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ＷＩＮＤＯＷＳの基礎 
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オペレーティングシステム（ＯＳ：基本ソフト） 
パソコンの規格はＰＣ/ＡＴ互換機（ＤＯＳ/Ｖパソコン）です。OSはそれだけでは何もしません。あくまでハード

の制御を行うだけのものなのです。ワープロや表計算、ゲームなどができるのはアプリケーションソフトと呼

ばれるソフトが組み込まれているからなのです。 
 Windowsはパソコンのハード、人間、アプリケーションソフトを取りまとめる統括役というわけです。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウィンドウズOSの種類 

個人向け  

● Windows95  
● Windows98  
● Windows98SE   
● WindowsMe  

企業向け  

● WindowsNT  
● Windows2000  

 

 

 

パソコンの仕組み 

知っておきたいパソコン用語の意味 

パソコン パーソナルコンピュータ a personal computer  
    Personal 意味・個人の,私の(private);個人に関する 

 
オペレーティングシステム オペレーティング 意味・動いている,作用する   

        オペレーター 
     （英operator）機械の操作をする人。電話交換手、計算機械の操作者、 

            映画技師、無線通信士など。 

ＰＣ/ＡＴ互換機 

IBM PCは'81年8月に米IBMが発表したパーソナルコンピュータ。これが現在のPC互換機の原型

となっている。IBM PCでは、すべての技術情報が公開された。このためサードパーティがこの技術

情報を元に、IBM PCと同等のシステムを開発したのがPC互換機の始まりである。 

 

ＤＯＳ/Ｖパソコン 

専用のハードウェアを必要とせず、ソフトウェアだけで日本語表示（漢字表示）を可能にしたDOSシ

ステムの一般名称。1990年に日本アイ・ビー・エムによって開発された。DOS/Vが登場するまでの

パソコン本体 機械 ハード 

ウィンドウズ OS (95 98 2000 ME  XP ) 

ワード エクセル ゲーム 

アプリケーション ソフト 
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日本語DOSシステムでは、漢字イメージのデータをROMなどのハードウェアとして搭載するのが一

般的だった。これに対しDOS/Vでは、ソフトウェアだけで日本語の取り扱いを可能にしたため、米国

などで一般的なPC互換機（IBM PC/AT互換機）でも、日本語が扱えるようになった。日本アイ・

ビー・エムは、DOS/Vに関連して他のメーカーに公開して、広くDOS/Vを定着させる努力を行なっ

た。高性能、低価格のPC互換機で日本語環境を構築できたため、DOS/Vはその後広く普及するこ

とになる。DOS/Vの「V」はVGA（640×480ドット）の意味。 

 

 

 

 

チェックポイント1 
機械部分の総指揮者CPU シー・ピー・ユー 中央演算装置。 
CPU Central       せんとらる 中心部の,まん中の 

     Processing    process ぷろせす 過程,製法,工程 

      Unit             ゆにっと (独立した)集団 (全体を構成する)構成単位。 
 
CPUの種類 
※CPUの種類と性能イメージ表。現在主流の製品です。他にもあたらしいメーカーからCPUが発売

されたりもしています。 

自分のパソコンを調べよう 

メーカー  製品名  読み方   

インテル 

Pentium ぺんてぃあむ ▲ 

MMX Pentium えむえむえっくす ぺんてぃあむ ● 

PentiumII ぺんてぃあむつー ●● 

PentiumIII ぺんてぃあむすりー ●●● 

Pentium4 ぺんてぃあむふぉー ●●●● 

Celeron せれろん ●● 

K6 けーろく ▲ 

K6-2 けーろくつー ● 

K6-III けーろくすりー ●● 

Duron でゅろん ●● 

Athlon あすろん ●●● 

AMD 
えーえむでぃー 
Advanced Mi-

cro Devices本

社：カリフォルニア

州 
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チェックポイント2 
メインメモリ 

一般的にメモリといえば、メインメモリであるRAMのことを指します。 

 

メモリ（Ｍｅｍｏｒｙ）とは、記憶を意味します。その名の通り、メモリは、情報を記憶をするための装置

です。メインメモリだけがメモリとよばれる物では有りません。 

フロッピーディスクも、ＣＤ－ＲＯＭも、ハードディスクも、MOもＤＶＤも。ｅｔｃ・・・(外部メモリ)これらは

全部メモリとよばれる 

 

メインメモリの容量（大きさ）が少ない

と、ＣＰＵがどれだけ優秀でも本来の

性能が十分に発揮できず、パソコン

の動作スピードは遅くなります。ウィ

ンドウズ98ならメインメモリが６４MB以上、ウィンドウズ2000なら128MB以上のメモリがほしいとこ

ろです。また増設スロットが付いていればメモリは増やすことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チェックポイント3 
ハードディスク 

倉庫みたいなもの。多ければ多いほどいいです。 

 

チェックポイント4 

CD 
CD-R  
CD-Recordableの略。書き込み可能なCDメディア。専用の書き込みソフトを使ってCD-Rド

ライブでデータを書き込む。オーディオCDやCD-ROMの作成が可能。 

DVD  
Digital Versatile Diskの略。次世代デジタル・ディスクの統一規格の略称。片面一層で

4.7GBの記憶容量で、両面で合計四層まで使える。従来パッケージメディアやコンピュー

タ用の記憶媒体として使われてきたCDやLDに比べるとはるかに多くの情報を記憶でき

る。現在、映像ソフトとして発売されているものは、DVD-Videoである。大容量のリムーバ

ブル・データ記憶媒体としての利用が期待される。 

 

32 32 

仕事 

32 32 32 32 

仕事 

メインメモリが多いと仕事が速い 
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ショートカット  
ショートカットは英語で「近道」。ウィンドウズの画面の左側には、たくさん

のアイコンが並んでいる。その中に、左下に矢印がついているアイコンがあ

る。これを、ショートカット・アイコンという。このアイコンをダブルクリッ

クすると、それに対応したソフトやファイルが開く。しかしショートカット・

アイコンは、ソフトやファイルそのものではない。オリジナルのソフトやファ

イルの、呼び出しボタンにすぎない。 

 

プロパティ 

（property）は本来、「所有物」といった意味。しかし「固有性」や「属性」
といった意味もある。 プロパティは、いろいろなところで、そのアイコンな

どに関する情報を提供してくれたり設定ができる画面。「これは今どうなって

るんだろう」と思ったら、右クリックしてプロパティを開く、これが現在の

ウィンドウズのやり方。 
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キーボード 

【     】ESC(エスケープ) 

現在の操作を取り消したり、入力中の文字を取り

消したりするときに使用します。 

【     】半角/全角 
日本語入力のオン/オフの切り替えを行います。 

【     】スペース 

入力したひらがなを漢字や適切な単語に変

換します。 

【     】Enter(エンター) 

変換中の文字を確定します。文字入力中以

外の時は改行になります。 

【     】BackSpace(バックスペース) 
カーソルの左の１文字を削除します。 

【     】Delete(デリート) 

カーソルの右の１文字を削除します。 

【     】Shift(シフト) 

アルファベット入力の大文字小文字を切り替

えるときに使用します。 

【     】→←↑↓(カーソル) 

入力位置の指定をするときに使用します。こ

のほか他のキーとの組み合わせで利用しま

す。 

 

カーソル 

BackSpace Delete 

あいうえお 
【     】ファンクションキー 機能拡張キー。 

アプリケーションの機能を1つのキー入力で実行

可能にするなどの目的で拡張キーが用意されて

いることが多い。 

【     】コントロール 特殊キー。 

他のキーと組み合わせて使われ、特殊な動

作を指示するのに使われる。  

【     】オルトキー 

特殊キー。「Alternative＝代わり」他のキーと

組み合わせて使われる。  

① ② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ ⑦ ⑧ 

⑨ 

⑧ 
⑨ ⑩ 

⑦ 

番号を入れて完成させてください。 
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ウインドウの仕組み 
Windows はその名のとおり、ウィンドウ（窓）と呼ばれる表示構造になっています。必要なウィンドウをいく

つも開き作業します。まず、そのウィンドウの基本的な各部の名称を確認しておきましょう。この部分はどん

なウィンドウでも共通です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※パソコンの設定によっては上記表示と異なる場合があります。 

また、ウィンドウは作業状態に応じて、大きさを変更したり、移動させたりすることができます。 

 

一つのウィンドウが上記のような構成になっており、このウィンドウがいくつも重なるようにして表示され

ます。この時隠れたウィンドウ内をクリックすると前後が入れ替わります。 

 

現在使用中のウィンドウはタイトルバーが青く表示されます。また、タスクバーには開かれているウィンド

ウの名前が表示されており、タイトルバーが青く表示されているウィンドウの名称はへこんだ状態で表示

されます。 
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パソコンのファイルについて 
 

一般的に、記録ディスクに保存されたデータやプログラムの個々のまとまりを「ファイ

ル」といいます。ファイル名のあとに「.txt」「.exe」「.xls」などといった「拡張子」
を付けることでファイルの種類が見分けられます。 

 

1.ウィンドウズは拡張子でファイルの種類を判別する 
「ファイル名」＋「３文字の拡張子」 

拡張子 【extension】 
━━ n. 伸長, 延長; 猶予, 日延べ; 拡張, 増築; （鉄道の）延長線; （電話の）内線; 
（語句の）敷衍(ふえん);  

 

ワード    「.doc」 
エクセル 「.xls」 
テキスト 「.txt」 
 

●拡張子が見えるようにする 

工場出荷時の設定では拡張子は見えなくなっています。次の作業をして、とり

あえず拡張子が見える状態にしてください。 

「マイコンピュータ」を開いて、上のツールバーの「表示」の中の「フォルダ

オプション」を選びます。 

次にフォルダオプションの「表示」というタブを選ぶと、「フォルダの表示」

の「詳細設定」という窓があります。この「詳細設定」の中に 

「□登録されているファイルの拡張子は表示しない」 

という項目にチェック「レ」がついていると思います。それをはずしてくださ

い。 

 

ウインドウズは拡張子とそれを開くアプリケーションを登録している。（関連付け） 

 

画像ファイル 

bmp  ビットマップファイル  ウインドウズ標準の画像フォーマット形式  
gif  ジフファイル  画像の圧縮形式・256色で構成される  
jpg  ジェイペグファイル  画像の圧縮形式・見栄えを落とさずファイルサイズを落とす  
システムファイル 

bak  バックアップファイル  Windowsが自動で作るバックアップファイル  
bat  バッチファイル  MS-DOSでコマンドを自動実行するためのファイル  
dll  ダイナミック・リンク・ライブラリ  アプリケーションが実行時に必要とするファイ
ル  

 

exe  実行ファイル  プログラムの本体  
html ハイパーテキストファイル  ホームページを表示するためのファイル 
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MSペイント 

市販の高性能な描画ソフトに比べれば、機能は劣りますが、 それでも、工夫次第でさまざ

まなイラストを描くことができます。ペイントでは、.jpg、.gif、.bmp などの画像ファイ
ルを取り扱うことができます。ペイントで描いた絵を別の文書に貼り付けたり、デスクトッ

プの背景に使用できます。また、スキャンした写真を表示したり、編集することもできま

まずは、画面のプロパティでモニターの表示色数をハイカラー（16ビット）以上に設定して
おいてください。 256色以下に設定してあると、変な色に表示されてしまい、思ったとおり
の絵が描けません。 

ペイントを起動したら、キャンバスのサイズを決

めましょう。作業領域は、実際の絵のサイズより

やや大きめに設定するのがコツです。 

キャンバスサイズはメニューの[変形]－[キャン

バスの色とサイズ]で設定できます。 

消しゴム 

塗りつぶし 

色の選択 
１ピクセル幅の、フリー

ハンドの線を引きます。 

いろんな太さ・形の、フリーハンドの線を引きま

す。 エアブラシ 

テキスト 

直線・曲線（ベジェ曲線）を引きます。 

「Shift」キーを押しながらドラッグすると、正方

形、円がかけます。  

グラフィックスなどにおいて、曲線や

曲面などを表現するための手法の１

つ。与えられたいくつかの点（制御点）

を元にして、それらをつなぐ滑らかな

曲線（曲面）を求める。 

メイン画面 

ツール 
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描画色は、線、図形の縁、文字列に使用されます。背景色は、閉じた図形の内部および文字

入力枠を塗りつぶすのに使用されます。背景色は消しゴムを使用しても現れます。  

パレット 

練習 国旗をペイントでかいてみよう。 

実践 写真つきの文章を制作する。 

CDのなかのウインドウズの基礎データ建物.JPGをペイントで開く。 

赤丸をつけて文字を入れる。 
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太線の赤丸を書く 

線の種類を選ぶ。 

色を指定する。 

面の種類を選ぶ。 

シフトを押しながら丸を書く 

文字を書く。 

文字の色を黒にする。 

書式バーで書式を設定する。(出ていない場合は表示から書式バーを
クリックする。) 
文字の背景を透明にする。 
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アクセサリー ワードパッドを開く。 

文字を書く 

日付を挿入する。 

中央揃えにする。 

ペイントをアクティブにする。 

選択ツールで必要な場所を選択する。 

コピーする。 

ワードパッドをアクティブにして貼り付ける。 

完成 
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緊急事態 フリーズについて 
 

 パソコンを使う上でよくあるトラブルに、「フリーズ」というものがあります。これは、処

理上の都合により、アプリケーションソフトやWindowsのシステムそのものが停止してしま
うことです。 
こんな場合はパソコンの電源を強制的に切るなどの処置をするしかありません。 
 
 まず、キーボードのCtrlキーとAltキーを押しながらDeleteキーを押します。 
これでパソコンの反応があれば次のようなウィンドウ（正式にはダイアログボックス）が表

示されますので、シャットダウンをクリックし、一度電源を切ります。 
 
 もし、パソコンの反応がなければ、電源ボタンをしばらく押したままにして、強制的に電源

を切ります。 
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MS-IMEの日本語入力OFF状態 

MS-IMEの日本語入力ON状態 

文字入力の基礎知識 
 Windowsでは日本語入力は日本語入力ソフトとして独立させて、さまざまなアプリケー
ションソフトと併用して使用できるようになっています。 

つまり、日本語入力は各アプリケーションに用意されているのではなく共通の一つのソフト

であるということです。これを覚えておけば、ワープロソフトを使用するときも、表計算を

使用するときも同じ操作で日本語入力ができるのです。 
 日本語入力ソフトはいつでも使用できるよう待機しています。これはタスクトレイに表示

されています。 

MS-IME2000 

日本語入力を「オン」にする場合はキーボード上の[半角/全角]キーを押します。 

文字の変換 



15 

IME の操作や設定 

 

「あ」または「_A」と表示されているところをクリックすると、図のようなメニューが飛
び出して入力できる文字の種類を選ぶことができます。通常の日本語入力であれば「ひらが

な」を選びます。また「直接入力」を選ぶとIMEが働かない状態になります。メールアドレ
スなどで英数字を入力するときは、「直接入力」を選びます 

 

abc@nagasaki.ac.jp 
 
 
 
 パソコンで扱われる文字には、「全角」文字と「半角*」文字の２種類があります。ひら
がなや漢字を入力する場合は必ず全角、英字や数字、カタカナ、記号を入力する場合は半角

と全角のどちらかを選ぶことになります。ひらがなや漢字は全角だけなので迷うことはあり

ませんが、英字や数字は、用途により使い分ける必要があります。 

 例えば、英字と数字で構成されている電子メールアドレスは、必ず半角で入力します。下

図を参考にして、全角と半角の画面上の違いを確認しておいてください。基本的には全角の

ほうが半角よりも横に広い文字です。 

全角文字は日本語や中国語、ハングル語といった、複雑な文字を表すために用いられる文

字。1文字を表すのに半角文字の2倍の情報量を必要とするのが欠点である。 

ABCDE 
abcde 
12345 
 

ＡＢＣＤＥ 

ａｂｃｄｅ 

１２３４５ 

半角 全角 
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パソコンのデータ管理 
 

 パソコンでワープロや表計算、年賀状などいろいろなものを作成する時、作ったものを後日でも利

用できるように記録しておきます。こうすることによって、使うたびに入力する必要がなくなるので大

変便利です。パソコンで作ったデータは、ファイルと呼ばれ、好きな場所に、好きな名前をつけて保

存しておくことができます。 

ここでは、「メモ帳」を使って、作ったデータの保存と保存したデータの呼出方法を見ていくことにしま

しょう。
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デスクトップの変更(カスタマイズ) 

デスクトップを右クリックしてプロパティをクリック。 

■壁紙の変更 

 
コントロール パネルの画面を開きます。  

[背景] タブで、一覧から壁紙に使用する画像を選択します。 壁紙には、拡張子   

 .bmp、.gif、.jpgなどの画像ファイルを使用できます。  
      

*CD-ウインドウズの基礎データ-壁紙テスト.jpgでやってみよう。 

■スクリーン セーバーを設定する 
 

コンピュータを放置したまま、[待ち時間] ボックスに指定されている時間が経過すると、スクリーン 

セーバーが起動します。起動したスクリーン セーバーを停止して元の画面に戻るには、マウスを

動かすか、キーボードのキーを押します。 

■画面の解像度を変更する 
 

解像度を高くすると、画面上の各項目のサイズが小さくなり、デスクトップのサイズが大きくなりま

す。 設定できる解像度は、モニタとディスプレイ アダプタの種類によって異なります。  
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■コンピュータの電源を管理する  

 
電源の管理を設定すると、コンピュータ デバイスやシステム全体の消費電力を低減することができ

ます。電源設定を選択することによって、コンピュータの消費電力の管理方法が設定されます。 電

源設定では、コンピュータのコンポーネントの電源を切るまでの時間を設定したり、コンピュータを低

電力消費状態にするかどうかを指定したりできます。独自の電源設定を作成することも、Windows 
の既定の設定を使うこともできます。  

コントロール パネルの電源の管理を開きます。  

[電源設定] ボックスの一覧で、目的の電源設定をクリックします。  

 

■コンピュータからアプリケーションを削除するには  
 

コントロールパネルの「アプリケーションの追加と削除」を開きます。 画面に表示される指示に従っ

て操作してください。  

■スキャンディスクを使ってハード ディスクをチェックしエラーの有無を調べる  

 
スキャンディスクを使うと、ハード ディスクに論理エラーや物理エラーがないかどうかを確認できま

す。また、損傷を受けた領域を修復することもできます。  

[スタート] ボタンをクリックし、[プログラム] をポイントします。次に、[アクセサリ] をポイントし、[シ

ステム ツール] をポイントします。次に、[スキャンディスク] をクリックします。  

 

■デフラグを使ってコンピュータのパフォーマンスを向上させる  

 
デフラグを使うと、ハード ディスクのファイルや未使用領域を再配置し、プログラムの実行速度を

上げることができます。  

その他のカスタマイズや設定 


