく
左右するため、可能な限り高解像度にしておこう。

　リモート接続の設定を保存しておくと、設定ファイルをダブルク
リックするだけで、設定条件でのリモート接続が可能になるので
便利。「接続オプション」で設定を行なったあとに、「保存」、もしくは
「名前を付けて保存」をクリックすれば、設定を保存して設定ファ
イルを作成できる。

　リモート先の画面表示サイズや画面の色は、接続画面の「オプションの表
示」から選ぶことができる。特に画面のサイズは操作性を大きく左右するた
め、可能な限り高解像度にしておこう。

パフォーマンスはオプション画面の「エクスペリエンス」欄にあるプルダウン
メニューから選択することができる。通常は自動検出で構わないが、LAN環
境を利用しているなら最高パフォーマンスの「LAN」を選択しておこう。

オプション画面の「画面」タブを開き、画面のサイズと色をそれぞれ選択して
おこう。

設定を行なったあとに、「保存」、もしくは「名前を付けて保存」をクリックして
設定を保存する。

PROHOME

接続オプションを設定する

0851 PROHOME

適切な通信回線を選んで
パフォーマンスを最適化する

0853

PROHOME

リモート先の画面サイズや
色を変更する

0852 PROHOME

接続設定を保存する

0854

❷解像度を選択

❶ここをクリック

❸色数を選択

　リモート接続が正常に完了したら、接続先のパソコンのデスク
トップが表示される。あとは自身のパソコンを操作するのと同じ感
覚で操作を行なえばよい。ただし、接続の解除やウィンドウ表示へ
の切り替えなどは、画面上部のツールバーなどから行なう。

　リモート接続先のシステム設定を変更する場合、特に特別な
操作は不要。自身のパソコンを設定するのと同じ感覚で「設定」や
「コントロールパネル」などを開き、設定を進めればよい。一部設
定不可の項目もあるが、離れた場所にあるパソコンの設定サポー
トを行なう際に活用すると便利だ。

全画面表示の場合は画面上部のツールバー、ウィンドウ表示の場合はウィン
ドウ上部を右クリックして表示されるメニューから接続の解除などを行なう。

リモート接続時でも「設定」や「コントロールパネル」を開くことが可能。もち
ろん各種設定にも対応している。

PROHOME

リモート接続で接続先の
パソコンを操作する

0849

PROHOME

リモート接続先の設定を変更する

0850

　「リモートアシスタンス」は、リモートデスクトップと同様、他のパ
ソコンを操作することができる機能。相手にすべての操作を許可
する仕組みを持っているため、初期状態では接続は不可能となっ
ている。ここでは、リモートアシスタンスを受け入れるための設定を
紹介しよう。

PROHOME

リモートアシスタンスを設定する

0855

3招待を有効にする時間を選択
「招待」欄から招待を有効にする時間を選択し、「Windows Vista以降の～」
にチェックを入れて「OK」をクリックすればよい。

チェックを入れる

1「リモートの設定」を開く
「コントロールパネル」→「システムとセキュリティ」→「システム」をクリックし
て、「リモートの設定」をクリックする。

ここをクリック

2「詳細設定」をクリック
システムのプロパティが開く。「リモート」タブで「このコンピュータへのリ
モート～」にチェックを入れて「詳細設定」をクリックする。

❸ここをクリック

❶ここをクリック

❷チェックを入れる
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ここからフォントやサイズの変更を行なう

　FAX文書の作成時、フォントを変更したい場合は、文書作成画
面上部に表示されているフォント名のプルダウンメニューから選択
すればよい。同様の操作で文字のサイズが変更できるほか、太文
字や斜体などの文字装飾を行なったり、中央揃えなどの体裁を整
える機能も搭載されている。

　受信したFAX文書の送信者へFAXを返信したい場合は、該当
するFAX文書を選択して「返信」をクリックすればよい。宛先と件
名、本文を記入して「送信」ボタンをクリックすれば送信される仕
組みとなっている。FAXの受信報告などを行なう際に活用すると
便利だ。

　受信したFAX文書は、メールで転送することができる。該当する
文書を選択した状態でツールバーの「電子メールとして転送」をク
リックすればメールの作成画面が開くので宛先と件名、本文を記
入して送信を行なえばよい。なお、FAXの内容は添付画像として
転送される。

　受信したFAX文書を他のFAX番号へ転送したい場合は、該当
するFAX文書を選択して「転送」をクリック。宛先と件名、本文を
記入して「送信」ボタンをクリックすれば、受信したFAX文書と自身
で書き加えた本文や件名が指定したFAX番号へと送信される仕
組みとなっている。

文書作成欄の直上にあるツールバーを利用すれば、文字のサイズ変更や装
飾、体裁を整えることができる。

宛先と件名、本文を記入して「送信」ボタンをクリックすれば、その内容が返
信される仕組みとなっている。

メールとして転送したいFAX文書を「電子メールとして転送」をクリックすれ
ば、画像化されたFAXが添付された状態でメールの作成画面が開く。ここに
送信先や件名、本文を記入して送信しよう。

宛先と件名、本文を記入すれば、その内容と共に転送元のFAX文書が送信
される。

PROHOME

FAX作成時の
フォントを設定する

0860 PROHOME

受信したFAX文書を
FAXで返信する

0862

PROHOME

受信したFAX文書を
メールで転送する

0861 PROHOME

受信したFAX文書を他の
FAX番号へ転送する

0863

　アカウントとセキュリティの対策が完了したらいよいよ残すのは
送受信のみ。FAXの設定画面を開いて、FAXの送信や受信が行
なえるように設定すればよい。

　FAX文書の作成は、メイン画面の「新しいFAX」ボタンから行な
うことができる。メール作成と同じ感覚で文書を編集したら宛先を
記入し、送信を行なえばよい。

PROHOME

FAX送受信時の設定をする

0858

PROHOME

文書を新規作成して
FAXで送信する

0859

2FAXを送信
宛先となるFAX番号を記入したら、あとはメールの送信と同じ要領で内容を
記入して送信を行なえばよい。

「ツール」→「FAXの設定」→「全般」タブ
を開き、「デバイスでFAXを送信できる
ようにする」と「デバイスでFAX呼び出し
を受信できるようにする」にチェックを入
れればよい。FAXの受信は手動で応答
と自動応答から選択することができる。

❶ここをクリック

❷ここにチェックを入れて
送受信できるようにする

1「新しいFAX」を選択
「Windows FAXとスキャン」アプリのトップ画面にある「新しいFAX」を選択
する。

ここをクリック

　パソコンにFAX機能が搭載されていれば「Windows FAXとス
キャン」を利用してパソコンでFAXの送受信が行なえる。まずは送
受信を行なうためのアカウント設定を行なっておこう。

　FAXのアカウント登録が完了したらFAXの設定を行なう。まず
は、FAXアプリへアクセスできるユーザーの設定とセキュリティ設
定を見直してみよう。

PROHOME

FAX送受信に必要な
アカウントを作成する

0856

PROHOME

FAXの設定をする

0857

2「追加」を選択
「FAXアカウント」画面で「追加」ボタンをクリック。FAXの接続方法をモデム
かサーバーから選択したら、画面の指示にしたがってアカウントを設定する。

❶ここをクリック

❷どちらかを選択

「ツール」→「FAXの設定」→「セキュリ
ティ」タブを開き、「アクセス許可」欄の
権限をすべて「許可」にしておこう。

❷すべてを許可に設定

❶ここをクリック

1「FAXアカウント」を選択
スタートメニューの「すべてのアプリ」→「Windows アクセサリ」から「Wind
ows FAXとスキャン」アプリを起動したら「ツール」→「FAXアカウント」を選
択してアカウントの追加画面を開く。

❶ここをクリック

❷ここをクリック
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ここからフォントやサイズの変更を行なう

　FAX文書の作成時、フォントを変更したい場合は、文書作成画
面上部に表示されているフォント名のプルダウンメニューから選択
すればよい。同様の操作で文字のサイズが変更できるほか、太文
字や斜体などの文字装飾を行なったり、中央揃えなどの体裁を整
える機能も搭載されている。

　受信したFAX文書の送信者へFAXを返信したい場合は、該当
するFAX文書を選択して「返信」をクリックすればよい。宛先と件
名、本文を記入して「送信」ボタンをクリックすれば送信される仕
組みとなっている。FAXの受信報告などを行なう際に活用すると
便利だ。

　受信したFAX文書は、メールで転送することができる。該当する
文書を選択した状態でツールバーの「電子メールとして転送」をク
リックすればメールの作成画面が開くので宛先と件名、本文を記
入して送信を行なえばよい。なお、FAXの内容は添付画像として
転送される。

　受信したFAX文書を他のFAX番号へ転送したい場合は、該当
するFAX文書を選択して「転送」をクリック。宛先と件名、本文を
記入して「送信」ボタンをクリックすれば、受信したFAX文書と自身
で書き加えた本文や件名が指定したFAX番号へと送信される仕
組みとなっている。

文書作成欄の直上にあるツールバーを利用すれば、文字のサイズ変更や装
飾、体裁を整えることができる。

宛先と件名、本文を記入して「送信」ボタンをクリックすれば、その内容が返
信される仕組みとなっている。

メールとして転送したいFAX文書を「電子メールとして転送」をクリックすれ
ば、画像化されたFAXが添付された状態でメールの作成画面が開く。ここに
送信先や件名、本文を記入して送信しよう。

宛先と件名、本文を記入すれば、その内容と共に転送元のFAX文書が送信
される。

PROHOME

FAX作成時の
フォントを設定する

0860 PROHOME

受信したFAX文書を
FAXで返信する

0862

PROHOME

受信したFAX文書を
メールで転送する

0861 PROHOME

受信したFAX文書を他の
FAX番号へ転送する

0863

　アカウントとセキュリティの対策が完了したらいよいよ残すのは
送受信のみ。FAXの設定画面を開いて、FAXの送信や受信が行
なえるように設定すればよい。

　FAX文書の作成は、メイン画面の「新しいFAX」ボタンから行な
うことができる。メール作成と同じ感覚で文書を編集したら宛先を
記入し、送信を行なえばよい。

PROHOME

FAX送受信時の設定をする

0858

PROHOME

文書を新規作成して
FAXで送信する

0859

2FAXを送信
宛先となるFAX番号を記入したら、あとはメールの送信と同じ要領で内容を
記入して送信を行なえばよい。

「ツール」→「FAXの設定」→「全般」タブ
を開き、「デバイスでFAXを送信できる
ようにする」と「デバイスでFAX呼び出し
を受信できるようにする」にチェックを入
れればよい。FAXの受信は手動で応答
と自動応答から選択することができる。

❶ここをクリック

❷ここにチェックを入れて
送受信できるようにする

1「新しいFAX」を選択
「Windows FAXとスキャン」アプリのトップ画面にある「新しいFAX」を選択
する。

ここをクリック

　パソコンにFAX機能が搭載されていれば「Windows FAXとス
キャン」を利用してパソコンでFAXの送受信が行なえる。まずは送
受信を行なうためのアカウント設定を行なっておこう。

　FAXのアカウント登録が完了したらFAXの設定を行なう。まず
は、FAXアプリへアクセスできるユーザーの設定とセキュリティ設
定を見直してみよう。

PROHOME

FAX送受信に必要な
アカウントを作成する

0856

PROHOME

FAXの設定をする

0857

2「追加」を選択
「FAXアカウント」画面で「追加」ボタンをクリック。FAXの接続方法をモデム
かサーバーから選択したら、画面の指示にしたがってアカウントを設定する。

❶ここをクリック

❷どちらかを選択

「ツール」→「FAXの設定」→「セキュリ
ティ」タブを開き、「アクセス許可」欄の
権限をすべて「許可」にしておこう。

❷すべてを許可に設定

❶ここをクリック

1「FAXアカウント」を選択
スタートメニューの「すべてのアプリ」→「Windows アクセサリ」から「Wind
ows FAXとスキャン」アプリを起動したら「ツール」→「FAXアカウント」を選
択してアカウントの追加画面を開く。

❶ここをクリック

❷ここをクリック

P234-284.indd   282-283 2015/08/28   11:52

k-moriyama@katch.ne.jp



284

サウンドを鳴らしたい
タイミングを選択

　FAXの送信結果や進行状況を詳しく知りたい場合、FAXの設
定画面から通知設定を行なえばよい。発着信の成否はもちろん、
進行状況の通知も行なうことができる。

　FAXの送信完了や受信、着信音の呼び出しなど、何らかのアク
ションがあった場合、サウンドで通知できる。通知タイミングは、「サ
ウンドのオプション」から行なえる。

PROHOME

FAX送信確認を自分にメールする

0866

PROHOME

FAX送受信時の
サウンドの設定をする

0867

通知させたい項目に
チェックを入れる

2通知の設定
通知設定は、「ツール」
→「FAXの設定」→「追
跡」タブから行なえる。
「通知」欄から通知さ
せたいものを選択すれ
ばよい。

送信先のメールアドレスを記入

1メールアドレスの設定
通知するメールアドレスの設定は、「ツール」→「オプション」→「配信確認メッ
セージ」から行なうことができる。

「ツール」→「FAXの設定」→「追跡」タブから「サウンドのオプション」をクリッ
クし、サウンドを鳴らすタイミングを選択すればよい。

　FAXの送付状をいちいち作成するのは意外と面倒なもの。オリ
ジナルの送付状を作成して保存しておけば、FAX送信時に自動
的に付加してくれるので便利だ。複数の送付状作成に対応してい
るのでビジネスやプライベートなど、用途に合わせて使い分けるこ
ともできる。

　FAXには、送信者情報の表示機能が備えられている。本アプリ
も例外ではなく、FAXを送信すると受信側に送信者情報が表示さ
れる仕組みとなっている。この送信者情報には、氏名や会社名は
もちろん、住所や電話番号、メールアドレスなど、多彩な事項を登
録しておくことができる。

PROHOME

オリジナルのFAX送付状を作成する

0864

PROHOME

FAX送信者情報を自動入力する

0865

この送付状の作成は「ツール」メニューの「送付状」から行なうことができる。
Word感覚の操作で編集が行なえるのでオリジナリティ溢れる送付状を作成
してみよう。

送信者情報は、「ツール」→「送信者情報」から設定することができる。ここに
記載した情報がFAX送信時、相手に通知される仕組みとなっている。
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　キーボードの「CapsLock」キーの機能を「Shift」キーに割り当
てることが可能なので、頻繁に利用する場合は設定を検討しよ
う。コントロールパネルから「時計、言語、および地域」→「言語」→
「詳細設定」→「言語バーホットキーの変更」で変更できる。

　使用するキーボードの種類にもよるが、入力言語を切り替える
には「左Alt＋Shift」キーを押すことが一般的だ。この操作を他の
キーに変更することができる。コントロールパネルから「時計、言
語、および地域」→「言語」→「詳細設定」→「言語バーホットキー
の変更」→「キーシーケンスの変更」をクリックしよう。

PROHOME

「CapsLock」キーを
「Shift」キーで代用する

0870

PROHOME

入力言語の変更キーを変える

0871

　「固定キー」とは、常に押した状態を保つ機能で、「Ctrl」＋「Alt」
＋「Del」などの同時押しをするショートカットも、ひとつずつキーを
押して実行できる。この機能を有効にしておくと、「Shift」キーを5
回連続で押すことで、固定キーが有効な状態になる。

　文字を入力している最中に誤って同じキーを何度も入力して
しまうことを防ぐために連続したキー入力を防ぐのが「フィルター
キー」機能だ。コントロールパネルから「コンピューターの簡単操
作」→「キーボードの動作の変更」で設定することができる。

　マウスを使わずにキーボードからマウス操作を行なうのが「マウ
スキー」機能。マウスの不調などでキーボードしか使えないといっ
た環境に便利だ。設定はコントロールパネルから「コンピューター
の簡単操作」→「キーボードの動作の変更」で実行できる。

　「マウスキー」機能はマウスでの操作性に比べると使い勝手が
悪い。そこで、設定変更して使いやすく調整しよう。「マウスキー機
能を有効にします」のチェック欄下にある、「マウスキー機能を設定
します」をクリックすると、設定画面が表示される。

PROHOME

固定キーを有効にする

0872

PROHOME

連続したキー入力を無効にする

0873

PROHOME

キーボードでマウスを操作

0874

PROHOME

マウスキー機能の設定を変更する

0875

287286

「CapsLockキーを解除する方法」の「Shiftキーを押す」を選択。元に戻す
ときは「CapsLockキーを押す」を選択する。

ここを選択

システムが利用していないキーシーケンスの中から選択できる。自分にとっ
て押しやすいキーシーケンスを選択しよう。

変更したいキーを選択

コントロールパネルから「コンピューターの簡単操作」→「キーボードの動作
の変更」を開き、「固定キー機能を有効にします」にチェックを入れる。

「マウスキー機能を有効にします」にチェックを入れると機能が有効になる。
前もって設定をしておくと、設定画面を開かずにキーボード操作だけで有効
に切り替えることができるようになる。

「マウスキーを左Alt＋左Shift＋NumLockで有効にします」にチェックを入
れると、簡単に有効にすることができる。「ポインター速度」も調整すること
で、キーボードでもスムーズなマウスキー操作が実現するだろう。

チェックを入れる

「フィルターキー機能を有効にします」にチェックを入れると、フィルターキー
機能が有効になる。

チェックを入れる

❷設定する

　標準表示の「コントロールパネル」はカテゴリ分けされて見やす
い反面、探している項目が見つけづらい場合がある。コントロール
パネルの「表示方法」を「小さいアイコン」に切り替えれば、すべて
の項目が一覧表示されるので、目的の項目が探しやすくなる。

　上記の「小さいアイコン」表示では、アイコンや文字の表示が小
さくて見づらい場合には「大きいアイコン」表示にしてみよう。ウィン
ドウのサイズ変更は必要になるだろうが、すべての項目を表示した
まま、アイコンや文字だけを大きく表示してくれる。

PROHOME

コントロールパネルを
「小さいアイコン」表示にする

0868

PROHOME

コントロールパネルを
「大きいアイコン」表示にする

0869

すべての項目が大きな文字とアイコンで表示される。モニタサイズや視力に
合わせて選択するのがオススメだ。

「小さいアイコン」を選択して表示すると、すべての項目がアイコンで識別で
きるようになる。カテゴリ表示よりも項目が探しやすくなるだろう。

クリックして選択

クリックして選択

チェックを入れる

❶チェックを入れる
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　キーボードの「CapsLock」キーの機能を「Shift」キーに割り当
てることが可能なので、頻繁に利用する場合は設定を検討しよ
う。コントロールパネルから「時計、言語、および地域」→「言語」→
「詳細設定」→「言語バーホットキーの変更」で変更できる。

　使用するキーボードの種類にもよるが、入力言語を切り替える
には「左Alt＋Shift」キーを押すことが一般的だ。この操作を他の
キーに変更することができる。コントロールパネルから「時計、言
語、および地域」→「言語」→「詳細設定」→「言語バーホットキー
の変更」→「キーシーケンスの変更」をクリックしよう。

PROHOME

「CapsLock」キーを
「Shift」キーで代用する

0870

PROHOME

入力言語の変更キーを変える

0871

　「固定キー」とは、常に押した状態を保つ機能で、「Ctrl」＋「Alt」
＋「Del」などの同時押しをするショートカットも、ひとつずつキーを
押して実行できる。この機能を有効にしておくと、「Shift」キーを5
回連続で押すことで、固定キーが有効な状態になる。

　文字を入力している最中に誤って同じキーを何度も入力して
しまうことを防ぐために連続したキー入力を防ぐのが「フィルター
キー」機能だ。コントロールパネルから「コンピューターの簡単操
作」→「キーボードの動作の変更」で設定することができる。

　マウスを使わずにキーボードからマウス操作を行なうのが「マウ
スキー」機能。マウスの不調などでキーボードしか使えないといっ
た環境に便利だ。設定はコントロールパネルから「コンピューター
の簡単操作」→「キーボードの動作の変更」で実行できる。

　「マウスキー」機能はマウスでの操作性に比べると使い勝手が
悪い。そこで、設定変更して使いやすく調整しよう。「マウスキー機
能を有効にします」のチェック欄下にある、「マウスキー機能を設定
します」をクリックすると、設定画面が表示される。

PROHOME

固定キーを有効にする

0872

PROHOME

連続したキー入力を無効にする

0873

PROHOME

キーボードでマウスを操作

0874

PROHOME

マウスキー機能の設定を変更する

0875

287286

「CapsLockキーを解除する方法」の「Shiftキーを押す」を選択。元に戻す
ときは「CapsLockキーを押す」を選択する。

ここを選択

システムが利用していないキーシーケンスの中から選択できる。自分にとっ
て押しやすいキーシーケンスを選択しよう。

変更したいキーを選択

コントロールパネルから「コンピューターの簡単操作」→「キーボードの動作
の変更」を開き、「固定キー機能を有効にします」にチェックを入れる。

「マウスキー機能を有効にします」にチェックを入れると機能が有効になる。
前もって設定をしておくと、設定画面を開かずにキーボード操作だけで有効
に切り替えることができるようになる。

「マウスキーを左Alt＋左Shift＋NumLockで有効にします」にチェックを入
れると、簡単に有効にすることができる。「ポインター速度」も調整すること
で、キーボードでもスムーズなマウスキー操作が実現するだろう。

チェックを入れる

「フィルターキー機能を有効にします」にチェックを入れると、フィルターキー
機能が有効になる。

チェックを入れる

❷設定する

　標準表示の「コントロールパネル」はカテゴリ分けされて見やす
い反面、探している項目が見つけづらい場合がある。コントロール
パネルの「表示方法」を「小さいアイコン」に切り替えれば、すべて
の項目が一覧表示されるので、目的の項目が探しやすくなる。

　上記の「小さいアイコン」表示では、アイコンや文字の表示が小
さくて見づらい場合には「大きいアイコン」表示にしてみよう。ウィン
ドウのサイズ変更は必要になるだろうが、すべての項目を表示した
まま、アイコンや文字だけを大きく表示してくれる。

PROHOME

コントロールパネルを
「小さいアイコン」表示にする

0868

PROHOME

コントロールパネルを
「大きいアイコン」表示にする

0869

すべての項目が大きな文字とアイコンで表示される。モニタサイズや視力に
合わせて選択するのがオススメだ。

「小さいアイコン」を選択して表示すると、すべての項目がアイコンで識別で
きるようになる。カテゴリ表示よりも項目が探しやすくなるだろう。

クリックして選択

クリックして選択

チェックを入れる

❶チェックを入れる
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　サウンドの出力レベルを調整したい場合には、タスクトレイのス
ピーカーアイコンを右クリック。「音量ミキサーを開く」をクリックし
て調整しよう。なお、音楽や動画の再生中は、各プレーヤーのボ
リュームコントロールで調整してもよい。

　デジタル出力のスピーカーなどを利用する場合は、出力デバイ
スを変更しよう。タスクトレイのスピーカーアイコンを右クリックして

「再生デバイス」を選択。目的の出力機器を選択して「既定値に
設定」をクリックすると変更可能だ。

　音を出せない環境下でパソコンを使用するときはミュート（消音）
しよう。タスクトレイのスピーカーアイコンをクリックすると音量調
整のスライダが表示される。このスライダーを左端にドラッグすると
ミュート状態になる。また、スライダーの左にあるスピーカーアイコ
ンをクリックしてもミュートにできる。

　パソコンで映画など鑑賞する場合はオーディオチャンネルを変
更して、最適なセッティングにすることができる。スピーカーの環境
に合わせて、「4チャンネル」「5.1チャンネル」などのチャネルに変
更しよう。「テスト」をクリックすると試聴ができる。

PROHOME

サウンド／オーディオの
出力デバイスを変更する

0877 PROHOME

スピーカーをミュート（消音）する

0879

PROHOME

サウンドの出力レベルを調整する

0876 PROHOME

サウンド／オーディオの
チャンネルを切り替える

0878

　スピーカーへ出力する音声は、ビット数と周波数による数種類
のセットから選択することになる。これは用途に応じて変更するこ
とができるので、接続しているスピーカーの対応周波数や特性に
合ったものを選ぶようにしよう。

　接続するスピーカーによっては、本体に音量調整機能が搭載
されているアンプ内蔵型のものもあるが、スピーカーの「プロパ
ティ」画面でマスターの音量を調整することも可能だ。「レベル」タ
ブを開き、スライダーで音量を調整できるようになっている。

　「音の明瞭化」とは、サウンドを補正して音声をクリアに聞こえる
ようにする機能。「低周波の保護」や「室内音響補正」、「ラウドネ
スイコライゼーション」などの補正機能が利用できる。ただし、接続
中のスピーカーの種類によっては利用できないので注意したい。

　スピーカーの設置場所やリスニングポジションによっては、音量
の左右バランスを変えたほうがよい。タスクトレイのスピーカーアイ
コンを右クリックして「再生デバイス」を表示し、スピーカーを選択。

「プロパティ」→「レベル」タブ→「バランス」をクリックしよう。

PROHOME

スピーカーの音質を調整する

0880

PROHOME

スピーカーの音量を設定する

0881

PROHOME

音の明瞭化を設定する

0882

PROHOME

スピーカー音量の
左右のバランスを変える

0883

289288

「デバイス」欄でスピーカーの音量を、「アプリケーション」欄でシステム音を
調整することができる。

タスクトレイのスピーカーアイコンを右クリックして「再生デバイス」をクリッ
ク。目的のスピーカーを選択して「構成」をクリックする。「オーディオチャネ
ル」欄でチャンネルを変更しよう。

「プロパティ」ボタンをクリックすると、詳細な設定をすることができる。
ミュートを解除するには、スピーカーアイコンをもう一度クリックすればよ
い。ノートパソコンでは非常に有効な機能だ。

❶利用する出力機器をクリック

オーディオチャンネルを選択

ここをクリック

再度クリックしてミュートを解除

❷ここをクリック

スライダーを操作することで左右のバランスを変えることができる。マルチ
チャンネル対応のスピーカーを接続している場合には、すべてのスピーカー
のバランスを調整するとよいだろう。

タスクトレイのスピーカーアイコンを右クリックして「再生デバイス」をクリッ
ク。目的のスピーカーを選択して「プロパティ」をクリックし、「詳細」タブから
音質の調整が可能だ。

スピーカーの「プロパティ」画面で「レベル」タブにあるスライダーを左右にド
ラッグして音量を調整する。

スピーカーのプロパティ画面から「音の明瞭化」タブを開き、有効にする設定
にチェックを入れていこう。「プレビュー」ボタンで明瞭化の効果を確認しな
がら調整していくとよいだろう。

音質を選択

左右にドラッグして調整

❷ここをクリック

❶補正機能を選択

左右バランスを調整
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　サウンドの出力レベルを調整したい場合には、タスクトレイのス
ピーカーアイコンを右クリック。「音量ミキサーを開く」をクリックし
て調整しよう。なお、音楽や動画の再生中は、各プレーヤーのボ
リュームコントロールで調整してもよい。

　デジタル出力のスピーカーなどを利用する場合は、出力デバイ
スを変更しよう。タスクトレイのスピーカーアイコンを右クリックして

「再生デバイス」を選択。目的の出力機器を選択して「既定値に
設定」をクリックすると変更可能だ。

　音を出せない環境下でパソコンを使用するときはミュート（消音）
しよう。タスクトレイのスピーカーアイコンをクリックすると音量調
整のスライダが表示される。このスライダーを左端にドラッグすると
ミュート状態になる。また、スライダーの左にあるスピーカーアイコ
ンをクリックしてもミュートにできる。

　パソコンで映画など鑑賞する場合はオーディオチャンネルを変
更して、最適なセッティングにすることができる。スピーカーの環境
に合わせて、「4チャンネル」「5.1チャンネル」などのチャネルに変
更しよう。「テスト」をクリックすると試聴ができる。

PROHOME

サウンド／オーディオの
出力デバイスを変更する

0877 PROHOME

スピーカーをミュート（消音）する

0879

PROHOME

サウンドの出力レベルを調整する

0876 PROHOME

サウンド／オーディオの
チャンネルを切り替える

0878

　スピーカーへ出力する音声は、ビット数と周波数による数種類
のセットから選択することになる。これは用途に応じて変更するこ
とができるので、接続しているスピーカーの対応周波数や特性に
合ったものを選ぶようにしよう。

　接続するスピーカーによっては、本体に音量調整機能が搭載
されているアンプ内蔵型のものもあるが、スピーカーの「プロパ
ティ」画面でマスターの音量を調整することも可能だ。「レベル」タ
ブを開き、スライダーで音量を調整できるようになっている。

　「音の明瞭化」とは、サウンドを補正して音声をクリアに聞こえる
ようにする機能。「低周波の保護」や「室内音響補正」、「ラウドネ
スイコライゼーション」などの補正機能が利用できる。ただし、接続
中のスピーカーの種類によっては利用できないので注意したい。

　スピーカーの設置場所やリスニングポジションによっては、音量
の左右バランスを変えたほうがよい。タスクトレイのスピーカーアイ
コンを右クリックして「再生デバイス」を表示し、スピーカーを選択。

「プロパティ」→「レベル」タブ→「バランス」をクリックしよう。

PROHOME

スピーカーの音質を調整する

0880

PROHOME

スピーカーの音量を設定する

0881

PROHOME

音の明瞭化を設定する

0882

PROHOME

スピーカー音量の
左右のバランスを変える

0883

289288

「デバイス」欄でスピーカーの音量を、「アプリケーション」欄でシステム音を
調整することができる。

タスクトレイのスピーカーアイコンを右クリックして「再生デバイス」をクリッ
ク。目的のスピーカーを選択して「構成」をクリックする。「オーディオチャネ
ル」欄でチャンネルを変更しよう。

「プロパティ」ボタンをクリックすると、詳細な設定をすることができる。
ミュートを解除するには、スピーカーアイコンをもう一度クリックすればよ
い。ノートパソコンでは非常に有効な機能だ。

❶利用する出力機器をクリック

オーディオチャンネルを選択

ここをクリック

再度クリックしてミュートを解除

❷ここをクリック

スライダーを操作することで左右のバランスを変えることができる。マルチ
チャンネル対応のスピーカーを接続している場合には、すべてのスピーカー
のバランスを調整するとよいだろう。

タスクトレイのスピーカーアイコンを右クリックして「再生デバイス」をクリッ
ク。目的のスピーカーを選択して「プロパティ」をクリックし、「詳細」タブから
音質の調整が可能だ。

スピーカーの「プロパティ」画面で「レベル」タブにあるスライダーを左右にド
ラッグして音量を調整する。

スピーカーのプロパティ画面から「音の明瞭化」タブを開き、有効にする設定
にチェックを入れていこう。「プレビュー」ボタンで明瞭化の効果を確認しな
がら調整していくとよいだろう。

音質を選択

左右にドラッグして調整

❷ここをクリック

❶補正機能を選択

左右バランスを調整
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　標準設定されているシステム音は変更することができる。プリ
セットとして用意されているサウンドも豊富なので、いろいろ試聴し
て自分好みの音に変更しよう。

　スピーカーをミュートにしている場合など、なんらかの警告があっ
てもシステム音に気がつかないことがある。そんなときは、システム
音が出るタイミングにテキストや画像を表示させるように設定して
おくと便利だ。いくつか試してみながら決めるとよいだろう。

　システム音には、プリセットのサウンドだけでなく、任意のサウン
ドを設定することもできる。サウンド画面の「サウンド」タブで「参
照」クリックして、用意したWAVファイルを選択しよう。

PROHOME

システム音の代わりにテキストや
画像を表示させる

0886

PROHOME

システム音を変更する

0884 PROHOME

システム音をオリジナルの
ものに変更する

0885

　Skypeなどを利用してパソコンで音声通話するときに、システム
音などの余計な音をミュートにすることができる。「コントロールパ
ネル」→「ハードウェアとサウンド」→「サウンド」→「通信」タブと
移動した先で設定可能だ。

　任意のアプリケーションを起動するときにだけ解像度を変更す
るように設定できる。アプリの実行ファイルを右クリックして「プロ
パティ」→「互換性」タブにある「設定」から、動作時のカラーモー
ドの制限や解像度を設定することが可能だ。

　スリープから復帰した際、パスワードの入力を求めるように設定
するには、コントロールパネルの「ハードウェアとサウンド」→「電源
オプション」にある「スリープ解除時のパスワードの要求」をクリッ
ク。そこで「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリックし
たあと、「パスワードを必要とする」にチェックを入れよう。

　省電力設定をしておけば、パソコン利用時の消費電力を極力
抑えることができる。コントロールパネルの「システムとセキュリ
ティ」から「電源オプション」を開き、「省電力」にチェックを入れれ
ば設定完了だ。ただし、電力消費を抑えるために画面が暗くなった
り、パフォーマンスが低下することもあるので注意しよう。

PROHOME

パソコンでの通話時に
そのほかの音をミュートにする

0887

PROHOME

アプリ起動時に
画面の解像度を変更する

0888

PROHOME

スリープから復帰する際に
パスワードを要求する

0889

PROHOME

電源を省電力化する

0890

291290

1「システムが出す音の変更」を選択
コントロールパネルから「ハードウェア」→「システムが出す音の変更」をク
リックしよう。

2 �
プログラム� �
イベントを� �
選択

「サウンド」タブ
を開き、「プログ
ラムイベント」
の一覧から変更
したいサウンド
を選択する。

3 �
サウンドを� �
選択

「 サ ウンド 」の
プ ル ダ ウ ン メ
ニューから新た
に設定するサウ
ンドを選択。「テ
スト」をクリック
すると実際の音
が試聴できる。

「参照」からファイルを選択すれば、任意のWAVファイルをシステム音に設
定できる。「サウンドレコーダー」で録音したものを利用することも可能だ。

❷変更したいプログラム イベントを選択

コントロールパネルの「コンピューターの簡単操作」→「音を視覚的な合図に
置き換える設定」を開き、「サウンドを視覚的な通知へ置き換えます」にチェッ
クを入れて表示形式を選択しよう。

❶ここをクリック

❷表示形式を選択

❶チェックを入れる

ここをクリック

❶ここをクリック

❷ 変更したいプログラム イベントを選択

❷ここをクリック

❶ クリックしてサウンドを選択

スリープから復帰する際に、パスワードの入力が必要となる。パスワードはア
カウントにサインインする際のものと同じだ。

ノートパソコンやタブレット型パソコンなどのバッテリーを使用するタイプに
は特に便利な機能になっている。

ここをクリック

チェックを入れる

「〜80%下げる」や「〜50%下げる」を選択すれば、やや音量を小さくするこ
ともできる。

選択する

640×480の解像度に最適化されているアプリや、256色に減色しないと
起動しないアプリもあるので、状況に応じて活用しよう。

動作環境を設定

❸ここをクリックしてWAVファイルを選択
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　標準設定されているシステム音は変更することができる。プリ
セットとして用意されているサウンドも豊富なので、いろいろ試聴し
て自分好みの音に変更しよう。

　スピーカーをミュートにしている場合など、なんらかの警告があっ
てもシステム音に気がつかないことがある。そんなときは、システム
音が出るタイミングにテキストや画像を表示させるように設定して
おくと便利だ。いくつか試してみながら決めるとよいだろう。

　システム音には、プリセットのサウンドだけでなく、任意のサウン
ドを設定することもできる。サウンド画面の「サウンド」タブで「参
照」クリックして、用意したWAVファイルを選択しよう。

PROHOME

システム音の代わりにテキストや
画像を表示させる

0886

PROHOME

システム音を変更する

0884 PROHOME

システム音をオリジナルの
ものに変更する

0885

　Skypeなどを利用してパソコンで音声通話するときに、システム
音などの余計な音をミュートにすることができる。「コントロールパ
ネル」→「ハードウェアとサウンド」→「サウンド」→「通信」タブと
移動した先で設定可能だ。

　任意のアプリケーションを起動するときにだけ解像度を変更す
るように設定できる。アプリの実行ファイルを右クリックして「プロ
パティ」→「互換性」タブにある「設定」から、動作時のカラーモー
ドの制限や解像度を設定することが可能だ。

　スリープから復帰した際、パスワードの入力を求めるように設定
するには、コントロールパネルの「ハードウェアとサウンド」→「電源
オプション」にある「スリープ解除時のパスワードの要求」をクリッ
ク。そこで「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリックし
たあと、「パスワードを必要とする」にチェックを入れよう。

　省電力設定をしておけば、パソコン利用時の消費電力を極力
抑えることができる。コントロールパネルの「システムとセキュリ
ティ」から「電源オプション」を開き、「省電力」にチェックを入れれ
ば設定完了だ。ただし、電力消費を抑えるために画面が暗くなった
り、パフォーマンスが低下することもあるので注意しよう。

PROHOME

パソコンでの通話時に
そのほかの音をミュートにする

0887

PROHOME

アプリ起動時に
画面の解像度を変更する

0888

PROHOME

スリープから復帰する際に
パスワードを要求する

0889

PROHOME

電源を省電力化する

0890

291290

1「システムが出す音の変更」を選択
コントロールパネルから「ハードウェア」→「システムが出す音の変更」をク
リックしよう。

2 �
プログラム� �
イベントを� �
選択

「サウンド」タブ
を開き、「プログ
ラムイベント」
の一覧から変更
したいサウンド
を選択する。

3 �
サウンドを� �
選択

「 サ ウンド 」の
プ ル ダ ウ ン メ
ニューから新た
に設定するサウ
ンドを選択。「テ
スト」をクリック
すると実際の音
が試聴できる。

「参照」からファイルを選択すれば、任意のWAVファイルをシステム音に設
定できる。「サウンドレコーダー」で録音したものを利用することも可能だ。

❷変更したいプログラム イベントを選択

コントロールパネルの「コンピューターの簡単操作」→「音を視覚的な合図に
置き換える設定」を開き、「サウンドを視覚的な通知へ置き換えます」にチェッ
クを入れて表示形式を選択しよう。

❶ここをクリック

❷表示形式を選択

❶チェックを入れる

ここをクリック

❶ここをクリック

❷ 変更したいプログラム イベントを選択

❷ここをクリック

❶ クリックしてサウンドを選択

スリープから復帰する際に、パスワードの入力が必要となる。パスワードはア
カウントにサインインする際のものと同じだ。

ノートパソコンやタブレット型パソコンなどのバッテリーを使用するタイプに
は特に便利な機能になっている。

ここをクリック

チェックを入れる

「〜80%下げる」や「〜50%下げる」を選択すれば、やや音量を小さくするこ
ともできる。

選択する

640×480の解像度に最適化されているアプリや、256色に減色しないと
起動しないアプリもあるので、状況に応じて活用しよう。

動作環境を設定

❸ここをクリックしてWAVファイルを選択
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　消費電力を抑えるため、パソコンを動作させていないときはモニ
ターの電源を落としておくとよい。コントロールパネルから「ハード
ウェアとサウンド」→「電源オプション」→「ディスプレイの電源を
切る時間の指定」をクリックして設定しよう。

　「電源ボタン」はパソコンの起動時にしか使っていないという人
が多いだろう。しかし、設定次第では電源ボタンをスリープボタンと
して利用することもできる。画面上の操作が不要になり、ワンタッ
チでスリープできるようになって便利だ。

　「BitLockerドライブ暗号化」はUSBメモリや外付けハードディ
スクなどを暗号化してセキュリティ対策をしてくれる機能だ。複数
のユーザーで共有しているパソコンで、自分専用のドライブを見ら
れたくないといった場合にも利用できる。

PROHOME

パソコン本体の電源ボタンの動作を
設定する

0892

PROHOME

自動的にモニターの電源が
切れるように設定する

0891 PRO

BitLockerドライブ暗号化を
利用する

0893

　一般的にプリンターを設定するには、コントロールパネル→「デ
バイスとプリンターの表示」→「プリンターの追加」をクリックする。
パソコンに接続されているプリンターが自動検索されるので、設定
したいものを選択して、プリンタドライバーなどを設定していこう。

　プリンタポートを利用する接続形式や無線接続のプリンターな
どは「プリンターの追加」では自動検索されない場合がある。その
ような場合には、「プリンターが一覧にない場合」をクリックして、
手動で設定する必要がある。

PROHOME

プリンターを接続する

0894 PROHOME

自動検索されないプリンターを
追加する

0895

293292

「ディスプレイの電源を切る」のプルダウンメニューから時間を設定する。さ
らに消費電力を抑えるなら、スリープ状態になるまでの時間も設定しよう。

コントロールパネルから「ハードウェアとサウンド」→「電源オプション」→「電
源ボタンの動作の選択」をクリックして開き、「電源ボタンを押したときの動
作」のプルダウンメニューから動作を選択しよう。

1「BitLockerドライブ暗号化」を選択
コントロールパネルから「システムとセキュリティ」→「BitLockerドライブ暗
号化」をクリックする。

2ドライブを暗号化する
一覧から暗号化したいドライブを選択して、「BitLockerを有効にする」をク
リックしよう。

3ロック解除方法の設定
暗号化の設定はウィザード形式なので、指示にしたがって進めていくだけで
OKだ。パスワードや回復キーのバックアップ方法などを設定して暗号化を完
了させよう。

ここをクリック

時間を選択

選択する

ここをクリック

1「デバイスとプリンターの表示」をクリック
コントロールパネルから「デバイスとプリンターの表示」をクリックしてウィン
ドウを開こう。

1プリンターの追加から検索する
プリンターが自動で検索されなかった場合は、ウィンドウ下部に表示されて
いる「プリンターが一覧にない場合」をクリックしよう。

2「プリンターの追加」をクリック
「デバイスとプリンター」画面から「プリンターの追加」をクリックする。

2プリンターの種類を選択
プリンターの種類を選択し、「次へ」をクリックしよう。

3プリンターの設定
プリンターが自動検索されるので、目的のプリンターをクリックして「次へ」
をクリックする。あとは、ウィザードの指示にしたがってドライバーなどを指定
して設定を完了させればよい。

3設定を完了させる
ポートの設定やドライバのインストール、プリンター名の指定などを実行し
て、設定を完了させよう。

ここをクリック

ここをクリック

❷ここをクリック

❶クリックしてプリンターを選択

❷ここをクリック

❶チェックを入れる

ここをクリック
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　「電源ボタン」はパソコンの起動時にしか使っていないという人
が多いだろう。しかし、設定次第では電源ボタンをスリープボタンと
して利用することもできる。画面上の操作が不要になり、ワンタッ
チでスリープできるようになって便利だ。

　「BitLockerドライブ暗号化」はUSBメモリや外付けハードディ
スクなどを暗号化してセキュリティ対策をしてくれる機能だ。複数
のユーザーで共有しているパソコンで、自分専用のドライブを見ら
れたくないといった場合にも利用できる。

PROHOME

パソコン本体の電源ボタンの動作を
設定する
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PROHOME
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0891 PRO
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　一般的にプリンターを設定するには、コントロールパネル→「デ
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パソコンに接続されているプリンターが自動検索されるので、設定
したいものを選択して、プリンタドライバーなどを設定していこう。

　プリンタポートを利用する接続形式や無線接続のプリンターな
どは「プリンターの追加」では自動検索されない場合がある。その
ような場合には、「プリンターが一覧にない場合」をクリックして、
手動で設定する必要がある。

PROHOME
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0894 PROHOME
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追加する
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源ボタンの動作の選択」をクリックして開き、「電源ボタンを押したときの動
作」のプルダウンメニューから動作を選択しよう。

1「BitLockerドライブ暗号化」を選択
コントロールパネルから「システムとセキュリティ」→「BitLockerドライブ暗
号化」をクリックする。

2ドライブを暗号化する
一覧から暗号化したいドライブを選択して、「BitLockerを有効にする」をク
リックしよう。

3ロック解除方法の設定
暗号化の設定はウィザード形式なので、指示にしたがって進めていくだけで
OKだ。パスワードや回復キーのバックアップ方法などを設定して暗号化を完
了させよう。

ここをクリック

時間を選択

選択する

ここをクリック

1「デバイスとプリンターの表示」をクリック
コントロールパネルから「デバイスとプリンターの表示」をクリックしてウィン
ドウを開こう。

1プリンターの追加から検索する
プリンターが自動で検索されなかった場合は、ウィンドウ下部に表示されて
いる「プリンターが一覧にない場合」をクリックしよう。

2「プリンターの追加」をクリック
「デバイスとプリンター」画面から「プリンターの追加」をクリックする。

2プリンターの種類を選択
プリンターの種類を選択し、「次へ」をクリックしよう。

3プリンターの設定
プリンターが自動検索されるので、目的のプリンターをクリックして「次へ」
をクリックする。あとは、ウィザードの指示にしたがってドライバーなどを指定
して設定を完了させればよい。

3設定を完了させる
ポートの設定やドライバのインストール、プリンター名の指定などを実行し
て、設定を完了させよう。

ここをクリック

ここをクリック

❷ここをクリック

❶クリックしてプリンターを選択

❷ここをクリック

❶チェックを入れる

ここをクリック
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　音声でパソコンの操作を行なうことができる「音声認識制御」
機能がある。利用する前に声質やマイク感度の登録をしよう。コン
トロールパネルから「コンピューターの簡単操作」→「音声認識」→
「音声認識の開始」でセットアップを行なう。

PROHOME

音声でパソコンを操作する

0896

　ダブルクリックの間隔は調整することができる。ダブルクリックが
上手く認識されないときに調整してみるとよい。コントロールパネル
から「ハードウェアとサウンド」→「マウス」→「ボタン」タブを開い
て、「ダブルクリックの速度」のスライダーで速度を調整できる。

PROHOME

ダブルクリックの間隔を調整する

0899

　マウスカーソルのポインターデザインをカスタマイズすることが
できる。変更はコントロールパネルから「ハードウェアとサウンド」→

「マウス」→「ポインター」タブから実行できる。また、自分で用意し
たポインターデザインにカスタマイズすることも可能だ。

　マウスの種類や画面サイズによって、マウスポインターの動きが
異なることがある。違和感があるなら、ポインターの動きを調整する
とよい。コントロールパネルから「ハードウェアとサウンド」→「マウ
ス」→「ポインターオプション」タブを開き、カスタマイズしよう。

　ドラッグ＆ドロップ操作をクリック操作だけで実行することがで
きる。ドラッグ＆ドロップ操作を繰り返すときなどには便利だ。コン
トロールパネルから「ハードウェアとサウンド」→「マウス」→「ボタ
ン」タブを開き、「クリックロックをオンにする」にチェックを入れるこ
とで設定できる。

　ページをスクロールした際のスクロール量が多すぎてストレスを
感じるような場合にはマウスホイールのスクロール量を調整すると
よい。これを調整するにはコントロールパネルから「ハードウェアと
サウンド」→「マウス」→「ホイール」タブを開こう。

PROHOME

マウスカーソルのポインターを変更

0898 PROHOME

ポインターの動きをカスタマイズする

0900 PROHOME

ドラッグ＆ドロップを
クリック操作で済ませる

0902

PROHOME

ホイールの動きをカスタマイズする

0901

　マウスは一般的に右利きのユーザーが使いやすいように設定
されているため、左利きユーザーにとっては使い勝手が悪い。そこ
で、マウスを左利き用の設定に変更してみよう。左利き以外の人
にも有効な場合があるので、ストレスを感じる場合には試してほし
い。

PROHOME

マウスを左利き用に設定する

0903

コントロールパネルから「ハードウェアとサウンド」→「マウス」をクリック。「ボ
タン」タブの「主と副のボタンを切り替える」にチェックを入れると、左右のボ
タンの機能を切り替えることができる。

チェックを入れる

295294

ウィザードにしたがってセットアップを行なう。マイクの種類を選択して、指示
にしたがいながら文章を読み上げよう。

文章を読み上げる

マウスを買い替えるとダブルクリックのタイミングが変わることがある。その
ようなときに調整してみよう。

調整する

「デザイン」の一覧から好みのポインターを選択しよう。自分で用意したポイ
ンターデザインを使う場合は「参照」をクリックして画像を選択する。

「クリックロックをオンにする」にチェックを入れて、「設定」をクリックすると調
整画面が表示される。

「ポインターの速度を選択する」のスライダーで速度を調整。ほかにも、「軌
跡を表示」や「既定のボタン上に移動」といった設定もできる。

「垂直スクロール」と「水平スクロール」が調整可能。「1画面ずつスクロール
する」を選択すれば、1目盛りのホイール操作で1画面をスクロールすること
ができるように設定される。

デザインを選択

調整する
調整する

調整する

　音声認識の精度を上げるためにはトレーニングする必要がある。
これは、指定された文章を読み上げることによって、その人の声質
に合わせた補正をかけてくれる機能だ。音声の誤認識が多い場合
にはトレーニングを活用してみよう。

PROHOME

音声認識のトレーニングを実行する

0897

「音声認識」メニューの「コンピューターをトレーニングして認識精度を上げ
る」をクリックすると開始。ウィザードにしたがってトレーニングを進めよう。

文章を読み上げる
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音声でパソコンを操作する
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「音声認識」メニューの「コンピューターをトレーニングして認識精度を上げ
る」をクリックすると開始。ウィザードにしたがってトレーニングを進めよう。

文章を読み上げる
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　画面サイズや背景色によってはマウスポインターを見失ってしま
うこともある。そんなときのために、見失ったマウスポインターの位置
を確認する機能を有効にしよう。以降はキーボードの「Ctrl」キーを
押すことでマウスポインターの位置が円で表示されるようになる。

　マルチモニタを利用している際にモニタの番号を確認するに
は、スタートメニューの「設定」→「システム」→「ディスプレイ」をク
リック。ここで「識別する」をクリックすると、各モニタに振り分けて
ある番号を確認することができる。迷ったときは確認してみよう。

　グラフィックボードが複数台のモニタに対応していれば、ディス
プレイをマルチモニタ化することも可能だ。基本的には、接続する
だけで自動認識されるはずだが、うまく認識されないという場合に
は、スタートメニューの「設定」→「システム」→「ディスプレイ」をク
リックして、「検出する」をクリックしてみよう。

PROHOME

マウスポインターの位置を表示させる

0904 PROHOME

モニタの番号を確認する

0906

PROHOME

モニタを複数台接続して
マルチモニタにする

0905

　モニタの表示方式は、コントロールパネルからも変更可能。コン
トロールパネルの「デスクトップのカスタマイズ」→「画面の解像
度の調整」をクリックして、表示形式を設定しよう。

　パソコンに複数のディスプレイを接続している場合、1台のモニ
タがメインで、あとはすべてサブモニタという扱いになる。どのモニ
タをメインモニタするかは任意で変更可能なので、使用環境や好
みに合わせて、使いやすく設定しておこう。

　Wordやテキストエディタなどで使用する文字は、パソコンにイ
ンストールされているフォントデータを利用して表示している。イン
ストールされているフォントを確認するには、コントロールパネルから

「デスクトップのカスタマイズ」→「フォント」をクリックしよう。

PROHOME

メインモニタを切り替える

0908

PROHOME

コントロールパネルから
モニタの表示を変更

0909

PROHOME

インストールされている
フォントを確認する

0910

　マルチモニタ環境での表示形式は、すべてのモニタで同じ画面
を表示する「複製」と、モニタをつなげてひとつの画面のようにす
る「拡張」があり、任意で選択できる。スタートメニューの「設定」→

「システム」→「ディスプレイ」をクリックして、「複数のディスプレ
イ」のプルダウンメニューから表示を選択しよう。

PROHOME

マルチモニタの
表示方式を変更する

0907

「複数のディスプレイ」から表示形式を選択する。拡張と複製だけでなく、ど
ちらかのモニタだけに表示するといったことも可能だ。

297296

モニタが正常に認識されないという場合には、「検出する」をクリックすれば、
それぞれのモニタが認識されるはずだ。

「識別する」をクリックすると、各モニタに振り分けてある番号が画面上に表
示される。

「マウス」→「ポインターオプション」タブ→「Ctrlキーを押すとポインターの
位置を表示する」にチェックを入れると、位置表示機能が有効になる。

チェックを入れる
ここをクリック

ここをクリック

「画面の解像度」画面で表示設定を変更できる。表示設定だけでなく、解像度
の変更も可能だ。

メインモニタにしたいディスプレイをクリックして「これをメインディスプレイ
にする」にチェックを入れればよい。

チェックを入れる

フォントデータをダブルクリックすると、どのような書体なのかを確認するこ
とができる。

　フォントは任意に追加することができる。インストールするにはコ
ントロールパネルから「デスクトップのカスタマイズ」→「フォント」
を開き、入手したフォントデータをドラッグ＆ドロップすればよい。追
加したフォントが一覧に表示されれば利用可能となる。

PROHOME

フォントをインストールする

0911

フォントデータをドラッグ＆ドロップをすればインストールすることができる。
手順が簡単なだけに誤操作には気を付けよう。

ドラッグ＆ドロップ

表示形式を選択
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それぞれのモニタが認識されるはずだ。
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示される。

「マウス」→「ポインターオプション」タブ→「Ctrlキーを押すとポインターの
位置を表示する」にチェックを入れると、位置表示機能が有効になる。
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ここをクリック
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「画面の解像度」画面で表示設定を変更できる。表示設定だけでなく、解像度
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フォントデータをダブルクリックすると、どのような書体なのかを確認するこ
とができる。

　フォントは任意に追加することができる。インストールするにはコ
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を開き、入手したフォントデータをドラッグ＆ドロップすればよい。追
加したフォントが一覧に表示されれば利用可能となる。
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フォントをインストールする
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フォントデータをドラッグ＆ドロップをすればインストールすることができる。
手順が簡単なだけに誤操作には気を付けよう。
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　フォントをインストールしたものの、使い勝手が悪かったり、使用し
ないような場合には、インストールしたフォントを削除するとよい。コン
トロールパネルから「デスクトップのカスタマイズ」→「フォント」を開
き、削除したいフォントを右クリックして「削除」をクリックする。

PROHOME

インストールされたフォントを
削除する

0912

　「拡大鏡」の機能を使えば、画面を拡大して表示することができ
る。文字が小さすぎて読みにくいという場合に便利だ。コントロー
ルパネルから「コンピューターの簡単操作」→「コンピューターの
簡単操作センター」→「拡大鏡を開始します」とクリックしよう。

　拡大鏡は表示方法や拡大倍率を変更することができる。画面
上に表示されている虫眼鏡マークをクリックすると、設定ウィンドウ
が表示されるので、ピンポイントで拡大したい場合などに変更する
とよい。設定ウィンドウの「×」をクリックで拡大鏡が終了する。

PROHOME

拡大鏡で画面の一部を
大きく表示する

0914

PROHOME

拡大鏡をカスタマイズする

0915

　アプリケーションが不安定になる原因のひとつとして、そのプロ
グラムの一部が破損している可能性がある。そういう場合は修復
機能を試してみよう。これで状況が改善することもある。

　必要のないアプリケーションを削除するには「プログラムのアン
インストール」を利用することになる。ただし、アンインストールして
しまうと復元ができなるので気を付けよう。

PROHOME

壊れたプログラムを修復する

0916 PROHOME

プログラムをアンインストールする

0917

299298

最初からインストールされているフォントはシステムで利用しているものも
含まれるので、削除しないように注意が必要だ。

❷ここをクリック

画面の一部を拡大して表示することができる。なお、標準状態は200%の拡
大率で設定されているが、変更が可能だ。

「＋」「－」をクリックすると拡大倍率の調整、「表示」をクリックすると表示方法
を変更することができる。

拡大表示方法を選択

拡大表示を終了

倍率調整

マークが表示される

　「ナレーター」を「オン」にすれば、マウスポインターを合わせた項
目の説明などが音声で読み上げられるようになり、操作行為を音
声で確認することができる。画面が見づらくて文字が見えにくい場
合などに活用すると便利だ。

PROHOME

操作行為を音声で確認する

0913

スタートメニューから「設定」→「簡単操作」→「ナレーター」をクリック。「ナ
レーター」を「オン」にすると、操作行為が音声で読み上げられるようになる。
なお、この画面ではナレーターの設定も行なえるので、必要に応じて設定し
ておこう。

1コントロールパネルから選択
「コントロールパネル」を開き、「プログラム」を表示させて「プログラムのア
ンインストール」をクリックする。

2プログラムを選択
修復したいプログラムをダブルクリックする。ただし、修復機能を持たないプ
ログラムも多いので、そのような場合には再インストールで対処するしかな
いので注意しよう。

3修復開始
修復を選択すると、プログラムの修復が開始される。以降はウィザードにした
がって作業を進めよう。

3アンインストールの開始
ウィザードにしたがってアンインストール作業を進めていく。なお、アンインス
トール中に関連プログラムやデータなどの削除確認を求められる場合があ
るので、それらも適宜判断していこう。

1コントロールパネルから選択
「コントロールパネル」に「プログラムのアンインストール」が表示されている
場合には直接クリックすればよい。

ここをクリック

2アンインストールするプログラムを選択
表示されているプログラム名を直接ダブルクリックする。以降はウィザードの
手順にしたがって作業を進めていく。

アンインストールする
プログラムを選択

選択してダブルクリック

❶ここをクリック

❷ここをクリック

❶右クリック

「オン」にする

必要に応じて設定する
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　特定のアプリを常に管理者権限で実行するように設定できる。
設定方法は、アプリの実行ファイル、もしくはショートカットを右ク
リックし、「プロパティ」→「互換性」タブ→「管理者としてこのプロ
グラムを実行する」の項目にチェックを入れればよい。

　管理者以外のアカウントでログインしているときも、常に管理者
権限でアプリを実行できるように設定できる。管理者アカウントか
ら、アプリのプロパティ→「互換性」タブ→「すべてのユーザーの
設定を変更」→「管理者として～」にチェックを入れよう。

　ディスクやメモリをパソコンに挿入すると自動的にソフトが起動
して再生されるが、この際に起動するソフトや動作を使いやすいよ
うに変更することができる。

PROHOME

任意のアプリを
常に管理者権限で実行する

0918

PROHOME

任意のアプリをすべてのユーザーで
「管理者権限で実行」にする

0919

PROHOME

自動再生の挙動を変更する

0920

　画面に表示される色とプリンターなどで出力する色には若干の
差が発生する。その差を調整することによって、より近い色を出力
することが可能だ。コントロールパネルから「色の管理」→「詳細
設定」タブから詳細に設定することができる。

　プロファイルとしてまとめられている「発色管理情報」は確認す
ることができるため、最初にプロファイルの状況を調べておくとよ
いだろう。コントロールパネルから「色の管理」→「すべてのプロ
ファイル」タブをクリックすると一覧となって表示される。

　Windows10には32bit版と64bit版がある。64bit版でしか使え
ないアプリもあるため、どちらが搭載されているか事前に確認して
おこう。

PROHOME

色の管理で
微妙な色合いを変更する

0921

PROHOME

色のプロファイルを確認する

0922

PROHOME

OSが32bit版か64bit版かを
調べる

0923

301300

1設定画面を開く
コントロールパネルを開き、「ハードウェアとサウンド」から「自動再生」をク
リックしよう。

2自動再生を選択
変更したい項目を選択し、起動されるソフトや動作を変更できる。「何もしな
い」を選択すれば、自動再生はされない。

3すべての自動再生をオフ
「すべてのメディアとデバイスで自動再生を使う」のチェックをはずすと、す
べての自動再生をオフにすることができる。

ここをクリック

チェックをはずす

自動再生の挙動を選択

設定しておくと、アイコンをクリックするだけで起動することができる。「管理
者として実行」を選択する手間が省けて便利だ。

この設定を実行すると、すべてのアカウントのユーザーが当該アプリを管理
者として実行することが可能となる。

チェックを入れる

チェックを入れる

1コントロールパネルから選択
まずはコントロールパネルを開き、「システムとセキュリティ」から「システム」
をクリックしよう。

2画面から確認
どちらのバージョンが搭載されているかを確認するには、「システムの種類」
に記載されているビット数で判断できる。

3エラー表示
32bit版のOSを搭載しているパソコンでは、64bit版専用のソフトをインス
トールすることはできない。ソフトを購入する際には注意が必要だ。

コントロールパネルに「色の管理」が表示されない場合は、検索するか表示
方法をアイコン表示に変更するとよい。

モニタと印刷物の色が合わない場合には、設定を確認するとよい。

プロファイルを確認

各項目の調整を行なう

ここをクリック

32bitか64bitかが表示される
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　特定のアプリを常に管理者権限で実行するように設定できる。
設定方法は、アプリの実行ファイル、もしくはショートカットを右ク
リックし、「プロパティ」→「互換性」タブ→「管理者としてこのプロ
グラムを実行する」の項目にチェックを入れればよい。

　管理者以外のアカウントでログインしているときも、常に管理者
権限でアプリを実行できるように設定できる。管理者アカウントか
ら、アプリのプロパティ→「互換性」タブ→「すべてのユーザーの
設定を変更」→「管理者として～」にチェックを入れよう。

　ディスクやメモリをパソコンに挿入すると自動的にソフトが起動
して再生されるが、この際に起動するソフトや動作を使いやすいよ
うに変更することができる。

PROHOME

任意のアプリを
常に管理者権限で実行する

0918

PROHOME

任意のアプリをすべてのユーザーで
「管理者権限で実行」にする

0919

PROHOME

自動再生の挙動を変更する

0920

　画面に表示される色とプリンターなどで出力する色には若干の
差が発生する。その差を調整することによって、より近い色を出力
することが可能だ。コントロールパネルから「色の管理」→「詳細
設定」タブから詳細に設定することができる。

　プロファイルとしてまとめられている「発色管理情報」は確認す
ることができるため、最初にプロファイルの状況を調べておくとよ
いだろう。コントロールパネルから「色の管理」→「すべてのプロ
ファイル」タブをクリックすると一覧となって表示される。

　Windows10には32bit版と64bit版がある。64bit版でしか使え
ないアプリもあるため、どちらが搭載されているか事前に確認して
おこう。

PROHOME

色の管理で
微妙な色合いを変更する

0921

PROHOME

色のプロファイルを確認する

0922

PROHOME

OSが32bit版か64bit版かを
調べる

0923

301300

1設定画面を開く
コントロールパネルを開き、「ハードウェアとサウンド」から「自動再生」をク
リックしよう。

2自動再生を選択
変更したい項目を選択し、起動されるソフトや動作を変更できる。「何もしな
い」を選択すれば、自動再生はされない。

3すべての自動再生をオフ
「すべてのメディアとデバイスで自動再生を使う」のチェックをはずすと、す
べての自動再生をオフにすることができる。

ここをクリック

チェックをはずす

自動再生の挙動を選択

設定しておくと、アイコンをクリックするだけで起動することができる。「管理
者として実行」を選択する手間が省けて便利だ。

この設定を実行すると、すべてのアカウントのユーザーが当該アプリを管理
者として実行することが可能となる。

チェックを入れる

チェックを入れる

1コントロールパネルから選択
まずはコントロールパネルを開き、「システムとセキュリティ」から「システム」
をクリックしよう。

2画面から確認
どちらのバージョンが搭載されているかを確認するには、「システムの種類」
に記載されているビット数で判断できる。

3エラー表示
32bit版のOSを搭載しているパソコンでは、64bit版専用のソフトをインス
トールすることはできない。ソフトを購入する際には注意が必要だ。

コントロールパネルに「色の管理」が表示されない場合は、検索するか表示
方法をアイコン表示に変更するとよい。

モニタと印刷物の色が合わない場合には、設定を確認するとよい。

プロファイルを確認

各項目の調整を行なう

ここをクリック

32bitか64bitかが表示される
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　これまでのWindowsとは異なり、Windows10では更新プログ
ラムは基本的に自動的にインストールされる。しかし、これらの更新
プログラムは削除することも可能だ。更新によりトラブルが発生し
た場合に試してみよう。

PROHOME

Windows10を更新前の状態に戻す

0924

　「コマンドプロンプト」とはグラフィックイメージを使わずに、コマ
ンド入力でタスクを実行できる操作方法のこと。これを起動する
にはスタートメニューの「すべてのアプリ」から「Windowsシステム
ツール」内にある「コマンドプロンプト」をクリックしよう。

　コマンドプロンプトで操作する内容によっては、管理者権限が
必要な場合がある。その場合は「すべてのアプリ」→「Windowsシ
ステムツール」→「コマンドプロンプト」を右クリックして「管理者と
して実行」をクリック。これで制限なく作業を進めることができる。

　「ファイル名を指定して実行」はファイル名や規定のコマンドを
入力して、プログラムやアプリケーションを開く機能。この機能を活
用すれば、目的のプログラムやファイルに一発でアクセスできる。

PROHOME

コマンドプロンプトを起動する

0926

PROHOME

コマンドプロンプトを
管理者権限で起動する

0927

PROHOME

「ファイル名を指定して実行」を
活用する

0928

303302

コントロールパネルから「プログラムのアンインストール」→「インストールさ
れた更新プログラムを表示」を開き、削除する更新プログラムを選択して「ア
ンインストール」をクリックすればよい。

❷ここをクリック

❶削除したい
更新プログラムを選択

スタートメニューを開かずに起動したい場合は、スタートボタンを右クリック
して、メニューから「コマンドプロンプト」をクリックしよう。コマンドプロンプ
トをスムーズに起動することができる。

通常起動と同様に、スタートボタンを右クリックして、「コマンドプロンプト（管
理者）」をクリックすれば、管理者権限で起動することができる。

3
検索ボックスでも�
利用可能
Windows 10からタス
クバーに搭載された検
索ボックスでも、「ファ
イル 名を指 定して 実
行」のコマンドが利用で
きる。ただし、利用でき
ないコマンドもあるの
で注意しよう。

1「ファイル名を指定して実行」を開く
「すべてのアプリ」→「Windowsシステムツール」→「ファイル名を指定して
実行」をクリックする。スタートボタンを右クリックして「ファイル名を指定し
て実行」をクリックしてもよい。

ここをクリック

❷ここをクリック

❶ここを右クリック

2入力画面で指定
ファイル名やコマンドを入力して「OK」をクリックすると、指定したプログラ
ムやファイルを開くことができる。

❶コマンドを入力

❷ここをクリック

ここをクリック

❶コマンドを入力

❷ここをクリック

　使用していないデバイスを無効化すれば、Windowsの起動が
早くなることがある。この無効化には、コントロールパネルから「ハー
ドウェアとサウンド」→「デバイスマネージャー」と選択し、無効化し
たい項目を右クリックして「無効」をクリックすればよい。

PROHOME

使用していないデバイスを
無効化する

0925

一覧から無効化したい項目を選択する。また、「削除」なども実行できるの
で、デバイスの使用状況に応じて使い分けるとよい。

❶無効にしたいデバイスを右クリック

❷ここをクリック

　スクリーンセーバーに現在の時刻を表示させることも可能。再
度パソコン操作を始める前に、現在の時刻が確認できるのがメリッ
トだ。シンプルな画面なので、飽きのこないものになっている。

PROHOME

スクリーンセーバーに
時刻を表示する

0929

1「スクリーンセーバーの変更」を選択
コントロールパネル→「デスクトップのカスタマイズ」→「個人設定」→「スク
リーンセーバーの変更」と進める。

2「3Dテキスト」を選択
「3Dテキスト」を選択し、スクリーンセーバー起動までの時間を設定したら、
「設定」をクリックしよう。

3「時刻」にチェックを入れる
「時刻」にチェックを入れて、解像度やサイズ、回転などを設定しよう。最後に
「OK」をクリックすれば設定完了だ。

ここをクリック

❷表示形式を
設定

❶「3Dテキスト」を選択

❷起動までの時間を設定

❸ここをクリック

❶ここをクリック

P286-306.indd   302-303 2015/08/28   11:52

k-moriyama@katch.ne.jp



カ
ス
タ
マ
イ
ズ

P a r t

12

　これまでのWindowsとは異なり、Windows10では更新プログ
ラムは基本的に自動的にインストールされる。しかし、これらの更新
プログラムは削除することも可能だ。更新によりトラブルが発生し
た場合に試してみよう。

PROHOME

Windows10を更新前の状態に戻す

0924

　「コマンドプロンプト」とはグラフィックイメージを使わずに、コマ
ンド入力でタスクを実行できる操作方法のこと。これを起動する
にはスタートメニューの「すべてのアプリ」から「Windowsシステム
ツール」内にある「コマンドプロンプト」をクリックしよう。

　コマンドプロンプトで操作する内容によっては、管理者権限が
必要な場合がある。その場合は「すべてのアプリ」→「Windowsシ
ステムツール」→「コマンドプロンプト」を右クリックして「管理者と
して実行」をクリック。これで制限なく作業を進めることができる。

　「ファイル名を指定して実行」はファイル名や規定のコマンドを
入力して、プログラムやアプリケーションを開く機能。この機能を活
用すれば、目的のプログラムやファイルに一発でアクセスできる。

PROHOME

コマンドプロンプトを起動する

0926

PROHOME

コマンドプロンプトを
管理者権限で起動する

0927

PROHOME

「ファイル名を指定して実行」を
活用する

0928

303302

コントロールパネルから「プログラムのアンインストール」→「インストールさ
れた更新プログラムを表示」を開き、削除する更新プログラムを選択して「ア
ンインストール」をクリックすればよい。

❷ここをクリック

❶削除したい
更新プログラムを選択

スタートメニューを開かずに起動したい場合は、スタートボタンを右クリック
して、メニューから「コマンドプロンプト」をクリックしよう。コマンドプロンプ
トをスムーズに起動することができる。

通常起動と同様に、スタートボタンを右クリックして、「コマンドプロンプト（管
理者）」をクリックすれば、管理者権限で起動することができる。

3
検索ボックスでも�
利用可能
Windows 10からタス
クバーに搭載された検
索ボックスでも、「ファ
イル 名を指 定して 実
行」のコマンドが利用で
きる。ただし、利用でき
ないコマンドもあるの
で注意しよう。

1「ファイル名を指定して実行」を開く
「すべてのアプリ」→「Windowsシステムツール」→「ファイル名を指定して
実行」をクリックする。スタートボタンを右クリックして「ファイル名を指定し
て実行」をクリックしてもよい。

ここをクリック

❷ここをクリック

❶ここを右クリック

2入力画面で指定
ファイル名やコマンドを入力して「OK」をクリックすると、指定したプログラ
ムやファイルを開くことができる。

❶コマンドを入力

❷ここをクリック

ここをクリック

❶コマンドを入力

❷ここをクリック

　使用していないデバイスを無効化すれば、Windowsの起動が
早くなることがある。この無効化には、コントロールパネルから「ハー
ドウェアとサウンド」→「デバイスマネージャー」と選択し、無効化し
たい項目を右クリックして「無効」をクリックすればよい。

PROHOME

使用していないデバイスを
無効化する

0925

一覧から無効化したい項目を選択する。また、「削除」なども実行できるの
で、デバイスの使用状況に応じて使い分けるとよい。

❶無効にしたいデバイスを右クリック

❷ここをクリック

　スクリーンセーバーに現在の時刻を表示させることも可能。再
度パソコン操作を始める前に、現在の時刻が確認できるのがメリッ
トだ。シンプルな画面なので、飽きのこないものになっている。

PROHOME

スクリーンセーバーに
時刻を表示する

0929

1「スクリーンセーバーの変更」を選択
コントロールパネル→「デスクトップのカスタマイズ」→「個人設定」→「スク
リーンセーバーの変更」と進める。

2「3Dテキスト」を選択
「3Dテキスト」を選択し、スクリーンセーバー起動までの時間を設定したら、
「設定」をクリックしよう。

3「時刻」にチェックを入れる
「時刻」にチェックを入れて、解像度やサイズ、回転などを設定しよう。最後に
「OK」をクリックすれば設定完了だ。

ここをクリック

❷表示形式を
設定

❶「3Dテキスト」を選択

❷起動までの時間を設定

❸ここをクリック

❶ここをクリック
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スクリーンセーバーには任意のテキストを表示することもできる。
フォントの種類やスタイルの変更も可能なので、自分の好みでい
ろいろと設定を試してみるとよい。

　スクリーンセーバーを解除する際に、パスワード入力を要求する
ように設定することも可能。ちょっとした離席の際などでも、他人に
パソコンを操作されないように設定できる。

PROHOME

スクリーンセーバーに
任意のテキストを表示する

0930 PROHOME

スクリーンセーバー解除時に
パスワードを要求する

0931

　デスクトップの壁紙を変更するには、スタートメニューから「設
定」→「パーソナル設定」をクリック。「パーソナル設定」画面で

「背景」をクリックして壁紙にする画像を設定すればよい。

PROHOME

デスクトップの壁紙を変更する

0932

305304

1「3Dテキスト」を選択
これまでと同様の手順で「スクリーンセーバーの変更」を開く。「3Dテキス
ト」を選択して起動までの時間を設定したら、「設定」をクリックしよう。

2テキストを入力
「カステムテキスト」にチェックを入れて、表示させたい文字を入力しよう。
フォントを指定したい場合には、「フォントの選択」ボタンをクリックする。

3フォントの設定
別ウィンドウからフォントの種類とスタイルを設定し、「OK」をクリックする。
前の画面に戻ったら、解像度やサイズ、回転などを設定して「OK」をクリック
すれば設定完了だ。

「スクリーンセーバーの設定」画面で「再開時にログオン画面に戻る」にチェッ
クを入れればよい。

❸ここをクリック

❶「3Dテキスト」を選択

❷テキストを入力

❶ここをクリック

❸ここをクリック

❶フォントとスタイルを指定

❷ここをクリック

チェックを入れる

　デスクトップの背景やウィンドウの色などを変更できる「テーマ」
は、インターネットから追加して利用することができる。Microsoftの
公式サイトから好みのテーマを選ぶとよい。

PROHOME

テーマをインターネットから
追加する

0935

1設定画面を開く
コントロールパネルから「デスクトップのカスタマイズ」→「個人設定」を開
き、画面右にある「オンラインで追加のテーマを取得」をクリックすると、ブラ
ウザが起動して公式サイトを開いてくれる。

2デザインを選択
追加したいテーマを選択して「ダウンロード」をクリック。ダウンロード完了後
にファイルをダブルクリックすると、自動的にマイテーマへ追加される。

3テーマを変更
「マイテーマ」に追加された新しいテーマをクリックすれば設定することがで
きる。また、削除したい場合には、追加したテーマを右クリックして「テーマの
削除」を選択すればよい。

ここをクリック

ここをクリック

ここをクリック

スタートメニューから「設定」→「パーソナル設定」→「背景」をクリック。「背
景」欄で「画像」を選択し、「画像を選んでください」欄で壁紙にしたい画像を
選択する。「参照」をクリックすれば、任意の画像を壁紙にすることも可能だ。
なお、「調整方法を選ぶ」欄で画像の表示比率などの調整ができるので、必要
に応じて調整しておこう。

　デスクトップのアイコンや文字が見づらい場合は、模様のない
単色の壁紙を利用するとよい。「設定」→「パーソナル設定」→

「背景」の「背景」欄で「単色」を選択しよう。

PROHOME

デスクトップの背景を変更する

0933

スタートメニューから「設定」→「パーソナル設定」→「背景」をクリック。「背
景」欄で「単色」を選択し、「背景色」欄で好みの色を選択する。

　デスクトップの背景には、任意の画像のスライドショーを表示す
ることもできる。なお、この機能は任意のフォルダー内の画像をス
ライドショーで表示する仕組みなので、表示したい画像は事前に
ひとつのフォルダーにまとめておこう。

PROHOME

デスクトップの背景に
スライドショーを表示する

0934

スタートメニューから「設定」→「パーソナル設定」→「背景」をクリック。「背
景」欄で「スライドショー」を選択し、「スライドショーのアルバムを選ぶ」欄で
スライドショーで表示したい画像のあるフォルダーを選択する。なお、「調整
方法を選ぶ」欄で画像の表示比率などの調整が可能なので、必要に応じて調
整しておこう。

❶「画像」を選択

❷壁紙にする画像を
クリック

❷好みの色をクリック

❶「単色」を選択

❷クリックしてフォルダーを指定

❷起動までの時間を設定

❶「スライドショー」を選択
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スクリーンセーバーには任意のテキストを表示することもできる。
フォントの種類やスタイルの変更も可能なので、自分の好みでい
ろいろと設定を試してみるとよい。

　スクリーンセーバーを解除する際に、パスワード入力を要求する
ように設定することも可能。ちょっとした離席の際などでも、他人に
パソコンを操作されないように設定できる。

PROHOME

スクリーンセーバーに
任意のテキストを表示する

0930 PROHOME

スクリーンセーバー解除時に
パスワードを要求する

0931

　デスクトップの壁紙を変更するには、スタートメニューから「設
定」→「パーソナル設定」をクリック。「パーソナル設定」画面で

「背景」をクリックして壁紙にする画像を設定すればよい。

PROHOME

デスクトップの壁紙を変更する

0932

305304

1「3Dテキスト」を選択
これまでと同様の手順で「スクリーンセーバーの変更」を開く。「3Dテキス
ト」を選択して起動までの時間を設定したら、「設定」をクリックしよう。

2テキストを入力
「カステムテキスト」にチェックを入れて、表示させたい文字を入力しよう。
フォントを指定したい場合には、「フォントの選択」ボタンをクリックする。

3フォントの設定
別ウィンドウからフォントの種類とスタイルを設定し、「OK」をクリックする。
前の画面に戻ったら、解像度やサイズ、回転などを設定して「OK」をクリック
すれば設定完了だ。

「スクリーンセーバーの設定」画面で「再開時にログオン画面に戻る」にチェッ
クを入れればよい。

❸ここをクリック

❶「3Dテキスト」を選択

❷テキストを入力

❶ここをクリック

❸ここをクリック

❶フォントとスタイルを指定

❷ここをクリック

チェックを入れる

　デスクトップの背景やウィンドウの色などを変更できる「テーマ」
は、インターネットから追加して利用することができる。Microsoftの
公式サイトから好みのテーマを選ぶとよい。

PROHOME

テーマをインターネットから
追加する

0935

1設定画面を開く
コントロールパネルから「デスクトップのカスタマイズ」→「個人設定」を開
き、画面右にある「オンラインで追加のテーマを取得」をクリックすると、ブラ
ウザが起動して公式サイトを開いてくれる。

2デザインを選択
追加したいテーマを選択して「ダウンロード」をクリック。ダウンロード完了後
にファイルをダブルクリックすると、自動的にマイテーマへ追加される。

3テーマを変更
「マイテーマ」に追加された新しいテーマをクリックすれば設定することがで
きる。また、削除したい場合には、追加したテーマを右クリックして「テーマの
削除」を選択すればよい。

ここをクリック

ここをクリック

ここをクリック

スタートメニューから「設定」→「パーソナル設定」→「背景」をクリック。「背
景」欄で「画像」を選択し、「画像を選んでください」欄で壁紙にしたい画像を
選択する。「参照」をクリックすれば、任意の画像を壁紙にすることも可能だ。
なお、「調整方法を選ぶ」欄で画像の表示比率などの調整ができるので、必要
に応じて調整しておこう。

　デスクトップのアイコンや文字が見づらい場合は、模様のない
単色の壁紙を利用するとよい。「設定」→「パーソナル設定」→

「背景」の「背景」欄で「単色」を選択しよう。

PROHOME

デスクトップの背景を変更する

0933

スタートメニューから「設定」→「パーソナル設定」→「背景」をクリック。「背
景」欄で「単色」を選択し、「背景色」欄で好みの色を選択する。

　デスクトップの背景には、任意の画像のスライドショーを表示す
ることもできる。なお、この機能は任意のフォルダー内の画像をス
ライドショーで表示する仕組みなので、表示したい画像は事前に
ひとつのフォルダーにまとめておこう。

PROHOME

デスクトップの背景に
スライドショーを表示する

0934

スタートメニューから「設定」→「パーソナル設定」→「背景」をクリック。「背
景」欄で「スライドショー」を選択し、「スライドショーのアルバムを選ぶ」欄で
スライドショーで表示したい画像のあるフォルダーを選択する。なお、「調整
方法を選ぶ」欄で画像の表示比率などの調整が可能なので、必要に応じて調
整しておこう。

❶「画像」を選択

❷壁紙にする画像を
クリック

❷好みの色をクリック

❶「単色」を選択

❷クリックしてフォルダーを指定

❷起動までの時間を設定

❶「スライドショー」を選択
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　アプリは画面上に表示していないときでもバックグラウンドで起
動し続けて、最新の情報に更新するようになっている。これによっ
て処理速度が遅くなったり、消費電力が多くなったりする原因とも
なる。情報更新が不要なものは、バックグラウンド実行をオフにし
ておくとよい。

　Windows 10では、同じMicrosoftアカウントでログインした複
数のパソコンで、Windowsの設定を同期することができる。同期
しておけば、自宅と会社など、別のパソコンでも同じ環境で利用
可能だ（ただし、アプリケーションなどは個々にインストールする必
要がある）。

PROHOME

アプリのバックグラウンド実行を
設定する

0938PROHOME

同期の設定を行なう

0936

　Windows 10には、顔や目の虹彩、指紋などを使った生体認証
でサインインする「Windows Hello」という機能が搭載されてい
る。利用には「指紋認証リーダー」や「Kinnect for Windows v2」
といった生体認証を行なうための機器が必要になるが、これらの
機器を持っているならば、ぜひ活用してみよう。

　「映画 & テレビ」アプリでは、字幕に対応した動画を再生する
際に字幕を表示可能だが、この字幕はカスタマイズすることもでき
る。「設定」→「簡単操作」→「字幕」から設定しよう。

PROHOME

生体認証を利用する

0939PROHOME

字幕をカスタマイズする

0937

スタートメニューから「設定」→「プライバシー」→「バック グラウンド アプリ」
をクリック。バックグラウンドでは実行させたくないアプリを「オフ」にしてい
けばよい。

スタートメニューから「設定」→「アカウント」→「設定の同期」をクリック。「同
期の設定」を「オン」にして、「個別の同期設定」欄で同期したい項目を選択す
ればよい。

バックグラウンドで実行しないアプリを
「オフ」にする

スタートメニューから「設定」→「アカウント」→「サインインオプション」をク
リック。「Windows Hello」欄の「セットアップ」をクリックして設定していこ
う。なお、この項目はそれぞれの機能に対応した機器がない場合は表示され
ない。また、「Windows Hello」を利用するには、あらかじめ暗証番号（PIN）
を設定しておく必要がある。

スタートメニューから「設定」→「簡単操作」→「字幕」をクリック。「字幕の色」
や「字幕のサイズ」など、項目ごとに好みのものを指定していこう。

❶「オン」にする

❷同期にする項目を
「オン」にする

クリックして設定する
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0966 選択したフォルダーの上のフォルダーをすべて表示する Ctrl  + Shift  + E

0967 タスク マネージャーを開く Ctrl  + Shift  + Esc

0968 新しいフォルダーを作成する Ctrl  + Shift  + N

0969 テキストのブロックを選択する Ctrl  + Shift  +方向キー

0970 ファイル アイコンとフォルダー アイコンのサイズ、および外観を変更する Ctrl  +マウスのスクロールホイール

0971 ウィンドウ内、またはデスクトップ上の複数のアイテムを個別に選択する Ctrl  +方向キー

0972 選択したアイテムをごみ箱に移動せずに削除する Shift  + Del

0973 選択したアイテムのショートカット メニューを表示する Shift  + F10

0974 複数のアイテムを選択する、またはドキュメント内のテキストを選択する Shift  +任意の方向キー

0975 スタート メニューを開く、または閉じる  

0976 アクション センターを開く  + A

0977 通知領域にフォーカスを設定する  + B  

0978 Cortana を聞き取りモードで開く
（Cortana が利用できない場合は検索機能のみ利用可能）  + C  

0979 デスクトップを表示、または非表示にする  + D

0980 エクスプローラーを開く  + E

0981 ゲームの実行中にゲーム バーを開く  + G

0982 共有チャームを開く  + H

0983 設定を開く  + I

0984 ［接続］クイックアクションを開く  + K  

0985 PC をロックする、またはアカウントを切り替える  + L  

0986 すべてのウィンドウを最小化する  + M  

0987 デバイスの向きをロックする  + O  

0988 プレゼンテーション表示モードを選択する  + P

0989 ［ファイル名を指定して実行］ダイアログ ボックスを開く  + R

0990 検索を開く  + S  

0991 タスク バー上のアプリを順番に切り替える  + T  

0992 コンピューターの簡単操作センターを開く  + U  

0993 通知を順番に切り替える  + V

0994 ［クイック リンク］メニューを開く  + X

0995 全画面表示モードのアプリで使用できるコマンドを表示する  + Z

0996 ウィンドウを最大化する  + ↑  

0997 画面の右側にアプリ、またはデスクトップ ウィンドウを最大化する  + →  

0998 現在のアプリを画面から削除する、デスクトップ ウィンドウを最小化する  + ↓  

実行する操作 入力するキー
0940 前の段落の先頭にカーソルを移動する Ctrl  + ↑  

0941 次の単語の先頭にカーソルを移動する Ctrl  + →  

0942 次の段落の先頭にカーソルを移動する Ctrl  + ↓  

0943 前の単語の先頭にカーソルを移動する Ctrl  + ←  

0944 ドキュメント内、またはウィンドウ内のすべてのアイテムを選択する Ctrl  + A

0945 選択したアイテムをコピーする Ctrl  + C  または Ins  

0946 選択したアイテムを削除し、ごみ箱に移動する Ctrl  + D  または Del  

0947 検索ボックスを選択する Ctrl  + F  または E  

0948 新しいウィンドウを開く Ctrl  + N

0949 選択したアイテムを貼り付ける
Ctrl  + V  

（または Shift  + Ins  ）

0950 現在のウィンドウを閉じる Ctrl  + W

0951 選択したアイテムを切り取る Ctrl  + X

0952 操作をやり直す Ctrl  + Y

0953 操作を元に戻す Ctrl  + Z

0954 作業中のウィンドウを最新の情報に更新する Ctrl  + R  （または F5  ）

0955 固定モードに切り替える Ctrl  + Alt  + D

0956 全画面表示モードに切り替える Ctrl  + Alt  + F

0957 色を反転する Ctrl  + Alt  + I

0958 レンズ モードに切り替える Ctrl  + Alt  + L  

0959 レンズのサイズを変更する Ctrl  + Alt  + R

0960 全画面表示モードでデスクトップをプレビューする Ctrl  + Alt  + Space

0961 方向キーを使って、開いているすべてのアプリ間で切り替える Ctrl  + Alt  + Tab

0962 方向キーの方向へ表示を移動する Ctrl  + Alt  +方向キー

0963 スタート メニューを開く Ctrl  + Esc

0964 作業中のドキュメントを閉じる Ctrl  + F4

0965 キーボード レイアウトを切り替える Ctrl  + Shift

　Windows 10を使いこなすために覚えておきたいのがショート
カットキー。キーボードの複数のキーを同時に押すことで、コピーや
ペースト、デスクトップや設定項目の表示など、マウスで操作する
よりもすばやく簡単に操作できるので非常に便利だ。
　ここでは、Windows 10の基本的なショートカットキーを紹介し
ていくので、Windows 10をより快適にすばやく操作するためにも

ぜひ覚えておこう。
　なお、ここで紹介しているショートカット以外にも、各アプリケー
ションごとに独自のショートカットキーも多数存在している。よく利
用するアプリケーションは、ヘルプやマニュアルなどを参考にして
アプリケーション独自のショートカットキーをチェックしておくとよい
だろう。

PROHOME

ショートカット
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0966 選択したフォルダーの上のフォルダーをすべて表示する Ctrl  + Shift  + E

0967 タスク マネージャーを開く Ctrl  + Shift  + Esc

0968 新しいフォルダーを作成する Ctrl  + Shift  + N

0969 テキストのブロックを選択する Ctrl  + Shift  +方向キー

0970 ファイル アイコンとフォルダー アイコンのサイズ、および外観を変更する Ctrl  +マウスのスクロールホイール

0971 ウィンドウ内、またはデスクトップ上の複数のアイテムを個別に選択する Ctrl  +方向キー

0972 選択したアイテムをごみ箱に移動せずに削除する Shift  + Del

0973 選択したアイテムのショートカット メニューを表示する Shift  + F10

0974 複数のアイテムを選択する、またはドキュメント内のテキストを選択する Shift  +任意の方向キー

0975 スタート メニューを開く、または閉じる  

0976 アクション センターを開く  + A

0977 通知領域にフォーカスを設定する  + B  

0978 Cortana を聞き取りモードで開く
（Cortana が利用できない場合は検索機能のみ利用可能）  + C  

0979 デスクトップを表示、または非表示にする  + D

0980 エクスプローラーを開く  + E

0981 ゲームの実行中にゲーム バーを開く  + G

0982 共有チャームを開く  + H

0983 設定を開く  + I

0984 ［接続］クイックアクションを開く  + K  

0985 PC をロックする、またはアカウントを切り替える  + L  

0986 すべてのウィンドウを最小化する  + M  

0987 デバイスの向きをロックする  + O  

0988 プレゼンテーション表示モードを選択する  + P

0989 ［ファイル名を指定して実行］ダイアログ ボックスを開く  + R

0990 検索を開く  + S  

0991 タスク バー上のアプリを順番に切り替える  + T  

0992 コンピューターの簡単操作センターを開く  + U  

0993 通知を順番に切り替える  + V

0994 ［クイック リンク］メニューを開く  + X

0995 全画面表示モードのアプリで使用できるコマンドを表示する  + Z

0996 ウィンドウを最大化する  + ↑  

0997 画面の右側にアプリ、またはデスクトップ ウィンドウを最大化する  + →  

0998 現在のアプリを画面から削除する、デスクトップ ウィンドウを最小化する  + ↓  

実行する操作 入力するキー
0940 前の段落の先頭にカーソルを移動する Ctrl  + ↑  

0941 次の単語の先頭にカーソルを移動する Ctrl  + →  

0942 次の段落の先頭にカーソルを移動する Ctrl  + ↓  

0943 前の単語の先頭にカーソルを移動する Ctrl  + ←  

0944 ドキュメント内、またはウィンドウ内のすべてのアイテムを選択する Ctrl  + A

0945 選択したアイテムをコピーする Ctrl  + C  または Ins  

0946 選択したアイテムを削除し、ごみ箱に移動する Ctrl  + D  または Del  

0947 検索ボックスを選択する Ctrl  + F  または E  

0948 新しいウィンドウを開く Ctrl  + N

0949 選択したアイテムを貼り付ける
Ctrl  + V  

（または Shift  + Ins  ）

0950 現在のウィンドウを閉じる Ctrl  + W

0951 選択したアイテムを切り取る Ctrl  + X

0952 操作をやり直す Ctrl  + Y

0953 操作を元に戻す Ctrl  + Z

0954 作業中のウィンドウを最新の情報に更新する Ctrl  + R  （または F5  ）

0955 固定モードに切り替える Ctrl  + Alt  + D

0956 全画面表示モードに切り替える Ctrl  + Alt  + F

0957 色を反転する Ctrl  + Alt  + I

0958 レンズ モードに切り替える Ctrl  + Alt  + L  

0959 レンズのサイズを変更する Ctrl  + Alt  + R

0960 全画面表示モードでデスクトップをプレビューする Ctrl  + Alt  + Space

0961 方向キーを使って、開いているすべてのアプリ間で切り替える Ctrl  + Alt  + Tab

0962 方向キーの方向へ表示を移動する Ctrl  + Alt  +方向キー

0963 スタート メニューを開く Ctrl  + Esc

0964 作業中のドキュメントを閉じる Ctrl  + F4

0965 キーボード レイアウトを切り替える Ctrl  + Shift

　Windows 10を使いこなすために覚えておきたいのがショート
カットキー。キーボードの複数のキーを同時に押すことで、コピーや
ペースト、デスクトップや設定項目の表示など、マウスで操作する
よりもすばやく簡単に操作できるので非常に便利だ。
　ここでは、Windows 10の基本的なショートカットキーを紹介し
ていくので、Windows 10をより快適にすばやく操作するためにも

ぜひ覚えておこう。
　なお、ここで紹介しているショートカット以外にも、各アプリケー
ションごとに独自のショートカットキーも多数存在している。よく利
用するアプリケーションは、ヘルプやマニュアルなどを参考にして
アプリケーション独自のショートカットキーをチェックしておくとよい
だろう。

PROHOME

ショートカット
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0999 画面の左側にアプリ、またはデスクトップ ウィンドウを最大化する  + ←  

1000 デスクトップを開き、タスク バー上の数字で示す位置にピン留めされている
アプリのジャンプ リストを開く  + Alt  +数字

1001 右側に作成した仮想デスクトップと切り替える  + Ctrl  + →  

1002 左側に作成した仮想デスクトップと切り替える  + Ctrl  + ←  

1003 通知領域にメッセージを表示したアプリに切り替える  + Ctrl  + B

1004 仮想デスクトップを追加する  + Ctrl  + D

1005 PC を検索する （ネットワークに参加している場合）  + Ctrl  + F

1006 使用中の仮想デスクトップを閉じる  + Ctrl  + F4

1007 デスクトップを開き、タスク バー上の指定された位置にあるアプリの
新しいインスタンスを管理者として開く  + Ctrl  + Shift  +数字

1008 以前に選択されていた入力方式に変更する  + Ctrl  + Space

1009 最近使ったアプリ （デスクトップ アプリを除く） を順番に切り替える  + Ctrl  + Tab

1010 ナレーターを開く  + Enter

1011 拡大鏡を終了する  + Esc

1012 作業中のデスクトップ ウィンドウを除くすべてのウィンドウを最小化する 
（2 回目のキーストロークですべてのウィンドウを復元する）  + Home

1013 [システムのプロパティ] ダイアログ ボックスを表示する  + Pause

1014 デスクトップ ウィンドウを画面の上下に拡大する  + Shift  + ↑  

1015 作業中のデスクトップ ウィンドウを、幅を維持しながら、
縦方向に元のサイズに戻すか最小化する  + Shift  + ↓  

1016 最小化されたウィンドウをデスクトップに復元する  + Shift  + M  

1017 最近使ったアプリ （デスクトップ アプリを除く） を逆順に切り替える  + Shift  + Tab

1018 通知を逆順に切り替える  + Shift  + V

1019 デスクトップを開き、タスク バー上の数字で示す位置にピン留めされている
アプリの新しいインスタンスを開始する  + Shift  +数字

1020 入力言語とキーボード レイアウトを切り替える  + Space

1021 タスク ビューを開く、最近使ったアプリ（デスクトップ アプリを除く）を
順番に切り替える  + Tab

1022 デスクトップを一時的にプレビューする  + ,  （コンマ）

1023 IME の再変換を開始する  + /  （スラッシュ）

1024 拡大鏡を使って拡大、または縮小する  + +  （正符号）または -  （負符号）

1025 デスクトップ上のアプリ、またはウィンドウを
別のモニター ディスプレイに移動する  + Shift  + ←  または →

1026 フォルダーの親フォルダーを表示する Alt  + ↑  

1027 次に進む、次のフォルダーを表示する Alt  + →  

1028 前に戻る、前のフォルダーを表示する Alt  + ←  

1029 アドレス バーを選択する Alt  + D

1030 プレビュー ウィンドウを表示する Alt  + P

1031 選択したアイテムのプロパティを表示する Alt  + Enter

1032 アイテムを開かれた順序で順番に切り替える Alt  + Esc

1033 アクティブなアイテムを閉じる、またはアクティブなアプリを終了する Alt  + F4

1034 1 画面下へ移動する Alt  + PageDown

1035 1 画面上へ移動する Alt  + PageUp

1036 作業中のウィンドウのショートカット メニューを開く Alt  + Space

1037 開いているアプリを切り替える Alt  + Tab

1038 左側にある次のメニューを開く、またはサブメニューを開く →  

1039 右側にある次のメニューを開く、またはサブメニューを閉じる ←  

1040 前のフォルダーを表示する BackSpace

1041 作業中のウィンドウの一番下を表示する End

1042 現在の作業を停止、または終了する Esc

1043 選択したアイテムの名前を変更する F2

1044 エクスプローラーでファイル、またはフォルダーを検索する F3

1045 エクスプローラーでアドレス バーの一覧を表示する F4

1046 作業中のウィンドウを最新の情報に更新する F5

1047 ウィンドウ内、またはデスクトップ上の画面要素を順番に切り替える F6

1048 アクティブなアプリのメニュー バーをアクティブにする F10

1049 作業中のウィンドウを最大化、または最小化する F11

1050 作業中のウィンドウの一番上を表示する Home

1051 切り替えキー機能をオン、またはオフにする NumLock  （5秒間）

1052 選択したフォルダーの下のサブフォルダーをすべて表示する NumLock  + *  （アスタリスク）

1053 選択したフォルダーの内容を表示する NumLock  + +  （正符号）

1054 選択したフォルダーを折りたたむ NumLock  + -  （負符号）

1055 固定キー機能をオン、またはオフにする Shift  （5回）

1056 フィルター キー機能をオン、またはオフにする 右 Shift  （8秒間）

1057 マウス キー機能をオン、またはオフにする
左 Alt  +左 Shift  

+ NumLock

1058 ハイ コントラストをオン、またはオフにする
左 Alt  +左 Shift  

+ PrintScreen
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0999 画面の左側にアプリ、またはデスクトップ ウィンドウを最大化する  + ←  

1000 デスクトップを開き、タスク バー上の数字で示す位置にピン留めされている
アプリのジャンプ リストを開く  + Alt  +数字

1001 右側に作成した仮想デスクトップと切り替える  + Ctrl  + →  

1002 左側に作成した仮想デスクトップと切り替える  + Ctrl  + ←  

1003 通知領域にメッセージを表示したアプリに切り替える  + Ctrl  + B

1004 仮想デスクトップを追加する  + Ctrl  + D

1005 PC を検索する （ネットワークに参加している場合）  + Ctrl  + F

1006 使用中の仮想デスクトップを閉じる  + Ctrl  + F4

1007 デスクトップを開き、タスク バー上の指定された位置にあるアプリの
新しいインスタンスを管理者として開く  + Ctrl  + Shift  +数字

1008 以前に選択されていた入力方式に変更する  + Ctrl  + Space

1009 最近使ったアプリ （デスクトップ アプリを除く） を順番に切り替える  + Ctrl  + Tab

1010 ナレーターを開く  + Enter

1011 拡大鏡を終了する  + Esc

1012 作業中のデスクトップ ウィンドウを除くすべてのウィンドウを最小化する 
（2 回目のキーストロークですべてのウィンドウを復元する）  + Home

1013 [システムのプロパティ] ダイアログ ボックスを表示する  + Pause

1014 デスクトップ ウィンドウを画面の上下に拡大する  + Shift  + ↑  

1015 作業中のデスクトップ ウィンドウを、幅を維持しながら、
縦方向に元のサイズに戻すか最小化する  + Shift  + ↓  

1016 最小化されたウィンドウをデスクトップに復元する  + Shift  + M  

1017 最近使ったアプリ （デスクトップ アプリを除く） を逆順に切り替える  + Shift  + Tab

1018 通知を逆順に切り替える  + Shift  + V

1019 デスクトップを開き、タスク バー上の数字で示す位置にピン留めされている
アプリの新しいインスタンスを開始する  + Shift  +数字

1020 入力言語とキーボード レイアウトを切り替える  + Space

1021 タスク ビューを開く、最近使ったアプリ（デスクトップ アプリを除く）を
順番に切り替える  + Tab

1022 デスクトップを一時的にプレビューする  + ,  （コンマ）

1023 IME の再変換を開始する  + /  （スラッシュ）

1024 拡大鏡を使って拡大、または縮小する  + +  （正符号）または -  （負符号）

1025 デスクトップ上のアプリ、またはウィンドウを
別のモニター ディスプレイに移動する  + Shift  + ←  または →

1026 フォルダーの親フォルダーを表示する Alt  + ↑  

1027 次に進む、次のフォルダーを表示する Alt  + →  

1028 前に戻る、前のフォルダーを表示する Alt  + ←  

1029 アドレス バーを選択する Alt  + D

1030 プレビュー ウィンドウを表示する Alt  + P

1031 選択したアイテムのプロパティを表示する Alt  + Enter

1032 アイテムを開かれた順序で順番に切り替える Alt  + Esc

1033 アクティブなアイテムを閉じる、またはアクティブなアプリを終了する Alt  + F4

1034 1 画面下へ移動する Alt  + PageDown

1035 1 画面上へ移動する Alt  + PageUp

1036 作業中のウィンドウのショートカット メニューを開く Alt  + Space

1037 開いているアプリを切り替える Alt  + Tab

1038 左側にある次のメニューを開く、またはサブメニューを開く →  

1039 右側にある次のメニューを開く、またはサブメニューを閉じる ←  

1040 前のフォルダーを表示する BackSpace

1041 作業中のウィンドウの一番下を表示する End

1042 現在の作業を停止、または終了する Esc

1043 選択したアイテムの名前を変更する F2

1044 エクスプローラーでファイル、またはフォルダーを検索する F3

1045 エクスプローラーでアドレス バーの一覧を表示する F4

1046 作業中のウィンドウを最新の情報に更新する F5

1047 ウィンドウ内、またはデスクトップ上の画面要素を順番に切り替える F6

1048 アクティブなアプリのメニュー バーをアクティブにする F10

1049 作業中のウィンドウを最大化、または最小化する F11

1050 作業中のウィンドウの一番上を表示する Home

1051 切り替えキー機能をオン、またはオフにする NumLock  （5秒間）

1052 選択したフォルダーの下のサブフォルダーをすべて表示する NumLock  + *  （アスタリスク）

1053 選択したフォルダーの内容を表示する NumLock  + +  （正符号）

1054 選択したフォルダーを折りたたむ NumLock  + -  （負符号）

1055 固定キー機能をオン、またはオフにする Shift  （5回）

1056 フィルター キー機能をオン、またはオフにする 右 Shift  （8秒間）

1057 マウス キー機能をオン、またはオフにする
左 Alt  +左 Shift  

+ NumLock

1058 ハイ コントラストをオン、またはオフにする
左 Alt  +左 Shift  

+ PrintScreen
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実行するプログラム 入力するコマンド 検索ボックスでの
コマンド利用

1059 Windows Media Player wmplayer ◎

1060 Windows Script Hostの設定 wscript ◎

1061 セキュリティとメンテナンス wscui.cpl ◎

1062 Windowsバージョン情報 winver ◎

1063 Windowsファイアウォール firewall.cpl ◎

1064 アドレス帳 wab ◎

1065 イベントビューアー eventvwr.msc ◎

1066 色とデザイン control color ×

1067 インターネットのプロパティ inetcpl.cpl ◎

1068 エクスプローラー explorer ◎

1069 キーボードのプロパティ control keyboard ×

1070 地域 control international、またはintl.cpl ◎（ intl.cplのみ）

1071 コマンドプロンプト cmd ◎

1072 コントロールパネル control ◎

1073 コンピューターの簡単操作センター utilman ◎

1074 コンピュータの管理 compmgmt.msc ◎

1075 サービス services.msc ◎

1076 サウンドとオーディオデバイスのプロパティ mmsys.cpl ◎

1077 システムのプロパティ sysdm.cpl ◎

1078 システム構成 msconfig ◎

1079 システム情報 msinfo32（32bit）/msinfo64（64bit） ◎

1080 シャットダウン shutdown -s ◎

1081 スキャナとカメラ control sticpl.cpl ×

1082 スクリーンキーボード osk ◎

1083 タスクスケジューラ control schedtasks ◎

1084 タスクマネージャ taskmgr ◎

1085 ディスククリーンアップ cleanmgr ◎

1086 ドライブの最適化 dfrgui ◎

1087 ディスクの管理 diskmgmt.msc ◎

1088 デバイスとプリンター control printers ×

1089 デバイスマネージャ devmgmt.msc ◎

1090 ナレーター narrator ◎

1091 ネットワーク接続 ncpa.cpl ◎

1092 パフォーマンスモニター perfmon ◎

1093 フォルダーオプション control folders ×

1094 フォント fonts ◎

1095 プログラムの追加と削除 appwiz.cpl ◎

1096 ペイント mspaint、またはpbrush ◎

1097 音量ミキサー sndvol ◎

1098 マウスのプロパティ control mouse ×

1099 メモ帳 notepad ◎

1100 ユーザーアカウント control userpasswords ×

1101 レジストリエディター regedit ◎

1102 ローカルユーザとグループ lusrmgr.msc ◎

1103 ログオフ logoff ×

1104 ワードパッド wordpad／write ◎（wordpadのみ）

1105 画面の解像度 desk.cpl ◎

1106 拡大鏡 magnify ◎

1107 管理ツール control admintools ×

1108 共有フォルダー fsmgmt.msc ◎

1109 再起動 shutdown -ｒ ◎

1110 電源オプション powercfg.cpl ◎

1111 電卓 calc ◎

1112 日付と時刻 timedate.cpl ◎

1113 文字コード表 charmap ◎

1114 デスクトップを開く desktop ×

1115 フォルダーを開く フォルダーのフルパスを入力 ◎

1116 Webページを開く URLを入力 ◎

　ショートカットキーのほかに覚えておくと便利なのが、「ファイル
名を指定して実行」だ。この「ファイル名を指定して実行」は規定
のコマンドを入力することでプログラムやアプリケーションを開く
機能。「コントロールパネル」やフォルダーの階層をたどって目的の
プログラムやファイルを探す手間もなく、目的のプログラムやファ

イルに一発でアクセスできるので非常に便利だ。はじめはコマン
ドを覚える手間があるが、覚えてしまえば操作性が格段に向上す
る。よく使うプログラムやアプリケーションのコマンドだけでも覚え
ておくとよいだろう（「ファイル名を指定して実行」の使い方は303
ページ参照）。

PROHOME

ファイル名を指定して実行

※ スペースはすべて半角で入力する。
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実行するプログラム 入力するコマンド 検索ボックスでの
コマンド利用

1059 Windows Media Player wmplayer ◎

1060 Windows Script Hostの設定 wscript ◎

1061 セキュリティとメンテナンス wscui.cpl ◎

1062 Windowsバージョン情報 winver ◎

1063 Windowsファイアウォール firewall.cpl ◎

1064 アドレス帳 wab ◎

1065 イベントビューアー eventvwr.msc ◎

1066 色とデザイン control color ×

1067 インターネットのプロパティ inetcpl.cpl ◎

1068 エクスプローラー explorer ◎

1069 キーボードのプロパティ control keyboard ×

1070 地域 control international、またはintl.cpl ◎（ intl.cplのみ）

1071 コマンドプロンプト cmd ◎

1072 コントロールパネル control ◎

1073 コンピューターの簡単操作センター utilman ◎

1074 コンピュータの管理 compmgmt.msc ◎

1075 サービス services.msc ◎

1076 サウンドとオーディオデバイスのプロパティ mmsys.cpl ◎

1077 システムのプロパティ sysdm.cpl ◎

1078 システム構成 msconfig ◎

1079 システム情報 msinfo32（32bit）/msinfo64（64bit） ◎

1080 シャットダウン shutdown -s ◎

1081 スキャナとカメラ control sticpl.cpl ×

1082 スクリーンキーボード osk ◎

1083 タスクスケジューラ control schedtasks ◎

1084 タスクマネージャ taskmgr ◎

1085 ディスククリーンアップ cleanmgr ◎

1086 ドライブの最適化 dfrgui ◎

1087 ディスクの管理 diskmgmt.msc ◎

1088 デバイスとプリンター control printers ×

1089 デバイスマネージャ devmgmt.msc ◎

1090 ナレーター narrator ◎

1091 ネットワーク接続 ncpa.cpl ◎

1092 パフォーマンスモニター perfmon ◎

1093 フォルダーオプション control folders ×

1094 フォント fonts ◎

1095 プログラムの追加と削除 appwiz.cpl ◎

1096 ペイント mspaint、またはpbrush ◎

1097 音量ミキサー sndvol ◎

1098 マウスのプロパティ control mouse ×

1099 メモ帳 notepad ◎

1100 ユーザーアカウント control userpasswords ×

1101 レジストリエディター regedit ◎

1102 ローカルユーザとグループ lusrmgr.msc ◎

1103 ログオフ logoff ×

1104 ワードパッド wordpad／write ◎（wordpadのみ）

1105 画面の解像度 desk.cpl ◎

1106 拡大鏡 magnify ◎

1107 管理ツール control admintools ×

1108 共有フォルダー fsmgmt.msc ◎

1109 再起動 shutdown -ｒ ◎

1110 電源オプション powercfg.cpl ◎

1111 電卓 calc ◎

1112 日付と時刻 timedate.cpl ◎

1113 文字コード表 charmap ◎

1114 デスクトップを開く desktop ×

1115 フォルダーを開く フォルダーのフルパスを入力 ◎

1116 Webページを開く URLを入力 ◎

　ショートカットキーのほかに覚えておくと便利なのが、「ファイル
名を指定して実行」だ。この「ファイル名を指定して実行」は規定
のコマンドを入力することでプログラムやアプリケーションを開く
機能。「コントロールパネル」やフォルダーの階層をたどって目的の
プログラムやファイルを探す手間もなく、目的のプログラムやファ

イルに一発でアクセスできるので非常に便利だ。はじめはコマン
ドを覚える手間があるが、覚えてしまえば操作性が格段に向上す
る。よく使うプログラムやアプリケーションのコマンドだけでも覚え
ておくとよいだろう（「ファイル名を指定して実行」の使い方は303
ページ参照）。

PROHOME

ファイル名を指定して実行

※ スペースはすべて半角で入力する。
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BitLocker
　��｢BitLockerドライブ暗号化｣でリムーバブルメディアを暗号化する ���104
　�BitLockerドライブ暗号化を利用する�������������������292

｢Ｇｒｏｏｖｅミュージック｣アプリ
　�音楽ファイルを再生する ������������������������������������������195
　�再生リストを作成して好きな曲だけを再生する ���195
　�再生中の曲をコントロールする�������������������������������195

IME
　�IMEの詳細設定を行なう �����������������������������������������067
　�オートコレクトを設定する ������������������������������������������069
　�各種の文字入力方法を使い分ける ���������������������066
　�学習情報や入力履歴を記録しないようにする ���070
　�漢字をマウスで書いて入力する �����������������������������066
　�漢字を総画数から探して入力する ������������������������067
　�漢字を部首から探して入力する �����������������������������067
　�システム辞書を有効にする �������������������������������������069
　�使用フォントを指定する ��������������������������������������������071
　�単語登録した語句を管理する �������������������������������068
　�特殊文字を一覧から探して入力する ��������������������066
　�入力モードを切り替える ��������������������������������������������066
　�入力履歴を消去する ������������������������������������������������070
　�変換の詳細を設定する��������������������������������������������069
　�変換候補にない語句を単語登録する �����������������068
　�文字コード表で特殊な文字を入力する ����������������070
　�文字をグループから探す ������������������������������������������071
　�予測入力をオフにする ����������������������������������������������070
　�ローマ字入力／かな入力を切り替える �����������������067
　�和英混在入力の設定をする �����������������������������������069

Internet Explorer
　�IEでWebサイトを全画面で表示させる �����������������128
　�IEでWebページ上のデータを丸ごとパソコンに保存する�����129
　�IEでサイトに表示されている文字を拡大・縮小する ����128
　�IEでタブを追加する ���������������������������������������������������127
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　�ブログやニュースサイトの最新情報をチェック �����152
　�ブロックされた画像を表示する �������������������������������149
　�迷惑メールの設定を変更する ��������������������������������146
　�迷惑メールの送信者を｢受信拒否リスト｣に追加する �����148
　�｢迷惑メール｣フォルダーを空にする ����������������������147
　�｢メッセージルール｣でメールを自動的に振り分ける ����150
　�メールアカウントを登録する �������������������������������������139
　�メールアドレスを手動でアドレス帳に追加する ���146
　�メールにフラグを設定して目立たせる ��������������������150
　�メールの内容を｢カレンダー｣に登録 ���������������������152
　�メッセージにファイルを添付する �����������������������������141
　�メッセージに重要度を設定する ������������������������������141
　�メッセージに署名を自動挿入する ��������������������������142
　�メッセージの差出人を安全なメールアドレスとして登録する ��147
　�メッセージをインポートする ���������������������������������������139
　�メッセージをフォルダーに移動する �������������������������145
　�メッセージを分類するためのフォルダーを作成する �����145
　�元のメッセージを引用せずに返信する ������������������143

Windows Media Player
　�DLNA対応機器でライブラリのファイルを再生する ���208
　�DLNA対応機器で再生できるか確認しよう ��������208
　�WMPのライブラリにインターネット経由でアクセスする ��207
　�Windows�Media�Playerで音楽CDを取り込む ���196
　�WMPで動画を再生する ������������������������������������������202
　�アーティストやアルバムごとに表示して曲を管理する �����197
　�アルバムの画像を手動で設定 ������������������������������198
　�アルバム情報をインターネットで検索する ������������198
　�アルバム情報を更新する ����������������������������������������199
　�インターネットラジオを楽しもう ���������������������������������205
　�映像の再生サイズを変更する ��������������������������������203
　�映像の色合いや明るさを調節する ������������������������203
　�音楽CDの取り込み音質を変更する ��������������������196
　�音楽CDの取り込み形式を変更する ��������������������196
　�音楽のファイルをデータ形式で書き込む �������������204
　�音楽ファイルから音楽CDを作成する�������������������204
　�音楽や動画を共有する ��������������������������������������������206
　�オプション画面を表示する ��������������������������������������200
　�書き込みに関連する設定を変更する �������������������204
　�画像ライブラリを表示する ���������������������������������������205
　�キーワードで曲を検索する ���������������������������������������198
　�共有するメディアファイルを変更する��������������������208
　�曲のお気に入り度を評価する ��������������������������������200
　�曲のジャンルに合わせて音質を変更する ������������202
　�好みの曲だけを同期する �����������������������������������������205
　�コンパクトなプレイビューを表示する ����������������������199
　�再生できるファイルの種類を確認する �����������������202
　�再生時の音量を自動調整する ������������������������������202
　�再生履歴を消去する ������������������������������������������������209
　�視覚エフェクトを追加する ����������������������������������������199
　�自動プレイリストを作成する �������������������������������������201
　�スキンをダウンロードする ������������������������������������������209
　�スキンを変更する �������������������������������������������������������209
　�任意の曲やフォルダーをライブラリに追加する ��197
　�パソコンなどの機器ごとにアクセスの設定を行なう ����208
　�標準の取り込み形式を変更する ���������������������������197
　�プレイビューに視覚エフェクトを表示 ���������������������199
　�プレイビューを常に手前に表示する ����������������������209
　�プレイリストに曲を登録する �������������������������������������201
　�プレイリストを再生・管理する ����������������������������������201
　�プレイリストを作成する ���������������������������������������������201
　�ほかのパソコンに音楽をストリーミング配信する �����206
　�ほかのパソコンのライブラリにアクセス ����������������206
　�ボリュームラベルを設定する �����������������������������������204
　�メニューバーを一時的に表示する �������������������������200
　�メニューバーを表示する �������������������������������������������200
　�ライブラリで詳細情報を確認する ��������������������������198
　�ライブラリにある音楽を再生する ���������������������������197
　�ライブラリの曲を携帯音楽プレーヤーと同期する �������205
　�リモート制御を許可する �������������������������������������������206

Windows モビリティセンター
　�Windows�モビリティセンターで設定を切り替える �����088
　�プレゼンテーション設定に切り替える �������������������088

｢Xbox｣アプリ
　�｢Xbox｣でゲームを楽しむ ����������������������������������������262

アクションセンター
　�アクションセンターから各種設定を行なう ������������036

　�アクションセンターを表示する ��������������������������������036

X

あ

索引

P314-320.indd   314-315 2015/08/28   11:53

k-moriyama@katch.ne.jp



315314

BitLocker
　��｢BitLockerドライブ暗号化｣でリムーバブルメディアを暗号化する ���104
　�BitLockerドライブ暗号化を利用する�������������������292

｢Ｇｒｏｏｖｅミュージック｣アプリ
　�音楽ファイルを再生する ������������������������������������������195
　�再生リストを作成して好きな曲だけを再生する ���195
　�再生中の曲をコントロールする�������������������������������195

IME
　�IMEの詳細設定を行なう �����������������������������������������067
　�オートコレクトを設定する ������������������������������������������069
　�各種の文字入力方法を使い分ける ���������������������066
　�学習情報や入力履歴を記録しないようにする ���070
　�漢字をマウスで書いて入力する �����������������������������066
　�漢字を総画数から探して入力する ������������������������067
　�漢字を部首から探して入力する �����������������������������067
　�システム辞書を有効にする �������������������������������������069
　�使用フォントを指定する ��������������������������������������������071
　�単語登録した語句を管理する �������������������������������068
　�特殊文字を一覧から探して入力する ��������������������066
　�入力モードを切り替える ��������������������������������������������066
　�入力履歴を消去する ������������������������������������������������070
　�変換の詳細を設定する��������������������������������������������069
　�変換候補にない語句を単語登録する �����������������068
　�文字コード表で特殊な文字を入力する ����������������070
　�文字をグループから探す ������������������������������������������071
　�予測入力をオフにする ����������������������������������������������070
　�ローマ字入力／かな入力を切り替える �����������������067
　�和英混在入力の設定をする �����������������������������������069

Internet Explorer
　�IEでWebサイトを全画面で表示させる �����������������128
　�IEでWebページ上のデータを丸ごとパソコンに保存する�����129
　�IEでサイトに表示されている文字を拡大・縮小する ����128
　�IEでタブを追加する ���������������������������������������������������127
　�IEでほかのパソコンの｢お気に入り｣をインポートする������131
　�IEで過去に閲覧したサイトを開く����������������������������132
　�IEで使用している｢お気に入り｣情報をエクスポートする �132
　�IEで表示中のサイトを拡大・縮小する�������������������128
　�IEにアドオンプログラムを追加する �����������������������134
　�IEにコマンドバーを表示する �����������������������������������128
　�IEにメニューバーを表示する �����������������������������������127
　�IEに新しいフィードを追加する ��������������������������������133
　�IEの｢お気に入り｣センターを固定表示させる ����130
　�IEの｢お気に入り｣でフォルダー内のサイトをまとめて開く �����131
　�IEの｢お気に入り｣を使ってサイトにアクセスする ���130
　�IEのタブで表示中の複数サイトを｢お気に入り｣に追加��130
　�IEのタブ機能をカスタマイズして使う ��������������������127
　�IEのツールバーをアイコンのみの表示にする �����129
　�IEのツールバーをカスタマイズして使う �����������������129
　�IEの閲覧履歴からサイトを検索する����������������������133
　�IEの閲覧履歴を並び替える �����������������������������������132
　�IEの履歴情報を削除する ���������������������������������������133
　�Internet�Explorerを起動する ��������������������������������127
　�アドオンの既定を削除する ��������������������������������������134
　�アドオンを無効化する �����������������������������������������������134
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　�よく見るWebサイトをIEの｢お気に入り｣に追加する ���130
　�増えすぎた｢お気に入り｣を整理する ���������������������131

Microsoft Edge
　�｢Microsoft�Edge｣を起動する ������������������������������113
　�｢お気に入り｣のサイトにアクセスする �������������������120
　�｢お気に入り｣のサイトの順番を入れ替える ���������121
　�｢お気に入り｣のサイトの表示名を変更する ��������121
　�｢お気に入り｣のサイトをタブで表示�����������������������121
　�｢お気に入り｣のサイトを削除する ��������������������������121
　�｢お気に入り｣の固定表示を解除する ������������������120
　�｢お気に入り｣を固定表示させる ����������������������������120
　�｢ホーム｣に設定してあるサイトを表示する �����������119
　�｢戻る｣と｢進む｣ボタンを利用する��������������������������113
　�InPrivateウィンドウを開く ����������������������������������������116
　�URLを直接入力してWebサイトを表示する ��������113
　�Webサイトをリーディングリストに登録する �����������123
　�Webサイトを印刷する�����������������������������������������������118
　�Webサイトを検索する�����������������������������������������������113
　�Webサイトを読み取りビューで閲覧する ���������������116
　�Webページ上にメモを書き込む �����������������������������125
　�悪意のあるサイトから保護する �������������������������������126
　�新しいウィンドウでリンク先を開く ����������������������������117
　�新しいウィンドウを開く �����������������������������������������������116
　�新しいタブを開く���������������������������������������������������������115
　�アドレスバーにGoogle検索を追加する ���������������126
　�閲覧中のWebサイトのURLをコピーする ������������115
　�｢お気に入り｣のサイトをフォルダーで分ける ��������122
　�過去に閲覧したサイトを開く ������������������������������������123
　�画像をコピーする �������������������������������������������������������118
　�検索候補を表示しないようにする ��������������������������126
　�サイトに表示された画像を他のアプリケーションと共有する ������118
　�サイトに表示された画像を保存する ����������������������118
　�サイトの閲覧履歴を削除する ���������������������������������124
　�サイト情報を更新する �����������������������������������������������114
　�ダウンロードフォルダを開く ���������������������������������������124
　�ダウンロード履歴を削除する �����������������������������������124
　�ダウンロード履歴を表示する �����������������������������������124
　�タブを切り替える ��������������������������������������������������������115
　�テーマを変更する ������������������������������������������������������125
　�表示しているサイトのソースを確認する ����������������125
　�表示中のWebサイトをIEで開く ������������������������������117
　�表示中のサイトを拡大・縮小する ���������������������������114
　�表示中のページ内を検索する �������������������������������114
　�不要なタブを閉じる ���������������������������������������������������115
　�別のブラウザから｢お気に入り｣をインポートする ����122
　�「ホーム」ページを好きなページに変更する���������119
　�ポップアップブロックの有効・無効を変更する ����126
　�よく見るWebサイトを｢お気に入り｣に追加する ��120
　�よく使うサイトを｢スタート｣メニューにピン留めする��119
　�読み取りビューの表示を変更する �������������������������116
　�リーディングリストに登録したサイトを削除する ����123
　�リーディングリストを開く ��������������������������������������������123
　�リンクのURLをコピーする ����������������������������������������117
　�リンクを新しいタブで開く ������������������������������������������117

OneDrive
　�OneDriveにサインインする ������������������������������������235
　�OneDriveに新規のフォルダーを作成する ����������236
　�OneDriveの表示言語を変更する ������������������������239
　�OneDriveの保存容量を増やす ����������������������������243
　�OneDrive上のファイルをダウンロードする ����������241

M

O

　�OneDrive上のファイルを閲覧・編集する ������������237
　�Web版のOneDriveでファイルを閲覧・編集する ���242
　�OneDrive上のファイルを共有する �����������������������237
　�OneDrive上のファイルを削除する �����������������������237
　�OneDrive内のファイルやフォルダーにアクセスする ������236
　�Web版のOneDriveで共有を設定する ���������������242
　�エクスプローラーでファイルやフォルダーのリンクを取得する �����238
　�最近使用したファイルを表示する ��������������������������239
　�写真をすべて表示する ���������������������������������������������239
　�条件ごとにファイルを並べ替える ���������������������������240
　�並べ替え順序を保存する ����������������������������������������240
　�ファイルの表示形式を切り替える ��������������������������239
　�ファイルやフォルダーをOneDriveにアップロードする �����236
　�ファイルやフォルダーを削除する ����������������������������240
　�ファイルやフォルダーを選択する ����������������������������240
　�ファイルをアップロードする ��������������������������������������241
　�ファイルを作成する ���������������������������������������������������242
　�ファイル名を変更する �����������������������������������������������242
　�フォルダーを作成する �����������������������������������������������241
　�フォルダーを共有する �����������������������������������������������238
　�ブラウザでOneDriveにアクセスする ��������������������238

OneNote
　�｢OneNote｣で新規のメモを作成する ����������������������243
　�｢OneNote｣にスクリーンショットを取り込む ������������245
　�｢OneNote｣に気になる情報を取り込んでメモ �������245
　�｢OneNote｣を起動する ���������������������������������������������243
　�OneNote�Onlineを活用する ��������������������������������245
　�写真やイラストを挿入する ���������������������������������������244
　�テキストを入力する ����������������������������������������������������244
　�ノートに罫線を表示する �������������������������������������������244
　�文字やイラストを手書きする ������������������������������������244

｢People｣アプリ
　�｢People｣アプリを起動����������������������������������������������154
　�重複する連絡先をリンクする ����������������������������������156
　�連絡先に画像を追加する ���������������������������������������155
　�連絡先のリンクを解除する��������������������������������������156
　�連絡先の画像を削除する ���������������������������������������155
　�連絡先をインポートする ��������������������������������������������155
　�連絡先を検索する�����������������������������������������������������156
　�連絡先を追加する�����������������������������������������������������154
　�連絡先を編集する�����������������������������������������������������154
　�連絡先情報を削除する �������������������������������������������154

ReadyBoost
　�USBメモリをReadyBoost専用にする �����������������087
　�ReadyBoostで使用するディスク容量を設定する �����087
　�ReadyBoost機能でパソコンの動作を速くする �����086
　�ReadyBoost用メモリのパフォーマンスを再テストする ���087
　�リムーバブルディスクをReadyBoost機能から解放する �087

Skype
　�3人以上で会話する �������������������������������������������������161
　�Skypeからログアウトする�����������������������������������������162
　�Skypeでファイルを送付する ����������������������������������161
　�Skypeにサインインする �������������������������������������������157
　�Skypeの利用状態を変更する �������������������������������162
　�｢Skype｣をインストールする ������������������������������������157
　�｢Skype｣を起動する �������������������������������������������������157
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　�Skypeを終了する������������������������������������������������������162
　�音声通話に応答する �����������������������������������������������160
　�音声通話の着信を拒否する ����������������������������������161
　�音声通話を発信する ������������������������������������������������160
　�自分の状態を入力する ��������������������������������������������162
　�ビデオ通話を行なう ���������������������������������������������������161
　�ほかのメンバーに公開する名前を変更する ��������158
　�メッセージを送信する ������������������������������������������������160
　�メンバーのプロフィールを見る ���������������������������������159
　�メンバーの表示名を編集する ���������������������������������159
　�メンバーをお気に入りにまとめる�����������������������������159
　�メンバーをブロックする ����������������������������������������������159
　�メンバーを削除する ���������������������������������������������������158
　�メンバーを連絡先に追加する ���������������������������������158

SnippingTool
　�ウィンドウをキャプチャする ����������������������������������������276
　�キャプチャをタイマー撮影する ��������������������������������277
　�四角形でキャプチャする �������������������������������������������276
　�自由な形にキャプチャする ���������������������������������������276
　�デスクトップをキャプチャする �����������������������������������276

Windows DVD プレイヤー
　�DVDを再生する ��������������������������������������������������������203

Windows Defender
　�Windows�Defenderの監視を停止させる ����������187
　�Windows�Defenderを起動する ��������������������������186
　�ウイルスやスパイウェアの定義ファイルを手動で更新する ���186
　�ウイルスやスパイウェアを手動でチェックする �����186
　�間連付けられたすべてのファイルを除外する �����188
　�脅威の検出履歴を確認する ����������������������������������187
　�検出されたウイルスやスパイウェアを排除する ���187
　�セキュリティ問題やサンプルの送信を止める ������187
　�特定のファイルやフォルダーをスキャンから除外する��188
　�特定の種類のファイルをスキャンから除外する ��188
�
Windows FAXとスキャン 　
　�FAXの設定をする �����������������������������������������������������282
　�FAX作成時のフォントを設定する �������������������������283
　�FAX送受信に必要なアカウントを作成する ��������282
　�FAX送受信時のサウンドの設定をする ���������������284
　�FAX送受信時の設定をする ����������������������������������282
　�FAX送信確認を自分にメールする ������������������������284
　�FAX送信者情報を自動入力する ��������������������������284
　�オリジナルのFAX送付状を作成する �������������������284
　�受信したFAX文書をFAXで返信する ������������������283
　�受信したFAX文書をメールで転送する ����������������283
　�受信したFAX文書を他のFAX番号へ転送する ��������283
　�文書を新規作成してFAXで送信する ������������������282

Windows Journal
　�Windows�Journalで手書き風のメモをとる ��������263
　�Windows�Journalで手書き文字を作成する�����266
　�Windows�Journalの動作を設定する �����������������264
　�うまく認識されない手書き文字をグループ化する ���266
　�書き込んだイラストをグループ化する ��������������������267
　�書き込んだ文字やイラストを消去する ������������������267
　�空白を挿入して行間を調整する ����������������������������265
　�グループ化を解除してオブジェクトを元に戻す ����267
　�蛍光ペンの形状をカスタマイズする ����������������������269
　�蛍光ペンの種類を変更する �����������������������������������268
　�消しゴムの種類を変更する �������������������������������������267
　�作成したノートをホームページ公開用として保存 ��������269

W

　�図形に変形したオブジェクトの形を変更する ������268
　�選択した文字列に書式を設定する �����������������������264
　�手書きしたオブジェクトを図形化する���������������������266
　�手書き文字をテキストデータに変換する ��������������266
　�テキストボックスでキーボードから文字を入力する �������263
　�テキストボックスやオブジェクトを選択する �����������264
　�ノートに新しいページを追加する ����������������������������263
　�ノートに地図や写真を挿入する �����������������������������265
　�ノートの書式を変更する �������������������������������������������264
　�ノートの表示方法を変更する ����������������������������������263
　�別の色のフラグを利用する �������������������������������������265
　�ペンの形状をカスタマイズする �������������������������������268
　�ペンの種類を変更する ���������������������������������������������268
　�文章中の重要な部分にフラグを立てる ���������������265

Windows Live Mail
　�｢Windows�Live�Mail｣をインストールする ���������138
　�Windows�Live�Mailのレイアウトを変更する ����151
　�アカウントをインポートする ���������������������������������������139
　�宛先やCCに含まれる全員に返信する ����������������143
　�アドレス帳から宛先を追加する�������������������������������141
　�ウイルスメール対策に関する設定を確認する ����149
　�同じ件名でやりとりするメールをチェックする �������152
　�｢カレンダー｣をチェックする ��������������������������������������152
　�海外からのメールをブロックする �����������������������������149
　�開封したメッセージを未開封にする �����������������������146
　�開封確認メッセージを要求する ������������������������������141
　�｢クイック分類｣で新着メールをチェック �����������������151
　�検索機能で必要なメッセージを見つけ出す ��������151
　�誤認識されたメッセージを迷惑メールフォルダーから除外する ����147
　�｢ごみ箱｣を空にする ��������������������������������������������������144
　�｢差出人セーフリスト｣を編集する ���������������������������148
　�差出人のメールアドレスをアドレス帳に追加する ���146
　�｢受信拒否リスト｣を編集する ����������������������������������148
　�受信したメールに返信する ��������������������������������������143
　�受信したメールをサーバーから削除する ���������������140
　�受信したメールをほかのメールアドレスに転送する �����143
　�受信したメッセージを添付ファイルとして転送する ������144
　�受信した添付ファイルを直接開く ��������������������������144
　�受信トレイの迷惑メールを手動で隔離する ���������147
　�新規メッセージを作成する���������������������������������������140
　�新着メールのチェック間隔を変更する ������������������140
　�新着メールを受信する ����������������������������������������������140
　�常にテキスト形式でメールを送信する ������������������142
　�テキスト形式でメールを送信する ���������������������������142
　�添付ファイルを別の場所に保存する ��������������������145
　�フィッシング詐欺メールの処理設定を変更する ������150
　�不要なメッセージを｢ごみ箱｣に送る ����������������������144
　�ブログやニュースサイトの最新情報をチェック �����152
　�ブロックされた画像を表示する �������������������������������149
　�迷惑メールの設定を変更する ��������������������������������146
　�迷惑メールの送信者を｢受信拒否リスト｣に追加する �����148
　�｢迷惑メール｣フォルダーを空にする ����������������������147
　�｢メッセージルール｣でメールを自動的に振り分ける ����150
　�メールアカウントを登録する �������������������������������������139
　�メールアドレスを手動でアドレス帳に追加する ���146
　�メールにフラグを設定して目立たせる ��������������������150
　�メールの内容を｢カレンダー｣に登録 ���������������������152
　�メッセージにファイルを添付する �����������������������������141
　�メッセージに重要度を設定する ������������������������������141
　�メッセージに署名を自動挿入する ��������������������������142
　�メッセージの差出人を安全なメールアドレスとして登録する ��147
　�メッセージをインポートする ���������������������������������������139
　�メッセージをフォルダーに移動する �������������������������145
　�メッセージを分類するためのフォルダーを作成する �����145
　�元のメッセージを引用せずに返信する ������������������143

Windows Media Player
　�DLNA対応機器でライブラリのファイルを再生する ���208
　�DLNA対応機器で再生できるか確認しよう ��������208
　�WMPのライブラリにインターネット経由でアクセスする ��207
　�Windows�Media�Playerで音楽CDを取り込む ���196
　�WMPで動画を再生する ������������������������������������������202
　�アーティストやアルバムごとに表示して曲を管理する �����197
　�アルバムの画像を手動で設定 ������������������������������198
　�アルバム情報をインターネットで検索する ������������198
　�アルバム情報を更新する ����������������������������������������199
　�インターネットラジオを楽しもう ���������������������������������205
　�映像の再生サイズを変更する ��������������������������������203
　�映像の色合いや明るさを調節する ������������������������203
　�音楽CDの取り込み音質を変更する ��������������������196
　�音楽CDの取り込み形式を変更する ��������������������196
　�音楽のファイルをデータ形式で書き込む �������������204
　�音楽ファイルから音楽CDを作成する�������������������204
　�音楽や動画を共有する ��������������������������������������������206
　�オプション画面を表示する ��������������������������������������200
　�書き込みに関連する設定を変更する �������������������204
　�画像ライブラリを表示する ���������������������������������������205
　�キーワードで曲を検索する ���������������������������������������198
　�共有するメディアファイルを変更する��������������������208
　�曲のお気に入り度を評価する ��������������������������������200
　�曲のジャンルに合わせて音質を変更する ������������202
　�好みの曲だけを同期する �����������������������������������������205
　�コンパクトなプレイビューを表示する ����������������������199
　�再生できるファイルの種類を確認する �����������������202
　�再生時の音量を自動調整する ������������������������������202
　�再生履歴を消去する ������������������������������������������������209
　�視覚エフェクトを追加する ����������������������������������������199
　�自動プレイリストを作成する �������������������������������������201
　�スキンをダウンロードする ������������������������������������������209
　�スキンを変更する �������������������������������������������������������209
　�任意の曲やフォルダーをライブラリに追加する ��197
　�パソコンなどの機器ごとにアクセスの設定を行なう ����208
　�標準の取り込み形式を変更する ���������������������������197
　�プレイビューに視覚エフェクトを表示 ���������������������199
　�プレイビューを常に手前に表示する ����������������������209
　�プレイリストに曲を登録する �������������������������������������201
　�プレイリストを再生・管理する ����������������������������������201
　�プレイリストを作成する ���������������������������������������������201
　�ほかのパソコンに音楽をストリーミング配信する �����206
　�ほかのパソコンのライブラリにアクセス ����������������206
　�ボリュームラベルを設定する �����������������������������������204
　�メニューバーを一時的に表示する �������������������������200
　�メニューバーを表示する �������������������������������������������200
　�ライブラリで詳細情報を確認する ��������������������������198
　�ライブラリにある音楽を再生する ���������������������������197
　�ライブラリの曲を携帯音楽プレーヤーと同期する �������205
　�リモート制御を許可する �������������������������������������������206

Windows モビリティセンター
　�Windows�モビリティセンターで設定を切り替える �����088
　�プレゼンテーション設定に切り替える �������������������088

｢Xbox｣アプリ
　�｢Xbox｣でゲームを楽しむ ����������������������������������������262

アクションセンター
　�アクションセンターから各種設定を行なう ������������036

　�アクションセンターを表示する ��������������������������������036
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インターネットセキュリティ
　�Cookieの許可／ブロックを手動で設定する ������192
　�インターネットアクセスのセキュリティレベルを調整 ����191
　�｢制限付きサイト｣に登録してアクセス時に安全度を高める �192
　�接続先を｢信頼済みサイト｣に登録する ���������������192
　�特定サイトのCookieを許可、またはブロックする ����192

ウィンドウの操作
　�ウィンドウの大きさを自由に変更する ���������������������037
　�ウィンドウを画面に合わせてリサイズする �������������037
　�ウィンドウを重ねて表示する ������������������������������������042
　�ウィンドウを並べて表示する ������������������������������������042
　�実行したときのウィンドウの大きさを変更する ������053
　�ほかのウィンドウを最小化する ��������������������������������037

｢映画＆テレビ｣アプリ
　�Windows�10で動画を再生する ���������������������������194
　�｢映画＆テレビ｣アプリで動画を購入／レンタルする �������194
　�カメラやスマホから写真や動画を取り込む ����������194
　�字幕をカスタマイズする �������������������������������������������306

エクスプローラー
　�エクスプローラーのレイアウトを変更する �������������059
　�｢クイックアクセス｣にフォルダーを追加する ��������064
　�グループ化を止める ��������������������������������������������������062
　�チェックボックスを使ってファイルを選択 ��������������055
　�開きたいフォルダーへすばやく移動する ���������������064
　�ファイルの詳細な情報をエクスプローラー上で見る ���051
　�ファイルやフォルダーをグループ化して表示する ����062
　�フォルダーの階層を開く �������������������������������������������060
　�フォルダー内のアイコンの表示サイズを変更する ��060
　�フォルダー内のファイルやフォルダーを並べ替える �����060
　�プレビューペインでファイルの中身を確認する ���050
　�並び替えの条件の表示順を入れ替える��������������061
　�並べ替えの条件を追加する������������������������������������061
　�並べ替えの条件を非表示にする ���������������������������061
　�リボンの最小化を止める ������������������������������������������059
　�リボンを最小化する ���������������������������������������������������059
　�利用できるハードディスクや
　リムーバブルディスクを確認する ����������������������������103

音声操作
　�音声でパソコンを操作する��������������������������������������294
　�音声認識のトレーニングを実行する ����������������������294

　�操作行為を音声で確認する �����������������������������������298

回復/復元
　�OSをWindows8.1もしくは7に戻す ���������������������082
　�回復ドライブからコンピューター全体を復元する ����092
　�回復ドライブを作成する �������������������������������������������092
　�個人ファイルを保持したままPCを初期状態に戻す ���081
　�システム修復ディスクを作成する���������������������������093
　�すべてのデータを削除してPCを初期状態に戻す ������081
　�バックアップからシステムを復元する���������������������091
　�復元ポイントを管理する �������������������������������������������093
　�復元ポイントを作成する �������������������������������������������093
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　�復元ポイントを無効にする ���������������������������������������094

拡大鏡
　�拡大鏡で画面の一部を大きく表示する ���������������298

　�拡大鏡をカスタマイズする ���������������������������������������298

画面表示
　�ClearTypeを調整して
　�テキストをさらに読みやすくする�������������������������������080
　�アプリ起動時に画面の解像度を変更する ���������291
　�色のプロファイルを確認する ����������������������������������301
　�色の管理で微妙な色合いを変更する ������������������301
　�ウィンドウのデザインを変更する �����������������������������079
　�ウィンドウの表示色を変更する �������������������������������079
　�画面の文字サイズを大きくする ������������������������������077
　�画面解像度を変更する �������������������������������������������076
　�コントロールパネルからモニタの表示を変更 �������297
　�マルチモニタの表示方式を変更する �������������������296
　�メインモニタを切り替える �����������������������������������������297
　�モニタの番号を確認する �����������������������������������������296
　�モニタを複数台接続してマルチモニタにする �����296
　�リフレッシュレートを変更する �����������������������������������077

｢カレンダー｣アプリ
　�カレンダーの表示を変更する ����������������������������������246
　�カレンダーの表示形式を変更する ������������������������248
　�カレンダーを起動する �����������������������������������������������246
　�作成した予定にほかのユーザーを招待する��������248
　�終了した予定を削除する �����������������������������������������247
　�複数のカレンダーを色を変えて表示する �������������247
　�予定にアラームを設定する �������������������������������������247
　�予定の繰り返しを設定する �������������������������������������247
　�予定の詳細を確認する��������������������������������������������246
　�予定を登録する ���������������������������������������������������������246

キーボード設定
　�｢CapsLock｣キーを｢Shift｣キーで代用する �������286
　�キーボードでマウスを操作 ����������������������������������������287
　�固定キーを有効にする ���������������������������������������������287
　�入力言語の変更キーを変える ��������������������������������286
　�連続したキー入力を無効にする �����������������������������287

起動と終了
　�Windows10をスリープ状態にする ����������������������021
　�Windows10を起動する �����������������������������������������020
　�Windows10を休止状態にする ����������������������������023
　�Windows10を再起動する �������������������������������������021
　�休止状態を追加する ������������������������������������������������022
　�ショートカットキーを使ってシャットダウンする ��������022
　�操作メニューからシャットダウンや再起動を行なう���021
　�パソコンの電源を完全に落とす �����������������������������021

共有
　�共有フォルダーの使用状況を確認する ���������������089
　�共有の暗号化を変える ��������������������������������������������181
　�共有の詳細設定画面を開く �����������������������������������180
　�光学ドライブをネットワークで共有する ������������������182
　�任意のフォルダーを共有する ����������������������������������181
　�任意のフォルダーの共有を解除する ��������������������181
　�ネットワークコンピューターのショートカットを作成する ������183
　�ネットワーク探索を有効にする ��������������������������������180
　�パスワード保護共有を有効にする �������������������������181
　�パブリックフォルダーの共有を有効にする �����������180
　�ファイルとプリンターの共有を有効にする������������180

き

　�ファイルやフォルダーを特定のユーザーと共有する ����062
　�ネットワーク内の利用可能な接続機種を確認 ���182

　�利用中のインターネット接続をほかのパソコンと共有する ����182

検索
　�インデックスの対象となるフォルダーを追加する �����050
　�検索に利用するインデックスを確認する ��������������049
　�検索を途中で中止する ��������������������������������������������049
　�検索条件を保存する ������������������������������������������������049
　�フィルタで検索結果を絞り込む ������������������������������048

　�複数のキーワードで検索 �����������������������������������������048

コマンドプロンプト
　�コマンドプロンプトを管理者権限で起動する ������302
　�コマンドプロンプトを起動する ���������������������������������302

コントロールパネル
　�コントロールパネルを｢小さいアイコン｣表示にする �����286
　�コントロールパネルを｢大きいアイコン｣表示にする ����286

サービス
　�エラーを起こしたサービスを自動的に再起動する �������109
　�各サービスの目的や動作状況を確認する ����������108
　�サービスを再起動する ����������������������������������������������109
　�サービスを手動で開始する��������������������������������������108
　�サービスを停止する前に依存関係を確認する ���109
　�すべてのサービスを同時に停止する ��������������������110
　�動作中のサービスをすばやく確認する �����������������110
　�パソコン起動時のサービスの動作を設定する ���110
　�不要なサービスを停止する ��������������������������������������109

サウンド
　�音の明瞭化を設定する��������������������������������������������289
　�サウンド／オーディオのチャンネルを切り替える ������288
　�サウンド／オーディオの出力デバイスを変更する��������288
　�サウンドの出力レベルを調整する ��������������������������288
　�システム音の代わりにテキストや画像を表示させる ���290
　�システム音をオリジナルのものに変更する ����������290
　�システム音を変更する ����������������������������������������������290
　�スピーカーの音質を調整する����������������������������������289
　�スピーカーの音量を設定する����������������������������������289
　�スピーカーをミュート（消音）する������������������������������288
　�スピーカー音量の左右のバランスを変える ���������289
　�パソコンでの通話時にそのほかの音をミュートにする �����291

システム
　�CPUのリソース割り当てを変更する ���������������������084
　�Microsoft製品の更新プログラムをインストールする ������099
　�OSが32bit版か64bit版かを調べる ��������������������301
　�Windows10を更新前の状態に戻す ������������������302
　�アプリのバックグラウンド実行を設定する ������������306
　�イベントビューアーでエラーの発生頻度をチェックする ����097
　�イベントビューアーの詳細ログを確認する �����������097
　�仮想メモリの容量を変更する ���������������������������������085
　�壊れたプログラムを修復する ����������������������������������299
　�管理ツールを呼び出す���������������������������������������������094
　�任意のアプリをすべてのユーザーで
　�｢管理者権限で実行｣にする ����������������������������������300

け
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　�更新プログラムの確認とインストールを設定する �������086
　�｢コンピューターの管理｣の機能を整理する ��������099
　�｢コンピューターの管理｣の表示設定をする ��������097
　�コンピューター名やワークグループ名を変更する ���089
　�システム画面でコンピューターの基本情報を確認する ���082
　�システム情報画面でエディションを確認する ������094
　�自動再生の挙動を変更する �����������������������������������300
　�信頼性モニターでエラーの詳細を調べる ������������099
　�信頼性モニターでパソコンの安定性を調べる ���098
　�データ実行防止機能を管理する ���������������������������095
　�ドライブごとのアクセス権限を設定する ����������������088
　�ハードディスクの使用状況を確認する �����������������089
　�パフォーマンスモニターの表示を変更する ����������098
　�パフォーマンスモニターの表示内容を設定する �����098
　�パフォーマンスモニターを開く ���������������������������������098
　�プログラムをアンインストールする ��������������������������299
　�他のエディションに更新する �����������������������������������095
　�任意のアプリを常に管理者権限で実行する �����300
　�表示パフォーマンスを向上させる ���������������������������094
　�メモリの動作を確認する ������������������������������������������099
　�ユーザーごとのディスク使用量を制限する ����������089

ショートカット
　�キーボード操作でキャプチャする ����������������������������277
　�ショートカット一覧 ������������������������������������� 308,309,310,311

数式入力パネル
　�作成した数式をWordに挿入する��������������������������277
　�数式入力パネルで数式を作成する�����������������������277

スクリーンキーボード
　�スクリーンキーボードで文字を入力する ����������������071

スクリーンセーバー
　�スクリーンセーバーに時刻を表示する ������������������303
　�スクリーンセーバーに任意のテキストを表示する ����304
　�スクリーンセーバーを有効にする����������������������������079
　�スクリーンセーバー解除時にパスワードを要求する ����304

｢スタート｣メニュー
　�アプリケーションのタイルを削除する ��������������������025
　�アプリケーションやファイルを検索する �����������������023
　�アプリケーションを起動する ������������������������������������023
　�一覧からアプリケーションを起動する��������������������023
　�グループ名を変更する ����������������������������������������������024
　�｢スタート｣メニューに｢ドキュメント｣などを表示する ������027
　�｢スタート｣メニューにアプリケーションのタイルを追加する ���025
　�｢スタート｣メニューの大きさを変更する �����������������027
　�｢スタート｣メニューを全画面で表示する ���������������027
　�｢スタート｣メニューを表示する ���������������������������������020
　�操作メニューを表示する ������������������������������������������020
　�タイルのサイズを変更する ���������������������������������������025
　�タイルをグループごとに入れ替える ������������������������024
　�タイルを並び替える ���������������������������������������������������024
　�｢よく使うアプリ｣を非表示にする ���������������������������026
　�ライブタイルをオフにする �����������������������������������������026
　�ライブタイルをオンにする �����������������������������������������026

ステップ記録ツール
　�操作手順のステップを記録する ����������������������������278

｢ストア｣アプリ
　�Windowsストアアプリをアンインストールする ����235
　�Windowsストアアプリをインストールする ������������234

す

　�｢ストア｣アプリを起動する ���������������������������������������234

｢スポーツ｣アプリ
　�お気に入りのチームの情報を見る ������������������������250
　�お気に入りのチームを登録する �����������������������������250
　�スポーツの情報を見る ����������������������������������������������250

スマ−トフォン・タブレット連携
　�Androidスマ−トフォンやタブレットとファイルをやりとりする ��260
　�iPhoneやiPadで撮影した写真をコピーする ������259
　�iPhoneやiPadで撮影した写真をまとめてコピーする ������259

　�iPhoneやiPadにファイルを転送する �������������������259
　�｢モバイルコンパニオン｣でスマ−トフォンとの同期を設定する ��258

タスク
　�ウィザードで基本タスクを作成する ������������������������106
　�実行中のタスクを強制終了する ����������������������������107
　�実行中のタスクを表示する �������������������������������������105
　�タスクスケジューラで自動実行タスクを作る ��������105
　�タスクの重複を防ぐ ���������������������������������������������������105
　�タスクの詳細を確認する ������������������������������������������106
　�タスクをインポートする ����������������������������������������������108
　�タスクをエクスポートする ������������������������������������������108
　�タスクを強制的に実行する �������������������������������������107
　�日時を指定してタスクを実行する ���������������������������107
　�不要なタスクを無効化･削除する ��������������������������106

タスクバー／タスクトレイ
　�アプリケーションをタスクバーに追加する ������������039
　�インターネットから時刻を調整する �������������������������044
　�エクスプローラーを開く ���������������������������������������������039
　�海外の時刻を表示する��������������������������������������������044
　�タスクトレイでパソコンの音量を調整する ������������042
　�タスクトレイの時計を非表示にする �����������������������043
　�タスクバーにアドレスを追加する ����������������������������040
　�タスクバーにタッチキーボード入力を追加する ����040
　�タスクバーにデスクトップを追加する ���������������������039
　�タスクバーにフォルダーを追加する������������������������040
　�タスクバーにリンクを追加する ��������������������������������039
　�タスクバーのボタン表示を変更する ����������������������041
　�タスクバーの表示位置を変更する ������������������������038
　�タスクバーの幅を変更する ��������������������������������������041
　�タスクバーを自動的に隠す ��������������������������������������038
　�デスクトッププレビューを無効にする ���������������������038
　�日付と時刻を設定する ���������������������������������������������043
　�日時の表示形式を変更する �����������������������������������044
　�ライブタスクバーでウィンドウを開く ������������������������037
　�ワンクリックでデスクトップを表示する �������������������042

タスクビュー／仮想デスクトップ
　�新しいデスクトップを作成する���������������������������������035
　�作成したデスクトップを削除する ����������������������������035
　�タスクビューを表示する ��������������������������������������������035
　�デスクトップを切り替える ������������������������������������������035

タスクマネージャー
　�アプリケーションの強制終了 ����������������������������������085
　�アプリケーションの使用履歴を確認する �������������086
　�個別のプロセスを強制終了する ����������������������������084
　�タスクマネージャーでコンピューターの動きを確認 ��083
　�動作中のプロセスを確認する ��������������������������������084
　�パソコンへの負荷を確認する ���������������������������������085
　�プロセスごとの詳細情報を確認 ����������������������������084
　�プロセスの処理優先度を設定する �����������������������085

た

　�リソースモニターで動作状況を詳細に確認する ����086

タッチキーボード
　�絵文字を入力する �����������������������������������������������������073
　�数字や記号を入力する ��������������������������������������������072
　�タッチキーボードで文字を入力する ������������������������072
　�タッチキーボードを移動する �������������������������������������074
　�タッチキーボードを隠す ���������������������������������������������073
　�タッチキーボードを拡大表示する ���������������������������073
　�タッチキーボードを再表示する ��������������������������������073
　�手書きで入力する �����������������������������������������������������074
　�日本語⇔英語入力を切り替える����������������������������072
　�両手モードに切り替える �������������������������������������������074
　�両手モードのキーのサイズを変更する ������������������074

タブレットモード
　�タブレットモードを活用する���������������������������������������036

ディスクの管理
　�｢コンピュータの管理｣画面でディスクを管理する �������100
　�ダイナミック／GPTディスクを利用する ����������������102
　�ディスクのドライブレターを変更する ����������������������102
　�｢ディスク管理｣画面を見やすくする ����������������������100
　�データを分散して書き込みする ������������������������������102
　�パーティションのサイズを変更 ��������������������������������101
　�パーティションを削除する ����������������������������������������100
　�ハードディスクの断片化を解消する ����������������������104
　�ハードディスクを分割する ����������������������������������������101
　�ボリュームをフォーマットする ������������������������������������100
　�リムーバブルディスクで起こるエラーを確認修復 ��������103
　�リムーバブルディスクの使用状況を確認 �������������103
　�リムーバブルディスクをフォーマットする ����������������104

デスクトップ
　�テーマをインターネットから追加する�����������������������305
　�デスクトップに表示する項目を変更する ���������������080
　�デスクトップの項目のサイズを自由に変更する ���080
　�デスクトップの項目のサイズを選択する ���������������077
　�デスクトップの背景にスライドショーを表示する ������305
　�デスクトップの背景を変更する �������������������������������305
　�デスクトップの壁紙を変更する �������������������������������304
　�デスクトップ上のアイコンサイズを変更する ��������078
　�デスクトップ上のアイコンを自動で整列させる ����078
　�デスクトップ上のアイコンを非表示にする �����������078
　�デスクトップ上のアイコンを並べ替える ����������������078

デバイスの追加・管理
　�新しいデバイスのインストール設定を変更する ���083
　�機器ごとの詳細情報を確認する ���������������������������095
　�使用していないデバイスを無効化する �����������������302
　�デバイスドライバを更新する ������������������������������������082
　�デバイスドライバを更新前に戻す ��������������������������083
　�デバイスのエラーを確認する ����������������������������������103
　�ハードウェアリソースで動作状況を確認する ������083

｢天気｣アプリ
　�過去の気象データをチェックする ���������������������������254
　�気象ニュースをチェックする �������������������������������������254
　�天気予報をチェック ���������������������������������������������������253
　�トップ画面で表示される地域を変更する ��������������253

｢電卓｣アプリ
　�関数電卓で指数計算などを行なう ������������������������261
　�計算の履歴を確認する��������������������������������������������261
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インターネットセキュリティ
　�Cookieの許可／ブロックを手動で設定する ������192
　�インターネットアクセスのセキュリティレベルを調整 ����191
　�｢制限付きサイト｣に登録してアクセス時に安全度を高める �192
　�接続先を｢信頼済みサイト｣に登録する ���������������192
　�特定サイトのCookieを許可、またはブロックする ����192

ウィンドウの操作
　�ウィンドウの大きさを自由に変更する ���������������������037
　�ウィンドウを画面に合わせてリサイズする �������������037
　�ウィンドウを重ねて表示する ������������������������������������042
　�ウィンドウを並べて表示する ������������������������������������042
　�実行したときのウィンドウの大きさを変更する ������053
　�ほかのウィンドウを最小化する ��������������������������������037

｢映画＆テレビ｣アプリ
　�Windows�10で動画を再生する ���������������������������194
　�｢映画＆テレビ｣アプリで動画を購入／レンタルする �������194
　�カメラやスマホから写真や動画を取り込む ����������194
　�字幕をカスタマイズする �������������������������������������������306

エクスプローラー
　�エクスプローラーのレイアウトを変更する �������������059
　�｢クイックアクセス｣にフォルダーを追加する ��������064
　�グループ化を止める ��������������������������������������������������062
　�チェックボックスを使ってファイルを選択 ��������������055
　�開きたいフォルダーへすばやく移動する ���������������064
　�ファイルの詳細な情報をエクスプローラー上で見る ���051
　�ファイルやフォルダーをグループ化して表示する ����062
　�フォルダーの階層を開く �������������������������������������������060
　�フォルダー内のアイコンの表示サイズを変更する ��060
　�フォルダー内のファイルやフォルダーを並べ替える �����060
　�プレビューペインでファイルの中身を確認する ���050
　�並び替えの条件の表示順を入れ替える��������������061
　�並べ替えの条件を追加する������������������������������������061
　�並べ替えの条件を非表示にする ���������������������������061
　�リボンの最小化を止める ������������������������������������������059
　�リボンを最小化する ���������������������������������������������������059
　�利用できるハードディスクや
　リムーバブルディスクを確認する ����������������������������103

音声操作
　�音声でパソコンを操作する��������������������������������������294
　�音声認識のトレーニングを実行する ����������������������294

　�操作行為を音声で確認する �����������������������������������298

回復/復元
　�OSをWindows8.1もしくは7に戻す ���������������������082
　�回復ドライブからコンピューター全体を復元する ����092
　�回復ドライブを作成する �������������������������������������������092
　�個人ファイルを保持したままPCを初期状態に戻す ���081
　�システム修復ディスクを作成する���������������������������093
　�すべてのデータを削除してPCを初期状態に戻す ������081
　�バックアップからシステムを復元する���������������������091
　�復元ポイントを管理する �������������������������������������������093
　�復元ポイントを作成する �������������������������������������������093
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　�復元ポイントを無効にする ���������������������������������������094

拡大鏡
　�拡大鏡で画面の一部を大きく表示する ���������������298

　�拡大鏡をカスタマイズする ���������������������������������������298

画面表示
　�ClearTypeを調整して
　�テキストをさらに読みやすくする�������������������������������080
　�アプリ起動時に画面の解像度を変更する ���������291
　�色のプロファイルを確認する ����������������������������������301
　�色の管理で微妙な色合いを変更する ������������������301
　�ウィンドウのデザインを変更する �����������������������������079
　�ウィンドウの表示色を変更する �������������������������������079
　�画面の文字サイズを大きくする ������������������������������077
　�画面解像度を変更する �������������������������������������������076
　�コントロールパネルからモニタの表示を変更 �������297
　�マルチモニタの表示方式を変更する �������������������296
　�メインモニタを切り替える �����������������������������������������297
　�モニタの番号を確認する �����������������������������������������296
　�モニタを複数台接続してマルチモニタにする �����296
　�リフレッシュレートを変更する �����������������������������������077

｢カレンダー｣アプリ
　�カレンダーの表示を変更する ����������������������������������246
　�カレンダーの表示形式を変更する ������������������������248
　�カレンダーを起動する �����������������������������������������������246
　�作成した予定にほかのユーザーを招待する��������248
　�終了した予定を削除する �����������������������������������������247
　�複数のカレンダーを色を変えて表示する �������������247
　�予定にアラームを設定する �������������������������������������247
　�予定の繰り返しを設定する �������������������������������������247
　�予定の詳細を確認する��������������������������������������������246
　�予定を登録する ���������������������������������������������������������246

キーボード設定
　�｢CapsLock｣キーを｢Shift｣キーで代用する �������286
　�キーボードでマウスを操作 ����������������������������������������287
　�固定キーを有効にする ���������������������������������������������287
　�入力言語の変更キーを変える ��������������������������������286
　�連続したキー入力を無効にする �����������������������������287

起動と終了
　�Windows10をスリープ状態にする ����������������������021
　�Windows10を起動する �����������������������������������������020
　�Windows10を休止状態にする ����������������������������023
　�Windows10を再起動する �������������������������������������021
　�休止状態を追加する ������������������������������������������������022
　�ショートカットキーを使ってシャットダウンする ��������022
　�操作メニューからシャットダウンや再起動を行なう���021
　�パソコンの電源を完全に落とす �����������������������������021

共有
　�共有フォルダーの使用状況を確認する ���������������089
　�共有の暗号化を変える ��������������������������������������������181
　�共有の詳細設定画面を開く �����������������������������������180
　�光学ドライブをネットワークで共有する ������������������182
　�任意のフォルダーを共有する ����������������������������������181
　�任意のフォルダーの共有を解除する ��������������������181
　�ネットワークコンピューターのショートカットを作成する ������183
　�ネットワーク探索を有効にする ��������������������������������180
　�パスワード保護共有を有効にする �������������������������181
　�パブリックフォルダーの共有を有効にする �����������180
　�ファイルとプリンターの共有を有効にする������������180

き

　�ファイルやフォルダーを特定のユーザーと共有する ����062
　�ネットワーク内の利用可能な接続機種を確認 ���182

　�利用中のインターネット接続をほかのパソコンと共有する ����182

検索
　�インデックスの対象となるフォルダーを追加する �����050
　�検索に利用するインデックスを確認する ��������������049
　�検索を途中で中止する ��������������������������������������������049
　�検索条件を保存する ������������������������������������������������049
　�フィルタで検索結果を絞り込む ������������������������������048

　�複数のキーワードで検索 �����������������������������������������048

コマンドプロンプト
　�コマンドプロンプトを管理者権限で起動する ������302
　�コマンドプロンプトを起動する ���������������������������������302

コントロールパネル
　�コントロールパネルを｢小さいアイコン｣表示にする �����286
　�コントロールパネルを｢大きいアイコン｣表示にする ����286

サービス
　�エラーを起こしたサービスを自動的に再起動する �������109
　�各サービスの目的や動作状況を確認する ����������108
　�サービスを再起動する ����������������������������������������������109
　�サービスを手動で開始する��������������������������������������108
　�サービスを停止する前に依存関係を確認する ���109
　�すべてのサービスを同時に停止する ��������������������110
　�動作中のサービスをすばやく確認する �����������������110
　�パソコン起動時のサービスの動作を設定する ���110
　�不要なサービスを停止する ��������������������������������������109

サウンド
　�音の明瞭化を設定する��������������������������������������������289
　�サウンド／オーディオのチャンネルを切り替える ������288
　�サウンド／オーディオの出力デバイスを変更する��������288
　�サウンドの出力レベルを調整する ��������������������������288
　�システム音の代わりにテキストや画像を表示させる ���290
　�システム音をオリジナルのものに変更する ����������290
　�システム音を変更する ����������������������������������������������290
　�スピーカーの音質を調整する����������������������������������289
　�スピーカーの音量を設定する����������������������������������289
　�スピーカーをミュート（消音）する������������������������������288
　�スピーカー音量の左右のバランスを変える ���������289
　�パソコンでの通話時にそのほかの音をミュートにする �����291

システム
　�CPUのリソース割り当てを変更する ���������������������084
　�Microsoft製品の更新プログラムをインストールする ������099
　�OSが32bit版か64bit版かを調べる ��������������������301
　�Windows10を更新前の状態に戻す ������������������302
　�アプリのバックグラウンド実行を設定する ������������306
　�イベントビューアーでエラーの発生頻度をチェックする ����097
　�イベントビューアーの詳細ログを確認する �����������097
　�仮想メモリの容量を変更する ���������������������������������085
　�壊れたプログラムを修復する ����������������������������������299
　�管理ツールを呼び出す���������������������������������������������094
　�任意のアプリをすべてのユーザーで
　�｢管理者権限で実行｣にする ����������������������������������300
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　�更新プログラムの確認とインストールを設定する �������086
　�｢コンピューターの管理｣の機能を整理する ��������099
　�｢コンピューターの管理｣の表示設定をする ��������097
　�コンピューター名やワークグループ名を変更する ���089
　�システム画面でコンピューターの基本情報を確認する ���082
　�システム情報画面でエディションを確認する ������094
　�自動再生の挙動を変更する �����������������������������������300
　�信頼性モニターでエラーの詳細を調べる ������������099
　�信頼性モニターでパソコンの安定性を調べる ���098
　�データ実行防止機能を管理する ���������������������������095
　�ドライブごとのアクセス権限を設定する ����������������088
　�ハードディスクの使用状況を確認する �����������������089
　�パフォーマンスモニターの表示を変更する ����������098
　�パフォーマンスモニターの表示内容を設定する �����098
　�パフォーマンスモニターを開く ���������������������������������098
　�プログラムをアンインストールする ��������������������������299
　�他のエディションに更新する �����������������������������������095
　�任意のアプリを常に管理者権限で実行する �����300
　�表示パフォーマンスを向上させる ���������������������������094
　�メモリの動作を確認する ������������������������������������������099
　�ユーザーごとのディスク使用量を制限する ����������089

ショートカット
　�キーボード操作でキャプチャする ����������������������������277
　�ショートカット一覧 ������������������������������������� 308,309,310,311

数式入力パネル
　�作成した数式をWordに挿入する��������������������������277
　�数式入力パネルで数式を作成する�����������������������277

スクリーンキーボード
　�スクリーンキーボードで文字を入力する ����������������071

スクリーンセーバー
　�スクリーンセーバーに時刻を表示する ������������������303
　�スクリーンセーバーに任意のテキストを表示する ����304
　�スクリーンセーバーを有効にする����������������������������079
　�スクリーンセーバー解除時にパスワードを要求する ����304

｢スタート｣メニュー
　�アプリケーションのタイルを削除する ��������������������025
　�アプリケーションやファイルを検索する �����������������023
　�アプリケーションを起動する ������������������������������������023
　�一覧からアプリケーションを起動する��������������������023
　�グループ名を変更する ����������������������������������������������024
　�｢スタート｣メニューに｢ドキュメント｣などを表示する ������027
　�｢スタート｣メニューにアプリケーションのタイルを追加する ���025
　�｢スタート｣メニューの大きさを変更する �����������������027
　�｢スタート｣メニューを全画面で表示する ���������������027
　�｢スタート｣メニューを表示する ���������������������������������020
　�操作メニューを表示する ������������������������������������������020
　�タイルのサイズを変更する ���������������������������������������025
　�タイルをグループごとに入れ替える ������������������������024
　�タイルを並び替える ���������������������������������������������������024
　�｢よく使うアプリ｣を非表示にする ���������������������������026
　�ライブタイルをオフにする �����������������������������������������026
　�ライブタイルをオンにする �����������������������������������������026

ステップ記録ツール
　�操作手順のステップを記録する ����������������������������278

｢ストア｣アプリ
　�Windowsストアアプリをアンインストールする ����235
　�Windowsストアアプリをインストールする ������������234

す

　�｢ストア｣アプリを起動する ���������������������������������������234

｢スポーツ｣アプリ
　�お気に入りのチームの情報を見る ������������������������250
　�お気に入りのチームを登録する �����������������������������250
　�スポーツの情報を見る ����������������������������������������������250

スマ−トフォン・タブレット連携
　�Androidスマ−トフォンやタブレットとファイルをやりとりする ��260
　�iPhoneやiPadで撮影した写真をコピーする ������259
　�iPhoneやiPadで撮影した写真をまとめてコピーする ������259

　�iPhoneやiPadにファイルを転送する �������������������259
　�｢モバイルコンパニオン｣でスマ−トフォンとの同期を設定する ��258

タスク
　�ウィザードで基本タスクを作成する ������������������������106
　�実行中のタスクを強制終了する ����������������������������107
　�実行中のタスクを表示する �������������������������������������105
　�タスクスケジューラで自動実行タスクを作る ��������105
　�タスクの重複を防ぐ ���������������������������������������������������105
　�タスクの詳細を確認する ������������������������������������������106
　�タスクをインポートする ����������������������������������������������108
　�タスクをエクスポートする ������������������������������������������108
　�タスクを強制的に実行する �������������������������������������107
　�日時を指定してタスクを実行する ���������������������������107
　�不要なタスクを無効化･削除する ��������������������������106

タスクバー／タスクトレイ
　�アプリケーションをタスクバーに追加する ������������039
　�インターネットから時刻を調整する �������������������������044
　�エクスプローラーを開く ���������������������������������������������039
　�海外の時刻を表示する��������������������������������������������044
　�タスクトレイでパソコンの音量を調整する ������������042
　�タスクトレイの時計を非表示にする �����������������������043
　�タスクバーにアドレスを追加する ����������������������������040
　�タスクバーにタッチキーボード入力を追加する ����040
　�タスクバーにデスクトップを追加する ���������������������039
　�タスクバーにフォルダーを追加する������������������������040
　�タスクバーにリンクを追加する ��������������������������������039
　�タスクバーのボタン表示を変更する ����������������������041
　�タスクバーの表示位置を変更する ������������������������038
　�タスクバーの幅を変更する ��������������������������������������041
　�タスクバーを自動的に隠す ��������������������������������������038
　�デスクトッププレビューを無効にする ���������������������038
　�日付と時刻を設定する ���������������������������������������������043
　�日時の表示形式を変更する �����������������������������������044
　�ライブタスクバーでウィンドウを開く ������������������������037
　�ワンクリックでデスクトップを表示する �������������������042

タスクビュー／仮想デスクトップ
　�新しいデスクトップを作成する���������������������������������035
　�作成したデスクトップを削除する ����������������������������035
　�タスクビューを表示する ��������������������������������������������035
　�デスクトップを切り替える ������������������������������������������035

タスクマネージャー
　�アプリケーションの強制終了 ����������������������������������085
　�アプリケーションの使用履歴を確認する �������������086
　�個別のプロセスを強制終了する ����������������������������084
　�タスクマネージャーでコンピューターの動きを確認 ��083
　�動作中のプロセスを確認する ��������������������������������084
　�パソコンへの負荷を確認する ���������������������������������085
　�プロセスごとの詳細情報を確認 ����������������������������084
　�プロセスの処理優先度を設定する �����������������������085

た

　�リソースモニターで動作状況を詳細に確認する ����086

タッチキーボード
　�絵文字を入力する �����������������������������������������������������073
　�数字や記号を入力する ��������������������������������������������072
　�タッチキーボードで文字を入力する ������������������������072
　�タッチキーボードを移動する �������������������������������������074
　�タッチキーボードを隠す ���������������������������������������������073
　�タッチキーボードを拡大表示する ���������������������������073
　�タッチキーボードを再表示する ��������������������������������073
　�手書きで入力する �����������������������������������������������������074
　�日本語⇔英語入力を切り替える����������������������������072
　�両手モードに切り替える �������������������������������������������074
　�両手モードのキーのサイズを変更する ������������������074

タブレットモード
　�タブレットモードを活用する���������������������������������������036

ディスクの管理
　�｢コンピュータの管理｣画面でディスクを管理する �������100
　�ダイナミック／GPTディスクを利用する ����������������102
　�ディスクのドライブレターを変更する ����������������������102
　�｢ディスク管理｣画面を見やすくする ����������������������100
　�データを分散して書き込みする ������������������������������102
　�パーティションのサイズを変更 ��������������������������������101
　�パーティションを削除する ����������������������������������������100
　�ハードディスクの断片化を解消する ����������������������104
　�ハードディスクを分割する ����������������������������������������101
　�ボリュームをフォーマットする ������������������������������������100
　�リムーバブルディスクで起こるエラーを確認修復 ��������103
　�リムーバブルディスクの使用状況を確認 �������������103
　�リムーバブルディスクをフォーマットする ����������������104

デスクトップ
　�テーマをインターネットから追加する�����������������������305
　�デスクトップに表示する項目を変更する ���������������080
　�デスクトップの項目のサイズを自由に変更する ���080
　�デスクトップの項目のサイズを選択する ���������������077
　�デスクトップの背景にスライドショーを表示する ������305
　�デスクトップの背景を変更する �������������������������������305
　�デスクトップの壁紙を変更する �������������������������������304
　�デスクトップ上のアイコンサイズを変更する ��������078
　�デスクトップ上のアイコンを自動で整列させる ����078
　�デスクトップ上のアイコンを非表示にする �����������078
　�デスクトップ上のアイコンを並べ替える ����������������078

デバイスの追加・管理
　�新しいデバイスのインストール設定を変更する ���083
　�機器ごとの詳細情報を確認する ���������������������������095
　�使用していないデバイスを無効化する �����������������302
　�デバイスドライバを更新する ������������������������������������082
　�デバイスドライバを更新前に戻す ��������������������������083
　�デバイスのエラーを確認する ����������������������������������103
　�ハードウェアリソースで動作状況を確認する ������083

｢天気｣アプリ
　�過去の気象データをチェックする ���������������������������254
　�気象ニュースをチェックする �������������������������������������254
　�天気予報をチェック ���������������������������������������������������253
　�トップ画面で表示される地域を変更する ��������������253

｢電卓｣アプリ
　�関数電卓で指数計算などを行なう ������������������������261
　�計算の履歴を確認する��������������������������������������������261
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　�計算の履歴を削除する��������������������������������������������262
　�計算結果を貼り付ける ���������������������������������������������262
　�単位の変換をする �����������������������������������������������������261
　�パソコンの電卓を使う�����������������������������������������������260
　�｢プログラマー｣モードを使用する ���������������������������261

電源管理
　�自動的にモニターの電源が切れるように設定する �����292
　�電源を省電力化する ������������������������������������������������291
　�パソコン本体の電源ボタンの動作を設定する ���292

トラブルシューティング
　�解決済みの問題レポートと解決策を消去する ���096
　�トラブルシューティングの確認メッセージを無効化する ����096
　�トラブルの詳細と解決策を調べる �������������������������096

｢ニュース｣アプリ
　�気になるカテゴリをマイニュースに追加する ��������249
　�ニュースをチェックする ����������������������������������������������248
　�ニュースを検索する ���������������������������������������������������249
　�任意のキーワードをマイニュースに追加する �������249
　�不要なカテゴリをマイニュースから削除する ��������249

ネットワーク設定
　�Bluetoothでテザリングする ������������������������������������174
　�TCP/IPv4の詳細を表示する �������������������������������169
　�TCP/IPv6の詳細を表示する �������������������������������169
　�インターネット接続の問題点を診断する ��������������112
　�概算データ使用量を表示する �������������������������������173
　�環境に合わせてインターネットの接続設定を行なう ����112
　�異なるネットワークをブリッジ接続して利用する ���168
　�接続先を変更する�����������������������������������������������������171
　�接続中のワイヤレスネットワークを切断する ��������171
　�設定済みのワイヤレスネットワークに接続する ���170
　�ダイヤルアップで接続する���������������������������������������174
　�ダイヤルアップ接続の設定を確認する ����������������175
　�ダイヤルアップ接続の設定を削除する ����������������175
　�ダイヤルアップ接続の設定を編集する ����������������175
　�使わないサービスやプロトコルを削除する �����������168
　�データ使用状況の詳細を確認する ����������������������173
　�ネットワークアダプターのエラーをトラブルシューティングで解決 �169
　�ネットワークアダプターの物理アドレスを表示する �165
　�ネットワークアダプターを｢状態｣から無効にする ����167
　�ネットワークアダプターを無効にする ���������������������167
　�ネットワークアダプターを有効にする ���������������������167
　�ネットワークエラーをトラブルシューティングで解決 ������169
　�ネットワークエラーを診断して接続を修復する ����167
　�ネットワーククライアントを新規インストールする��164
　�ネットワークサービスを新規インストールする��������164
　�ネットワークの接続時間を確認する ����������������������173
　�ネットワークの動作状況を表示する ����������������������165
　�ネットワークプロトコルを新規でインストールする �����165
　�ネットワーク接続の名称を変更する ����������������������166
　�ネットワーク名とネットワークの場所を確認する ��165
　�パソコンをネットワークやインターネットに接続する ������112
　�不要なワイヤレスネットワークを削除する �������������172
　�無線LANで使用している暗号の種類を確認する ������172
　�無線LANの簡易設定機能を利用する ����������������170
　�無線LANの接続情報を確認する �������������������������172
　�無線LANの接続設定を手動で行なう �����������������171
　�無線LAN接続に接続する ��������������������������������������170
　�利用中のネットワーク接続状況を表示する ��������166
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　�ワイヤレスネットワークに通信料金体系を記録する ����173

ネットワークドライブ
　�HDDドライブ自体をネットワークで共有する ��������184
　�ネットワークドライブにアクセス ��������������������������������183
　�ネットワークドライブを解除する �������������������������������183
　�ネットワークドライブを手動で設定する ������������������184
　�共有フォルダーをネットワークドライブ化する �������183

ファイアウォール
　�許可したプログラムをファイアウォールから削除 �����190
　�使用するポート番号を設定する �����������������������������191
　�ファイアウォールで特定のプログラムを許可する ��������189
　�ファイアウォールで保護するネットワークを選ぶ ��189
　�ファイアウォールで利用可能なポートを追加する ��������191
　�ファイアウォールの状態を確認する ����������������������189
　�ファイアウォールの設定を初期状態に戻す ��������190
　�ファイアウォールを通るプログラムを追加する �����190
　�ファイアウォール機能を無効にする�����������������������189

ファイル／フォルダー
　�ZIP／LZH形式以外の圧縮ファイルを解凍する �������047
　�新しいフォルダーを作成する �����������������������������������058
　�圧縮ファイル（ZIP／LZH形式）を解凍する��������047
　�拡張子を表示させる設定に変更する �������������������063
　�管理者だけが起動できるプログラムを作成する �����055
　�関連付けされたプログラムと別のプログラムでファイルを開く ����053
　�関連付けされたプログラムを変更する ������������������053
　�ごみ箱に入れたファイルやフォルダーを元に戻す ��057
　�ごみ箱のファイル上限を変更する �������������������������057
　�ごみ箱内のファイルやフォルダーを削除する ������046
　�ショートカットのツールチップを設定する ����������������052
　�ショートカット元を探す �����������������������������������������������052
　�｢スタート｣メニューにフォルダーのショートカットを追加する ���058
　�すべてのファイルとフォルダーを表示させる ���������063
　�デスクトップにショートカットを作成する �����������������052
　�ドラッグ&ドロップでファイルやフォルダーをコピーする �����046
　�ドラッグ&ドロップでファイルやフォルダーを移動する �������046
　�ドラッグ&ドロップでファイルやフォルダーを削除する �������046
　�ファイルに記録された個人情報を削除 ����������������057
　�ファイルやフォルダーにアクセス権を設定する ���054
　�ファイルやフォルダーの詳細な情報を見る ����������050
　�ファイルやフォルダーの名前を変更する ��������������058
　�ファイルやフォルダーをドキュメントフォルダーにコピーする ���047
　�ファイルやフォルダーを暗号化する �����������������������054
　�ファイルやフォルダーを完全に削除する ��������������056
　�ファイルをCD／DVDに書き込む ��������������������������051
　�ファイルをZIP形式で圧縮する �������������������������������047
　�ファイルを以前の状態に戻す ���������������������������������055
　�ファイルを開かないで直接印刷する ���������������������051
　�ファイルを検索する ���������������������������������������������������048
　�ファイルを直接メールで送信する ���������������������������051
　�ファイルを読み取り専用にする ������������������������������054
　�ファイル削除時のメッセージを非表示にする ������057
　�ファイル名に連番を付けて整理する ���������������������056
　�フォルダーアイコンを変更する ��������������������������������064
　�フォルダーの開き方やクリックの方法を変更する �������063
　�フォルダー内のファイルやフォルダーの表示スタイルを変更する ������059
　�プログラムやフォルダーのショートカットを作成する �����052
　�｢プロパティ｣でタグを追加する �������������������������������053
　�右クリックでファイルやフォルダーを削除する������056

ファイル名を指定して実行
　�コマンド一覧 ��������������������������������������������������������312,313

ふ

　�｢ファイル名を指定して実行｣を活用する �������������303

ファイル履歴
　�｢システム�イメージ�バックアップ｣でバックアップを作成する ������091
　�｢ファイル履歴｣でバックアップを作成する �����������090
　�｢ファイル履歴｣のバックアップから復元する ������090

フォトギャラリー
　�CDやDVDメディアに写真を書き込む �����������������228
　�Facebookに写真をアップロードする �������������������229
　�OneDriveに写真をアップロードする ��������������������229
　�明るさやコントラストなどを手動で微調整する �����224
　�｢オートコラージュ｣機能で複数の写真を1枚にまとめる ��227
　�顔を検出して｢人物タグ｣を追加する ���������������������222
　�カラー写真をモノクロ写真に変換する �����������������225
　�キーワードで写真を検索 ������������������������������������������222
　�クイック検索で写真を検索する ������������������������������222
　�撮影に失敗した写真を自動修整 ��������������������������224
　�写真から必要な部分を切り抜く �����������������������������225
　�写真に｢キャプション｣を追加する ��������������������������221
　�写真に｢説明タグ｣を追加する ��������������������������������221
　�写真に｢評価｣を追加する ���������������������������������������222
　�写真に埋め込まれた情報を確認する �������������������221
　�写真の傾きを自動調整する ������������������������������������225
　�写真の詳細情報を表示する ����������������������������������223
　�写真の色合いを調整する ���������������������������������������224
　�写真の保存先を変更する ���������������������������������������226
　�写真の明るさを調整する �����������������������������������������224
　�写真をスクリーンセーバーにする����������������������������228
　�写真をスライドショーで表示 ������������������������������������223
　�写真をプリンターで印刷する �����������������������������������227
　�写真をメールで送信する ������������������������������������������227
　�写真を左右に90度回転する ���������������������������������223
　�写真を修正前の状態に戻す ����������������������������������226
　�写真上のゴミを削除する �����������������������������������������225
　�修整前の写真を削除するように設定 �������������������226
　�スライドショーをYouTubeなどに投稿 �������������������223
　�｢説明タグ｣で写真を並び替える ����������������������������221
　�デジカメから写真を読み込む �����������������������������������226
　�ナビゲーションウィンドウに撮影日やタグを表示������220
　�ナビゲーションウィンドウを表示する ����������������������220
　�｢ピクチャ｣ライブラリにフォルダーを追加する �����220
　�フォトギャラリーをインストールする ��������������������������220
　�複数の写真からスライドショー動画を作成 ����������228
　�複数の写真からパノラマ写真を作成する �����������227
　�プラグイン機能を追加する ��������������������������������������228

｢フォト｣アプリ
　�写真の色を補正する ������������������������������������������������218
　�写真の必要な部分だけトリミングする �������������������219
　�写真をロック画面に表示する ���������������������������������219
　�写真を背景に表示する ��������������������������������������������219
　�写真を編集する ���������������������������������������������������������219
　�全画面表示のスライドショーを開始 ����������������������218
　�｢ピクチャ｣フォルダーの写真を閲覧する ��������������218
　�｢フォト｣アプリでデジカメの写真を取り込む ���������218

フォント
　�インストールされたフォントを削除する ��������������������298
　�インストールされているフォントを確認する ������������297
　�フォントをインストールする ����������������������������������������297

付箋
　�新しい付箋を追加する ���������������������������������������������269
　�背景色を指定する�����������������������������������������������������270
　�付箋で箇条書きを行なう �����������������������������������������270

　�付箋のテキストサイズを変更する ��������������������������270
　�付箋の書式を変更する��������������������������������������������270
　�付箋の内容をコピーする �����������������������������������������271
　�付箋を削除する ���������������������������������������������������������271
　�メモに便利な付箋を起動する ���������������������������������269

プリンター
　�自動検索されないプリンターを追加する���������������293
　�プリンターを接続する ������������������������������������������������293

ペイント
　�｢印刷プレビュー｣で仕上がりを確認 ���������������������232
　�印刷する前に｢ページ設定｣を行なう ��������������������232
　�オリジナルの色を追加する ��������������������������������������230
　�画像のサイズを変更する �����������������������������������������231
　�画像の形式を変更する��������������������������������������������231
　�写真から必要な部分を切り抜く �����������������������������231
　�写真にテキストを追加する ��������������������������������������231
　�写真を回転する ���������������������������������������������������������232
　�多彩な｢ブラシ｣を選択する �������������������������������������229
　�パソコン内の画像ファイルを開く ���������������������������230
　�標準お絵かきソフト｢ペイント｣を起動する ������������229
　�描画した図形を拡大縮小する �������������������������������230
　�マウスドラッグで図形を描く ��������������������������������������230
　�ルーラーやグリッドを表示する ���������������������������������232

｢ボイスレコーダー｣アプリ
　�｢ボイスレコーダー｣で録音をする ���������������������������256
　�録音データを再生する ���������������������������������������������257
　�録音データを削除する ���������������������������������������������257
　�録音を停止する ���������������������������������������������������������256
　�録音音量を調整する ������������������������������������������������258
　�録音データをトリミングする ��������������������������������������257
　�録音データに名前を付ける �������������������������������������257
　�録音データの保存フォルダーを開く ����������������������258

ホームグループ
　�既存のホームグループに参加する ������������������������176
　�ホームグループで接続されたパソコンのプリンターを共有 ����179
　�ホームグループで利用可能なファイルの種類を変更 �����178
　�ホームグループで利用中のパスワードを確認する ������177
　�ホームグループのトラブルを解決する �������������������178
　�ホームグループのパスワードを変更する ���������������177
　�ホームグループの参加を終了する�������������������������177
　�ホームグループユーザーとファイルをやりとりする �������179
　�ホームグループを作成する ��������������������������������������176
　�ホームグループ接続の利用設定をする ���������������179
　�メディアストリーミングの共有を有効にする ����������178

マウス
　�ダブルクリックの間隔を調整する ���������������������������294
　�ドラッグ＆ドロップをクリック操作で済ませる ����������295
　�ホイールの動きをカスタマイズする ������������������������295
　�ポインターの動きをカスタマイズする ���������������������295
　�マウスカーソルのポインターを変更 �����������������������294
　�マウスキー機能の設定を変更する ������������������������287
　�マウスポインターの位置を表示させる �������������������296
　�マウスポインターを自動的にボタンへ移動させる����088

　�マウスを左利き用に設定する ���������������������������������295
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｢マップ｣アプリ
　�周辺の施設を検索する��������������������������������������������256
　�地図に交通情報を表示する ����������������������������������255
　�地図を印刷する ���������������������������������������������������������256
　�地図を｢航空写真｣に切り替える ���������������������������255
　�地図を見る ������������������������������������������������������������������254
　�目的地までのルートを検索する�������������������������������255

｢マネー｣アプリ
　�株価指数を見る ���������������������������������������������������������252
　�金融情報をチェックする �������������������������������������������251
　�経済ニュースを見る ��������������������������������������������������252
　�住宅ローンを計算する ����������������������������������������������252
　�為替計算をする ���������������������������������������������������������252
　�銘柄をウォッチリストに登録する �����������������������������251

ムービーメーカー
　�BGMの音量バランスを設定する ��������������������������213
　�｢アニメーション｣効果を変更する ��������������������������215
　�映像にBGMを追加する ������������������������������������������213
　�映像にテロップを追加する ��������������������������������������211
　�映像のカット編集を行なう����������������������������������������210
　�映像の最後に｢クレジット｣を追加する ������������������212
　�映像の手ぶれを補正する ����������������������������������������214
　�映像の縦横比を変更する ���������������������������������������214
　�｢オートムービー｣のタイトルを編集 �������������������������215
　�｢オートムービー｣機能でスライドショーを作成 �����215
　�音楽のフェードイン／フェードアウトを設定 ����������213
　�音楽の長さに合わせたスライドショーを作成する ��������216
　�カスタム設定を作成して思いどおりの形式で出力する ���217
　�画像の順番を変更する��������������������������������������������216
　�ストーリーボードの縮小表示サイズを変更する ���214
　�タイトルの色や背景色、表示時間を変更する ����211
　�タイムスケールを調整する ���������������������������������������214
　�追加した音楽の開始／停止位置を設定 ������������213
　�登録した動画や画像を削除する ���������������������������217
　�動画にタイトルを追加する ���������������������������������������211
　�動画のつなぎ目に｢切り替え効果｣を適用する���212
　�動画や画像に｢視覚効果｣を適用する ����������������216
　�動画共有サイトに投稿する �������������������������������������217
　�｢特殊効果｣を設定する �������������������������������������������211
　�パソコンに保存した動画ファイルを読み込む �����210
　�ビデオカメラなどから動画ファイルを読み込む �����210
　�複数の｢特殊効果｣を組み合わせる ���������������������216
　�複数の動画をつなぎ合わせる ��������������������������������212
　�編集した映像を動画ファイルとして出力 ��������������217
　�｢ムービーメーカー｣をインストール ��������������������������210
　�用意された｢切り替え効果｣をすべて表示する ���212

｢メール｣アプリ
　�新規メッセージを作成する ���������������������������������������136
　�添付ファイルを保存する ������������������������������������������137
　�｢メール｣アプリを起動する ���������������������������������������136
　�メールを設定する �������������������������������������������������������136
　�メッセージにファイルを添付する �����������������������������137
　�メッセージを削除する ������������������������������������������������137
　�メッセージを受信する ������������������������������������������������136
　�メッセージを返信する ������������������������������������������������137

メモ帳
　�印刷時のヘッダーやフッターを設定する ��������������272
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　�日時を入力する ����������������������������������������������������������272
　�文字列を検索移動する �������������������������������������������272
　�文字列を置換する�����������������������������������������������������273
　�メモ帳で行番号を指定して移動する ��������������������272
　�メモ帳で文書を作成する �����������������������������������������271
　�メモ帳のフォントを変更する �������������������������������������271

ユーザーアカウント
　Microsoftアカウントでのサインインに切り替える �������034
　�PINコードを利用する ������������������������������������������������030
　�Windows10からサインアウトする �������������������������028
　�Windows10をロックする ����������������������������������������022
　�アカウントグループを確認する ��������������������������������034
　�家族のメンバーを追加する��������������������������������������031
　�スリープから復帰する際にパスワードを要求する����291
　�生体認証を利用する ������������������������������������������������306
　�同期の設定を行なう �������������������������������������������������306
　�パスワードリセットディスクの作成 ��������������������������032
　�パスワードリセットディスクを使ってパスワードをリセットする ��032
　�パスワードを変更する権限をなくす ������������������������033
　�ピクチャパスワードを入力 �����������������������������������������030
　�ユーザーアカウントの画像を変更する ������������������028
　�ユーザーアカウントの種類を変更する ������������������028
　�ユーザーアカウントパスワードを設定する �������������029
　�ユーザーアカウントパスワードを変更する �������������029
　�ユーザーアカウントを削除する ��������������������������������033
　�ユーザーアカウントを新しく追加する ���������������������031
　�ユーザーアカウントを無効にする����������������������������033
　�ユーザーアカウント名を変更する ���������������������������028
　�ユーザーを切り替える �����������������������������������������������033
　�ログオン中のユーザーを確認する ��������������������������034

リモート接続
　�接続オプションを設定する ��������������������������������������280
　�接続設定を保存する ������������������������������������������������281
　�適切な通信回線を選んでパフォーマンスを最適化する ��281
　�リモートアシスタンスを設定する ������������������������������281
　�リモート接続先の設定を変更する �������������������������280
　�リモート接続でアクセスできるように設定する �����279
　�リモート接続で接続先のパソコンを操作する �����280
　�リモート接続を開始する �������������������������������������������278
　�リモート先の画面サイズや色を変更する��������������280

ロック画面
　�ロック画面の背景を変更する ���������������������������������076

ワードパッド
　�｢下付き文字｣や｢上付き文字｣を使用する ���������275
　�印刷前にプレビューで確認する �����������������������������275
　�段落の位置を調整する��������������������������������������������275
　�日時をワードパッドに入力する ���������������������������������274
　�用紙サイズや印刷の向きを変更する �������������������274
　�リボンの表示と非表示を切り替える ����������������������273
　�ルーラーの単位を変更する �������������������������������������275
　�ワードパッドで写真入りの文書を作成する�����������274
　�ワードパッドで表やグラフ入りの文書を作成する ����274
　�ワードパッドを起動する ���������������������������������������������273

ゆ

り

ろ

わ

P314-320.indd   318-319 2015/08/28   11:53

k-moriyama@katch.ne.jp



319318

　�計算の履歴を削除する��������������������������������������������262
　�計算結果を貼り付ける ���������������������������������������������262
　�単位の変換をする �����������������������������������������������������261
　�パソコンの電卓を使う�����������������������������������������������260
　�｢プログラマー｣モードを使用する ���������������������������261

電源管理
　�自動的にモニターの電源が切れるように設定する �����292
　�電源を省電力化する ������������������������������������������������291
　�パソコン本体の電源ボタンの動作を設定する ���292

トラブルシューティング
　�解決済みの問題レポートと解決策を消去する ���096
　�トラブルシューティングの確認メッセージを無効化する ����096
　�トラブルの詳細と解決策を調べる �������������������������096

｢ニュース｣アプリ
　�気になるカテゴリをマイニュースに追加する ��������249
　�ニュースをチェックする ����������������������������������������������248
　�ニュースを検索する ���������������������������������������������������249
　�任意のキーワードをマイニュースに追加する �������249
　�不要なカテゴリをマイニュースから削除する ��������249

ネットワーク設定
　�Bluetoothでテザリングする ������������������������������������174
　�TCP/IPv4の詳細を表示する �������������������������������169
　�TCP/IPv6の詳細を表示する �������������������������������169
　�インターネット接続の問題点を診断する ��������������112
　�概算データ使用量を表示する �������������������������������173
　�環境に合わせてインターネットの接続設定を行なう ����112
　�異なるネットワークをブリッジ接続して利用する ���168
　�接続先を変更する�����������������������������������������������������171
　�接続中のワイヤレスネットワークを切断する ��������171
　�設定済みのワイヤレスネットワークに接続する ���170
　�ダイヤルアップで接続する���������������������������������������174
　�ダイヤルアップ接続の設定を確認する ����������������175
　�ダイヤルアップ接続の設定を削除する ����������������175
　�ダイヤルアップ接続の設定を編集する ����������������175
　�使わないサービスやプロトコルを削除する �����������168
　�データ使用状況の詳細を確認する ����������������������173
　�ネットワークアダプターのエラーをトラブルシューティングで解決 �169
　�ネットワークアダプターの物理アドレスを表示する �165
　�ネットワークアダプターを｢状態｣から無効にする ����167
　�ネットワークアダプターを無効にする ���������������������167
　�ネットワークアダプターを有効にする ���������������������167
　�ネットワークエラーをトラブルシューティングで解決 ������169
　�ネットワークエラーを診断して接続を修復する ����167
　�ネットワーククライアントを新規インストールする��164
　�ネットワークサービスを新規インストールする��������164
　�ネットワークの接続時間を確認する ����������������������173
　�ネットワークの動作状況を表示する ����������������������165
　�ネットワークプロトコルを新規でインストールする �����165
　�ネットワーク接続の名称を変更する ����������������������166
　�ネットワーク名とネットワークの場所を確認する ��165
　�パソコンをネットワークやインターネットに接続する ������112
　�不要なワイヤレスネットワークを削除する �������������172
　�無線LANで使用している暗号の種類を確認する ������172
　�無線LANの簡易設定機能を利用する ����������������170
　�無線LANの接続情報を確認する �������������������������172
　�無線LANの接続設定を手動で行なう �����������������171
　�無線LAN接続に接続する ��������������������������������������170
　�利用中のネットワーク接続状況を表示する ��������166

と
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　�ワイヤレスネットワークに通信料金体系を記録する ����173

ネットワークドライブ
　�HDDドライブ自体をネットワークで共有する ��������184
　�ネットワークドライブにアクセス ��������������������������������183
　�ネットワークドライブを解除する �������������������������������183
　�ネットワークドライブを手動で設定する ������������������184
　�共有フォルダーをネットワークドライブ化する �������183

ファイアウォール
　�許可したプログラムをファイアウォールから削除 �����190
　�使用するポート番号を設定する �����������������������������191
　�ファイアウォールで特定のプログラムを許可する ��������189
　�ファイアウォールで保護するネットワークを選ぶ ��189
　�ファイアウォールで利用可能なポートを追加する ��������191
　�ファイアウォールの状態を確認する ����������������������189
　�ファイアウォールの設定を初期状態に戻す ��������190
　�ファイアウォールを通るプログラムを追加する �����190
　�ファイアウォール機能を無効にする�����������������������189

ファイル／フォルダー
　�ZIP／LZH形式以外の圧縮ファイルを解凍する �������047
　�新しいフォルダーを作成する �����������������������������������058
　�圧縮ファイル（ZIP／LZH形式）を解凍する��������047
　�拡張子を表示させる設定に変更する �������������������063
　�管理者だけが起動できるプログラムを作成する �����055
　�関連付けされたプログラムと別のプログラムでファイルを開く ����053
　�関連付けされたプログラムを変更する ������������������053
　�ごみ箱に入れたファイルやフォルダーを元に戻す ��057
　�ごみ箱のファイル上限を変更する �������������������������057
　�ごみ箱内のファイルやフォルダーを削除する ������046
　�ショートカットのツールチップを設定する ����������������052
　�ショートカット元を探す �����������������������������������������������052
　�｢スタート｣メニューにフォルダーのショートカットを追加する ���058
　�すべてのファイルとフォルダーを表示させる ���������063
　�デスクトップにショートカットを作成する �����������������052
　�ドラッグ&ドロップでファイルやフォルダーをコピーする �����046
　�ドラッグ&ドロップでファイルやフォルダーを移動する �������046
　�ドラッグ&ドロップでファイルやフォルダーを削除する �������046
　�ファイルに記録された個人情報を削除 ����������������057
　�ファイルやフォルダーにアクセス権を設定する ���054
　�ファイルやフォルダーの詳細な情報を見る ����������050
　�ファイルやフォルダーの名前を変更する ��������������058
　�ファイルやフォルダーをドキュメントフォルダーにコピーする ���047
　�ファイルやフォルダーを暗号化する �����������������������054
　�ファイルやフォルダーを完全に削除する ��������������056
　�ファイルをCD／DVDに書き込む ��������������������������051
　�ファイルをZIP形式で圧縮する �������������������������������047
　�ファイルを以前の状態に戻す ���������������������������������055
　�ファイルを開かないで直接印刷する ���������������������051
　�ファイルを検索する ���������������������������������������������������048
　�ファイルを直接メールで送信する ���������������������������051
　�ファイルを読み取り専用にする ������������������������������054
　�ファイル削除時のメッセージを非表示にする ������057
　�ファイル名に連番を付けて整理する ���������������������056
　�フォルダーアイコンを変更する ��������������������������������064
　�フォルダーの開き方やクリックの方法を変更する �������063
　�フォルダー内のファイルやフォルダーの表示スタイルを変更する ������059
　�プログラムやフォルダーのショートカットを作成する �����052
　�｢プロパティ｣でタグを追加する �������������������������������053
　�右クリックでファイルやフォルダーを削除する������056

ファイル名を指定して実行
　�コマンド一覧 ��������������������������������������������������������312,313

ふ

　�｢ファイル名を指定して実行｣を活用する �������������303

ファイル履歴
　�｢システム�イメージ�バックアップ｣でバックアップを作成する ������091
　�｢ファイル履歴｣でバックアップを作成する �����������090
　�｢ファイル履歴｣のバックアップから復元する ������090

フォトギャラリー
　�CDやDVDメディアに写真を書き込む �����������������228
　�Facebookに写真をアップロードする �������������������229
　�OneDriveに写真をアップロードする ��������������������229
　�明るさやコントラストなどを手動で微調整する �����224
　�｢オートコラージュ｣機能で複数の写真を1枚にまとめる ��227
　�顔を検出して｢人物タグ｣を追加する ���������������������222
　�カラー写真をモノクロ写真に変換する �����������������225
　�キーワードで写真を検索 ������������������������������������������222
　�クイック検索で写真を検索する ������������������������������222
　�撮影に失敗した写真を自動修整 ��������������������������224
　�写真から必要な部分を切り抜く �����������������������������225
　�写真に｢キャプション｣を追加する ��������������������������221
　�写真に｢説明タグ｣を追加する ��������������������������������221
　�写真に｢評価｣を追加する ���������������������������������������222
　�写真に埋め込まれた情報を確認する �������������������221
　�写真の傾きを自動調整する ������������������������������������225
　�写真の詳細情報を表示する ����������������������������������223
　�写真の色合いを調整する ���������������������������������������224
　�写真の保存先を変更する ���������������������������������������226
　�写真の明るさを調整する �����������������������������������������224
　�写真をスクリーンセーバーにする����������������������������228
　�写真をスライドショーで表示 ������������������������������������223
　�写真をプリンターで印刷する �����������������������������������227
　�写真をメールで送信する ������������������������������������������227
　�写真を左右に90度回転する ���������������������������������223
　�写真を修正前の状態に戻す ����������������������������������226
　�写真上のゴミを削除する �����������������������������������������225
　�修整前の写真を削除するように設定 �������������������226
　�スライドショーをYouTubeなどに投稿 �������������������223
　�｢説明タグ｣で写真を並び替える ����������������������������221
　�デジカメから写真を読み込む �����������������������������������226
　�ナビゲーションウィンドウに撮影日やタグを表示������220
　�ナビゲーションウィンドウを表示する ����������������������220
　�｢ピクチャ｣ライブラリにフォルダーを追加する �����220
　�フォトギャラリーをインストールする ��������������������������220
　�複数の写真からスライドショー動画を作成 ����������228
　�複数の写真からパノラマ写真を作成する �����������227
　�プラグイン機能を追加する ��������������������������������������228

｢フォト｣アプリ
　�写真の色を補正する ������������������������������������������������218
　�写真の必要な部分だけトリミングする �������������������219
　�写真をロック画面に表示する ���������������������������������219
　�写真を背景に表示する ��������������������������������������������219
　�写真を編集する ���������������������������������������������������������219
　�全画面表示のスライドショーを開始 ����������������������218
　�｢ピクチャ｣フォルダーの写真を閲覧する ��������������218
　�｢フォト｣アプリでデジカメの写真を取り込む ���������218

フォント
　�インストールされたフォントを削除する ��������������������298
　�インストールされているフォントを確認する ������������297
　�フォントをインストールする ����������������������������������������297

付箋
　�新しい付箋を追加する ���������������������������������������������269
　�背景色を指定する�����������������������������������������������������270
　�付箋で箇条書きを行なう �����������������������������������������270

　�付箋のテキストサイズを変更する ��������������������������270
　�付箋の書式を変更する��������������������������������������������270
　�付箋の内容をコピーする �����������������������������������������271
　�付箋を削除する ���������������������������������������������������������271
　�メモに便利な付箋を起動する ���������������������������������269

プリンター
　�自動検索されないプリンターを追加する���������������293
　�プリンターを接続する ������������������������������������������������293

ペイント
　�｢印刷プレビュー｣で仕上がりを確認 ���������������������232
　�印刷する前に｢ページ設定｣を行なう ��������������������232
　�オリジナルの色を追加する ��������������������������������������230
　�画像のサイズを変更する �����������������������������������������231
　�画像の形式を変更する��������������������������������������������231
　�写真から必要な部分を切り抜く �����������������������������231
　�写真にテキストを追加する ��������������������������������������231
　�写真を回転する ���������������������������������������������������������232
　�多彩な｢ブラシ｣を選択する �������������������������������������229
　�パソコン内の画像ファイルを開く ���������������������������230
　�標準お絵かきソフト｢ペイント｣を起動する ������������229
　�描画した図形を拡大縮小する �������������������������������230
　�マウスドラッグで図形を描く ��������������������������������������230
　�ルーラーやグリッドを表示する ���������������������������������232

｢ボイスレコーダー｣アプリ
　�｢ボイスレコーダー｣で録音をする ���������������������������256
　�録音データを再生する ���������������������������������������������257
　�録音データを削除する ���������������������������������������������257
　�録音を停止する ���������������������������������������������������������256
　�録音音量を調整する ������������������������������������������������258
　�録音データをトリミングする ��������������������������������������257
　�録音データに名前を付ける �������������������������������������257
　�録音データの保存フォルダーを開く ����������������������258

ホームグループ
　�既存のホームグループに参加する ������������������������176
　�ホームグループで接続されたパソコンのプリンターを共有 ����179
　�ホームグループで利用可能なファイルの種類を変更 �����178
　�ホームグループで利用中のパスワードを確認する ������177
　�ホームグループのトラブルを解決する �������������������178
　�ホームグループのパスワードを変更する ���������������177
　�ホームグループの参加を終了する�������������������������177
　�ホームグループユーザーとファイルをやりとりする �������179
　�ホームグループを作成する ��������������������������������������176
　�ホームグループ接続の利用設定をする ���������������179
　�メディアストリーミングの共有を有効にする ����������178

マウス
　�ダブルクリックの間隔を調整する ���������������������������294
　�ドラッグ＆ドロップをクリック操作で済ませる ����������295
　�ホイールの動きをカスタマイズする ������������������������295
　�ポインターの動きをカスタマイズする ���������������������295
　�マウスカーソルのポインターを変更 �����������������������294
　�マウスキー機能の設定を変更する ������������������������287
　�マウスポインターの位置を表示させる �������������������296
　�マウスポインターを自動的にボタンへ移動させる����088

　�マウスを左利き用に設定する ���������������������������������295
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｢マップ｣アプリ
　�周辺の施設を検索する��������������������������������������������256
　�地図に交通情報を表示する ����������������������������������255
　�地図を印刷する ���������������������������������������������������������256
　�地図を｢航空写真｣に切り替える ���������������������������255
　�地図を見る ������������������������������������������������������������������254
　�目的地までのルートを検索する�������������������������������255

｢マネー｣アプリ
　�株価指数を見る ���������������������������������������������������������252
　�金融情報をチェックする �������������������������������������������251
　�経済ニュースを見る ��������������������������������������������������252
　�住宅ローンを計算する ����������������������������������������������252
　�為替計算をする ���������������������������������������������������������252
　�銘柄をウォッチリストに登録する �����������������������������251

ムービーメーカー
　�BGMの音量バランスを設定する ��������������������������213
　�｢アニメーション｣効果を変更する ��������������������������215
　�映像にBGMを追加する ������������������������������������������213
　�映像にテロップを追加する ��������������������������������������211
　�映像のカット編集を行なう����������������������������������������210
　�映像の最後に｢クレジット｣を追加する ������������������212
　�映像の手ぶれを補正する ����������������������������������������214
　�映像の縦横比を変更する ���������������������������������������214
　�｢オートムービー｣のタイトルを編集 �������������������������215
　�｢オートムービー｣機能でスライドショーを作成 �����215
　�音楽のフェードイン／フェードアウトを設定 ����������213
　�音楽の長さに合わせたスライドショーを作成する ��������216
　�カスタム設定を作成して思いどおりの形式で出力する ���217
　�画像の順番を変更する��������������������������������������������216
　�ストーリーボードの縮小表示サイズを変更する ���214
　�タイトルの色や背景色、表示時間を変更する ����211
　�タイムスケールを調整する ���������������������������������������214
　�追加した音楽の開始／停止位置を設定 ������������213
　�登録した動画や画像を削除する ���������������������������217
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